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【レポートの対象期間：2018年2月1日～2019年1月31日】

タマムラデリカ株式会社

タマムラデリカ株式会社は1991年創業以来、食品製造業として歩んで参りました。
大手CVS専用工場として「調理麺」「惣菜」等のデイリー商品を群馬県、栃木県、茨城県、
埼玉県の北関東地域に365日供給しております。
安心、安全で美味しい商品を時代の変化やお客様のニーズに対応しながら提供し続ける事で
信頼される企業を目指しております。
企業規模も年々拡大の一途を辿り、企業として益々社会的責任と環境配慮が問われていく事は
必然であり、社会の公器としてしっかり対応していく事を義務として取り組んで参ります。
この様な社会情勢の中、当グループでも2015年より取り組みを開始した
EA21活動は地球環境に優しい企業活動として大きな役割を担っており、
グループ4工場全てがEA21認証工場として 現在に至っております。
継続した活動と検証無くして成長はないと考えており「環境活動レポート」は一年間の
集大成であり自工場の成長の証と認識しております。
以下、取り組みをまとめましたので我々の活動内容をご高覧の上、ご指導頂きました後、
引き続き環境活動に活かして参る所存です。

本社工場

（群馬県）

佐野田沼工場

（栃木県）

美野里工場

（茨城県）

第二工場

（群馬県）
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１． タマムラデリカグループの事業活動及び製品がかかわる環境側面を常に意識し、　

環境汚染の予防を推進するとともに、環境経営システムの継続的改善を図ります。

２． タマムラデリカグループのすべての事業活動および製品がかかわる

環境関連法規、規制、および協定等を遵守し、環境保全を図ります。

３． 環境改善重点テーマ

①食品廃棄物の排出量削減及び再資源化の向上

⇒食品リサイクルの取り組み、食品の循環型社会の取り組み

②エネルギー利用の合理化の推進と多角的取り組みを通しての効率改善

⇒多角的取り組みの一例

１）生産機器の排出熱利用

２）ヒートポンプの活用

３）太陽光発電の導入

４）LED照明の積極的活用

③水資源の有効活用および排水水質の維持管理

④地域の環境改善の推進

⑤環境関係法規の遵守

➅廃棄の削減

４． 年間計画に基づき、環境経営システムの見直しおよび維持向上に努めます。

５． 環境教育を通して、全従業員への環境方針の理解と周知徹底を行い、

環境保全の意識の高揚を図ります。

６． この環境方針は、社内外にも公表いたします。

１． 電子マニフェストの導入

２． ＥＡ21ＰＰチーム活動開始（ＰＰチームによる内部監査、空調設備点検実施）

３． 作業標準の確立　（空調メンテナンス）

２０１８年　２月　１日

タマムラデリカ株式会社

常務　取締役

高橋　康之

〔２０１８年度方針〕
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タマムラデリカ株式会社 環境基本方針

タマムラデリカ株式会社の「環境方針」は、
当社グループの全工場を含めた全社展開として適用する。

〔基本理念〕

タマムラデリカグループは、「食」を基本とする企業として
「人々の健康な生活」・「食資源」・「地球持続性」を最重要課題の１つであると認識し、

自然の恵みを活かしすべての人々がおいしく食べて、
健康に暮らしてゆくことに貢献し人々の食卓を豊かにしてゆきます。

〔基本方針〕



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社

代表取締役社長　伊勢　俊太郎

2．所在地

本社：〒370-1104　群馬県佐波郡玉村町上福島 611-1

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者 ： 常務取締役 高橋　康之

環境管理責任者 ： 飯尾　友朗

ＥＡ２１事務局 ： 須賀　忠夫

TEL　：0270-65-0711

FAX　：　0270-65-1170

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社

☆本社工場

☆第二工場

☆美野里工場

☆佐野田沼工場

全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麵・軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

本社工場・第二工場・美野里工場・佐野田沼工場の合算

食

百万円

人

㎡

主な環境負荷実績

単位

kg-CO2

kg

㎥

2018年2016年 2017年

536,840 496,988

500,447

10,972,831

464,239

538,004

製品売上

従業員数

環境への負荷

①二酸化炭素排出量

延べ床面積

576

15701.66

10,976

４ページ

527,512

10,996,587 10,801,547

②廃棄物排出量

③排水量

２．タマムラデリカ株式会社　事業活動の規模（2018年度）

2017年

40,378,223

2018年

44,204,235

2016年

39,375,165

単位活動規模

生産高

9,844

673

15701.66

10,025

596

15701.66



2018年度　タマムラデリカ　エコアクション21　推進組織図 （2018年　2月   1日　作成） 承認 作成
（2018年　6月 27日　組織変更による改訂）
（2018年 10月   1日　組織変更による改訂）

2018.10.01 2018.10.01

リーダー：山崎　秋晴 リーダー：閑野　勉 リーダー：寺山　浩永 リーダー　：荻原　勇一
サブリーダー ：服部　淳哉 メンバー：平野　美幸 サブリーダー ：田所　進一 サブリダー：齋藤　哲也
メンバー：山崎　寛太郎 メンバー：石澤　恵 メンバー：片山　操 事務局：佐藤　あゆみ
メンバー：金井塚　良 メンバー：南雲　竜馬 メンバー：池田　衣里 メンバー：佐藤　大作
メンバー：宮本　昌宏 メンバー：内堀　暁 メンバー：細野　愛乃 メンバー：朝比奈　輝明
メンバー：天田　杏奈 メンバー：須藤　克典 メンバー：戸室　浩之 メンバー：皆川　幸一郎
メンバー：石田　千春 メンバー：渡邊　葵
メンバー：大畠　洋一 メンバー：熊谷　美鈴
メンバー：鉄川　智之 メンバー：佐藤　留奈
メンバー：新井　清文 メンバー：恩田　明日香
メンバー：早坂　勇紀 メンバー：森川　隆

メンバー：飯田　稜也
メンバー：渡辺　まどか

最高責任者 【常務取締役　高橋　康之】

エネルギー管理 【課長（エネルギー管理士取得者）　岡住　昌則　】

企画推進員 ①エネルギー管理に関する中長期計画をグループ全体へ発信、実施状況を確認する

内部監査員 エコアクション21食品関連業者向けガイドライン2009年版をもとに内部監査を実施する

各工場のＥＡ２１ＰＰチームリーダーが内部監査チェックシートで監査を実施、環境管理責任者へ報告する

環境管理責任者 【副部長　飯尾　友朗】

（工場管理責任者）

事務局 【課長代理　須賀　忠夫】

（工場事務局）

EA21　PPチーム エネルギーと廃棄物に関する管理データをもとに小集団活動で改善を実践する

従業員 環境方針を理解し、部門の環境活動計画に従って活動する

高
橋

飯
尾

【最高責任者】
常務取締役
高橋　康之

【エネルギー管理企画推進員】
課長（エネルギー管理士取得者）

岡住　昌則

内部監査員
【環境管理責任者】

副部長
飯尾　友朗

【中央事務局】
課長代理

須賀　忠夫

本社工場
（工場管理責任者）

執行役員工場長　小賀野祐介
（工場事務局）

（正）山崎　秋晴
（副）○○　○○

第二工場
（工場管理責任者）

工場長代理　亀井　隆志
（工場事務局）
（正）閑野　  勉
（副）平野　美幸

佐野田沼工場
（工場管理責任者）

執行役員工場長　山下　誠史
（工場事務局）

（正）片山　　操
（副）田所　進一

美野里工場
（工場管理責任者）
工場長　伊藤　隆雄

（工場事務局）
（正）幡山　栄一
（副）荻原　勇一

EA21　PPチーム EA21　PPチーム EA21　PPチーム EA21　PPチーム

①エコアクション21に関する経営諸資源の合理的･効果的な運用を図り目的を達成するために環境管理をする

②エコアクション21の構築と運用を円滑に行い最高責任者による見直しのための情報として構築･運用に関する情報を最高責任者
に提供する

事務局として環境管理責任者を補佐しエコアクション21に関する実務全般を所管する

職名 役割

①環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当責任者には、現在の責務に関わりなく兼任で責任と権限を明示する

②エコアクション21の構築・運用･維持に必要な経営諸資源（人材・資金・機器・設備・技術・技能を含む）を準備する

③環境方針を制定する

④エコアクション21の構築･運用に関する情報を収集し環境方針・環境目標をはじめシステム全体の見直しを行い必要に応じ改訂
を指示する



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社　本社工場

代表取締役社長　伊勢　俊太郎

2．所在地

〒370-1104　群馬県佐波郡玉村町上福島 611-1

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　常務　取締役　　　高橋　康之

環境管理責任者　：　副部長　　　　　　飯尾　友朗 

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局      山崎　秋晴

TEL　：　0270-65-0711　

FAX　：　0270-65-1170

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社　本社工場　全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麵・軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

（本社工場）

食

百万円

人

㎡

本社工場　事業活動の規模（2018年度）

活動規模 単位 2016年 2017年 2018年

生産高 10,664,666 11,134,086 12,458,222

製品売上 2,721 2,741 3,011

６ページ

従業員数 138 144 194

延べ床面積 3,531 3,531 3,531



当社に於ける2017/2/1～2018/1/31の環境負荷実績を把握し、

2015年～2018年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.474〔平成28年度実績・平成29年12月21日公表〕を使用しています。

＊2018年の実績は、2018年2月～2019年１月の一年間です。

2014年 2020年

実績 目標 目標値 実績 目標

２．主な環境負荷実績

＊2018年の実績は、2018年2月～2019年１月の一年間です。

2018年

3,487,046

125,160

160,902

本社工場　環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標
中長期の目標
（2年後）

2018年

目標の達成状況

2014年実績に
対して5％削減

②売上高100万
円当たりの廃棄

物
排出量の削減
(kg/百万円)

75.4

2014年
実績に
対して
3％
削減

72.6 41.6

サンプル商品の分別廃棄を
実施し食品残渣のリサイク
ル率100％とし、2018年
度も継続して実施した為、
廃プラ排出量が大きく削減
となった

2014年実績に
対して5％削減

①売上高100万
円当たりの二酸
化炭素排出量の
削減(kg-CO2/

百万円)

1080

2014年
実績に
対して
3％
削減

1040.7 1158.1

旧空調機の入れ替え実施。
空調の新規導入、発電機の
故障等もあり電気使用量は
増えている。また、発電機
の故障により電気使用量が
増え、燃料である重油使用
量が減少している

2016年実績に
対して4％削減

④グリーン購入
比率の向上(％)

—
購入率
47％

47%
購入率
49.7％

目標逸脱。今後、グリーン
購入比率の向上を図る為、
グリーン商品を意識して購
入を決定する

購入品リストに
よるグリーン購
入の徹底

③売上高100万
円当たりの排水

量の削減(㎥)

2016年
63.83

2016年
実績に

対して2％
削減

61.9 53.4

2018年度より第二工場に排水
メーターを設置し、本社のみの
排水量が明確となった。前年度
よりも数値的には削減となって
いる

管理の徹底

⑥再生利用等の
実施（肥料化へ
食品リサイク
ル：NDF）

99.3
維持向上
（80％以

上）
80%

肥料化へ
再利用
実施

継続中
100％

再生利用100％達成 —

⑤化学物質・毒
物劇物取扱及び
管理の徹底

—
取扱量の

把握
管理の徹

底
一覧表作成
ＳＤＳ入手

劇物、毒物の区分と      化
学物質の使用量の      管理
は継続されている

—

環境への負荷 2016年 2017年

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 3,493,227 3,478,223

⑦地域の環境改
善の推進・製品
に関する項目

—
工場敷地
内の清掃

維持向上

工場敷地
内の清掃
（剪定・
除草）
実施

概ね予定通りの活動を
実施

７ページ

②廃棄物排出量(kg) 216,300 152,520

③排水量（㎥） 173,695 190,572



＊2018年2月～2019年１月までの活動の取組みと評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

①物流トラック回数削減

②物流トラック接車時間の削減

③製麺加水タンク冷水⇒常温へ

④製品保管庫空調稼働台数制限※時期に応じて

⑤旧空調機の入れ替え

⑥気化式冷風機の導入

⑦目標達成状況・活動推進状況確認

2．廃棄物排出量の削減

①分別強化　廃プラに食品混入を撲滅

②紙・手袋混入の撲滅

③分別強化（汚プラ・きれいな有価プラ）

④鉄くずの分別（アルミ・SUS・鉄）

⑤目標達成状況・活動推進状況確認

3．排水量の削減

①節水への取り組み

②節水表示

③目標達成状況・活動推進状況確認

4．グリーン購入比率の向上

①購入品の調査

②グリーン購入品の選定

③グリーン購入品の決定

5．化学物質・毒物劇物取扱及び管理の徹底

①取扱商品の把握

②購入量の把握

③ＳＤＳの入手

④取扱商品一覧表の作成

6. 再生利用等の実施率

（肥料化へ食品リサイクル：ＮＤＦ）

①冷凍サンプルの適切処理（再生利用化）

②区分・区分け、分別の徹底

7.　地域の環境改善の推進・

製品に関する項目再生利用等の実施率

①工場敷地内の清掃

②工場敷地外の清掃

③地域ボランティアへの参加

④地産地消の推進

廃油燃料を使用した発電機等のバイオマスエネルギーの回
収を行う。

本社工場　環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価
旧空調機の入れ替え実施（チラーＣＲ30×2機）。空調の
新規導入、発電機の故障等もあり電気使用量は増えてい
る。また、発電機の故障により電気使用量が増え、燃料で
ある重油使用量が減少している。

次年度の取組内容

一覧表の定期的な更新とＳＤＳの入手→整備の継続、購入
量の集計を継続する。

2017年度の取組みで、サンプル商品の分別廃棄を実施し
食品残渣のリサイクル率100％とし、2018年度も継続し
て実施した為、廃プラ排出量が大きく削減となった。

次年度の取組内容
食品残渣の廃棄量が増えており、食品残渣の減量対策を検
討中。

2018年度より第二工場に排水メーターを設置し、本社の
みの排水量が明確となった。
そのため、前年度よりも数値的には削減となっている。

次年度の取組内容
生産機器での使用水量が多く節水効果が見えない。製造
ルールが変わり水をさらに使用する状態となっている。冷
却水の循環等、大きな取り組みを行う。

グリーン商品購入のデータ集取は2014年10月より実施し
ており現在も継続中。今年度購入比率は50％を上回った。

次年度の取組内容
目標数値をクリアできるよう継続する。

取り扱い商品の把握を行い一覧表作成済。入手したＳＤＳ
の整理とファイリングも実施済みであり、新規の商品のメ
ンテナンスも実施し継続して行う。

次年度の取組内容
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リサイクル率100％の実績。排出量が多い。冷凍検体の分解や、
プラ区分、区分けについて力をいれ、従業員一同意識が向上し
た。

次年度の取組内容
食品残渣の廃棄量が増えており、食品残渣の減量対策を検
討中。

①工場内樹木の剪定を実施し落ち葉等のゴミ発生のリスクを回
避、②は特に田植え前の実施、③は朝市等の参加④は群馬県産の
小麦を原料にした小麦を継続使用し、月別の使用量の集計継続。

次年度の取組内容
活動の継続は勿論の事。PP活動チームの発足を行ない、グループ
で活動を開始。また、地粉使用の商品開発も行ない地産地消の取
組みも継続。



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2019年2月1日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

しかし、目標数値へのクリアは未達項目もある。その背景に安定しない食数、

本社工場　代表者による全体の評価と見直し

（代表者）：常務取締役　高橋　康之　２０１９年３月１日

世代交代の年としてＥＡ21 PPチームメンバーに未経験者を登用し、計画立案や更新

審査実務等々に関わらせた事を評価する。個人ではなくチームとして取り組む仕組みは

出来つつあるが掲示物表示やスローガン的な啓蒙活動が中心で現場実務との

乖離が見られる。

又、それを実施した事で改善効果の検証が周知されていない事は残念。

今後、一つ一つの取組に対して「目に見える効果」と「数字で見える効果」を分けて

都度評価し、結論を出してPDCAサイクルを回していくこと。

（工場長）：執行役員工場長　小賀野　祐介　２０１９年２月２８日

2018年度に関しては、PP活動がスタートして社員・従業員の意識は向上した。

アイテムの内容構成が、影響しており意識だけでは解決できないのが現状ある。

今後、設備投資を行い、物理的なエコ削減機器の導入も視野に入れる必要あり。

７．環境関連法規制の遵守

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

大気汚染防止法 ばい煙発生施設の届出 遵法

水質汚濁防止法 特定施設の届出 遵法

騒音規制法 騒音特定施設の届出 遵法

振動規制法 特定施設設置の届出 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

廃棄物処理法

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告
水銀使用製品産業廃棄物の管理

遵法

消防法 届出・貯油施設の定期点検 遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

毒物及び劇物取締法
施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏、流出の防止

遵法

群馬県の生活環境を保全する条例 特定施設の届出 遵法

玉村町公害防止協定 公害の防止 遵法

水道法 定期検査実施 遵法

省エネ法 措置の実践 遵法

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無
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食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 遵法



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社　第二工場

代表取締役社長　伊勢　俊太郎

2．所在地

〒370-1104　群馬県佐波郡玉村町上福島 618-2

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　常務　取締役　　　高橋　康之

環境管理責任者　：　副部長　　　　　　飯尾　友朗 

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局      閑野　  勉

TEL　：　0270-61-7888

FAX　：　0270-61-7889

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社　第二工場　全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向け軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

（第二工場）

食

百万円

人

㎡

第二工場　事業活動の規模（2018年度）

活動規模 単位 2016年 2017年 2018年

生産高 4,342,443 5,318,135 5,517,093

製品売上 979 1257 1,316
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従業員数 100 112 139

延べ床面積 4,439.61 4,439.61 4,439.61



当社に於ける2018/2/1～2019/1/31の環境負荷実績を把握し、

2016年～2018年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.474〔平成28年度実績・平成29年12月21日公表〕を使用しています。

＊2018年の実績は、2018年2月～2019年１月の一年間です。

2017年 2020年

実績 目標 目標値 実績 目標

２．主な環境負荷実績

＊2018年の実績は、2018年2月～2019年１月の一年間です。

2018年

964,262

67,794

38,169

第二工場　環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標
中長期の目標
（2年後）

2018年

目標の達成状況

2018年実績に
対して１％削減

②売上高100万
円当たりの廃棄

物
排出量の削減
(kg/百万円)

246.2

2017年
度に対し
て0.33％

減

245.4 270.14

製造数昨対103.6%
に対して排出量昨対
109.7%と未達。年
間を通じてアイテム
切替の多い年となり
今後の目標基準値と
して設定していく。

2018年実績に
対して１％削減

①売上高100万
円当たりの二酸
化炭素排出量の

削減(kg-CO2/百

万円)

1115

2017年
度に対し
て0.33％

減

1111 1064.23

目標値に対して、
46.94kg・4.22％の
削減。製造数・売上
が上がる事により達
成。１８年度を今後
の基準目標としてい
く。

2018年実績に
対して１％削減

④グリーン購入
比率の向上(％)

44.50%

購入品ﾘｽﾄ
によるｸﾞ
ﾘｰﾝ購入の

徹底

45.05% 49.20%
グリーン購入品の優
先

グリーン購入品
の優先

③売上高100万
円当たりの排水

量の削減(㎥)
28.19

2017年
度に対し
て0.33％

減

28.09 28.98

未達原因として、16年
度の年間稼働からﾌﾙｱｲﾃﾑ
になりｱｲﾃﾑ切替も多く
なった年である為、今後
の目標基準値としてい
く。

管理の徹底

⑥再生利用等の
実施（肥料化へ
食品リサイク
ル：NDF）

99.55%
維持向上
(80%以

上)
ー 99.50%

工場フル稼働して1年
間の取扱量の把握が
出来た

ー

⑤化学物質・毒
物劇物取扱及び
管理の徹底

0.41kg
管理の
徹底

管理の
徹底

0.10kg 管理の徹底

ー

環境への負荷 2016年 2017年

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 1,063,737 1,075,238

⑦地域の環境改
善の推進・製品
に関する項目

工場敷地
内の清掃

実施

工場敷地
内の清掃

実施
ー

工場敷地
内の清掃
実施

除草・側溝清掃の実
施
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②廃棄物排出量(kg) 39,110 55,758

③排水量（㎥） 25,518 35,431



＊2018年2月～2019年１月までの活動の取組みと評価をしております。

第二工場　環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価

1.二酸化炭素排出量の削減 各具体的項目に関しては計画に沿って実施。
社内の不足ヶ所に掲示や表示を更新して従業員に啓発
してエコアクションの活動が出来た。また、従業員の
方も部屋から出る時は電気のＯＮ・ＯＦＦが出来る様
に周知されてきた。

①事務所省エネエアコン入替

②電気･機器不要時の電源OFF推進

③各現場･共有エリアエアコン清掃

④目標達成状況･活動推進状況確認

次年度の取組内容
従業員への周知を引き続き実施し、全員参加で取り組
みを行う。

2.廃棄物排出量の削減 ①廃プラ・ダンボール廃棄物の分別、廃棄置き場の整
理については、表示、分別ルールの教育を進める事が
できている。②に関しては実施出来てない状況。

①廃プラ･ダンボール紙等の分別

②電池ゴミの削減
　(充電池への切り替え)

③電子マニフェストへの切替・確認 次年度の取組内容

④目標達成状況･活動推進状況確認 分別の細分化された廃棄物置場のルール落とし込み。
ゴミの削減に取り組む。

3.排水量の削減 データ取りを継続し現状数値を集計実施。
また、社内の水道がある箇所は掲示してアナウンスし
て啓発に努められた。

①毎月のメーターを確認する
　(漏水防止)

②節水表示(各現場・共有場所)
　従業員への周知

次年度の取組内容
現場の多量に使用する場所等、表示、使用者への喚
起、指導を継続し効果検証を実施して行く④目標達成状況･活動推進状況確認

4.グリーン購入の推進 事務用品の購入をリストアップして明確に購入する様
に取り組みを行った。①購入品の調査

②グリーン購入品の選定･決定 次年度の取組内容
今後の事務用品を購入する際はグリーン購入を優先し
て選定する。その為に購入品をリストアップしてい
く。

　（廃プラ･生ゴミ･紙･手袋） 廃棄物の分別を継続実施、リサイクル率向上を目
指す。

5.化学物質･毒物劇物
　　取扱及び管理の徹底

取扱い商品を把握し、ＳＤＳ入手→整理ファイリング、
製品毎の使用マニュアル、注意ポイントの詳細を明記した
表を作成→活用し落とし込み継続。

①取扱い商品の把握

②購入品の把握 新規の溶剤等を使用する際は必ずSDSを入手し化学
物質の含有について確認する。③ＳＤＳの入手

④取扱商品一覧表の作成

6.再生利用等の実施率 分別・区分けの継続を実施。分別に関しては従業員に
周知されている。（堆肥化へ食品リサイクル：ＮＤＦ）

①分別･区分けの徹底 次年度の取組内容
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７.地域の環境改善の推進
　　　　・製品に関する項目

①に関しては計画的に実施出来たが②に関しては推進
出来なかった。

①工場敷地内の清掃

②地産地消の推進 次年度の取組内容
計画に基づき、継続した取り組みを行う。



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2019年2月1日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

また、年間通してのフルアイテムでの生産に至り受注生産数も増加したことにより

第二工場　代表者による全体の評価と見直し

（代表者）：常務取締役　高橋　康之　２０１９年３月１日

ＥＡ21の組織としてチーム編成・計画はされてはいるが、他の工場に比較すると

多大な本部事務局の支援があったと感じる。

年々増産しているが社員数は横ばいであり、設備も含めた環境整備支援は必要。

半面、他の工場と違い、季節に左右されない通年安定した製造数は

大きなアドバンテージであり、環境整備と適切な教育で成果を期待できる。

ＥＡ21に特化した取組ではなく、ルーティン業務の中にＥＡ21活動を取り入れること。

（工場長）：工場長代理　亀井　隆志　２０１９年２月２８日

2018年度は設備投資が不十分であったが、一部稼働率の多い機器の入替を実施。

二酸化炭素排出量については達成できましたが、生産数増加で廃棄物排出量が未達。

今後機器の劣化によるロスの発生での増加を防ぐ為にも設備機器への投資と

日々の不具合の修繕、環境改善に努めて参ります。

７．環境関連法規制の遵守

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

水質汚濁防止法 特定施設の届出 遵法

騒音規制法 特定施設の届出 遵法

振動規制法 特定施設の届出 遵法

玉村町公害防止協定 公害の防止 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法
消防法 特定施設の届出 遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

毒物及び劇物取締法
施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏、流出の防止

遵法

水道法 定期検査実施 遵法
フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無
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廃棄物処理法

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告
水銀使用製品産業廃棄物の管理

遵法

労働安全衛生法 健康診断の実施 遵法



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社　美野里工場

代表取締役社長　伊勢　俊太郎

2．所在地

〒319-0136　茨城県小美玉市手堤198

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　常務　取締役　　　高橋　康之

環境管理責任者　：　副部長　　　　　　飯尾　友朗 

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局      幡山　栄一

TEL　：　0299-36-7611

FAX　：　0299-36-7612

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社　美野里工場　全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麵・軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

（美野里工場）

食

百万円

人

㎡

美野里工場　事業活動の規模（2018年度）

活動規模 単位 2016年 2017年 2018年

生産高 11,650,843 11,306,321 12,199,739

製品売上 3,057 2,975 3,238
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従業員数 200 200 200

延べ床面積 3169.85 3169.85 3169.85



当社に於ける2018/2/1～2019/1/31の環境負荷実績を把握し、

2016年～2018年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.474〔平成28年度実績・平成29年12月21日公表〕を使用しています。

＊2018年の実績は、2018年2月～2019年１月の一年間です。

2014年 2020年

実績 目標 目標値 実績 目標

２．主な環境負荷実績

＊2018年の実績は、2018年2月～2019年１月の一年間です。

2018年

3,325,039

132,680

142,376

美野里工場　環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標
中長期の目標
（2年後）

2018年

目標の達成状況

2014年実績に
対して3％削減

②売上高100万
円当たりの廃棄

物
排出量の削減
(kg/百万円)

165.3

2014年
実績に対
して5％

削減

157.0 181.1
目標未達
目標に対して13.2%
増

2014年実績に
対して5％削減

①売上高100万
円当たりの二酸
化炭素排出量の

削減(kg-CO2/百

万円)

1112

2014年
実績に対
して5％

削減

1058.8 1026.9
目標に対して3.1%
削減出来た

2014年実績に
対して5％削減

④グリーン購入
比率の向上(％)

—
現状の購
入リスト

作成

購入品の
全ての
仕分け

43.8
購入品の仕分けまで
は出来ていない

購入品リストの
作成、購入率の
把握

③売上高100万
円当たりの排水

量の削減(㎥)
38.2

2014年
実績に対
して5％

削減

36.3 43.9
目標未達
100万円当たり7.6㎥
（17.3%）増

管理の徹底

⑥再生利用等の
実施（肥料化へ
食品リサイク
ル：NDF）

—
維持向上
（80％以

上）
—

堆肥化へ
再利用実
施継続中
100%

目標達成 —

⑤化学物質・毒
物劇物取扱及び
管理の徹底

—
管理の徹

底
管理の徹

底
管理の徹

底

管理の徹底はだいた
い出来てきた継続し
ていく

—

環境への負荷 2016年 2017年

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 3,520,196 3,196,754

⑦地域の環境改
善の推進・製品
に関する項目

—

敷地内の
清掃

100%実
施

—
敷地内の清掃
（剪定/除草）

実施

敷地内清掃実施率
75％と未達成
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②廃棄物排出量(kg) 154,270 147,510

③排水量（㎥） 137,938 134,745



＊2018年2月～2019年１月までの活動の取組みと評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

①空調温度適正化・表示

②照明不要時のＯＦＦの推進

③エアコン清掃の実施

④エコドライブ推進

⑤社用車の点検・整備

⑥電力、ガソリン量の集計

2．廃棄物排出量の削減

①分別ルールの徹底

②廃棄物置場の整備

③廃棄物排出量の集計

④裏紙廃棄ルールの徹底

3．排水量の削減

①毎月のメータの確認(漏水防止)

②節水表示(手洗い場・トイレ)

③トイレの節水

4．グリーン購入の推進

①購入品の調査

②グリーン購入品の選定

③グリーン購入品の決定

5．化学物質・毒物劇物

取扱及び管理の徹底

①取扱商品の把握

②購入量の把握

③SDSの入手

④取扱商品一覧表の作成

6．再生利用等の実施率

（肥料化へ食品リサイクル：NDF）

①分別・区分けの徹底

②専用置場の整備

7．地域の環境改善の推進・

製品に関する項目

①工場敷地内の清掃

②側溝の清掃

③地産地消の推進

従業員の方への不要箇所の照明OFF活動断続、茹で水熱回
収、ペレットボイラーによる給湯設備。

美野里工場　環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価
空調機更新、照明不要時のOFF推進、工場内での蒸気洩れ
箇所の修理を実施した結果、削減は出来たが目標数値には
達する事が出来なかった。

次年度の取組内容

新規薬品・洗剤を使用する際は、必ずSDSを入手し含有量
の数値化を継続していく。

産業廃棄物置き場での分別が出来る様整理する。食
品残渣の削減については、製造過多・製造不良を抑
えることが出来ず、増加する結果となった。

次年度の取組内容
食品残渣量の削減、電子マニフェストの運用。

工場内での節水に対する指導を行なったが、現場での節水
の徹底が行われなかった。又、麺に使用する冷水（品質改
善）の使用量が増えた結果、目標未達となった。

次年度の取組内容
水の使用量をグラフ化し、場内に掲示して従業員さんにも
水の使用量を見える化の断続。冷水を再利用出来る仕組み
を検討する。

購入する際の確認、購入金額の集計はするようになった
が、購入品のリストを作り、購入品全ての購入率を算出す
るまでには至らなかった。

次年度の取組内容
購入品リスト及び購入率の算出。

新規の溶剤等を使用する際は必ずSDSを入手し化学物質の
含有について調査・確認を実施し年間の使用量の把握が出
来た。

次年度の取組内容
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食品残渣の堆肥化リサイクル100%と実施の継続、産業廃
棄物の分別・表示及び分別出来るよう屋根付きの置き場を
設置したが、分別がまだ出来ていない。

次年度の取組内容
食品残渣の堆肥化リサイクル100%

敷地内清掃・側溝の清掃が計画の50％と未達成。常陸秋そ
ば粉を使用しての商品開発・販売を行う、又、地元キャベ
ツの使用により地域への貢献が出来た。

次年度の取組内容
地域環境への取り組み率100%、地元野菜を使用しての取
り組み実施。



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2019年2月1日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

2018年度は、積極的な設備投資と修繕を行い、二酸化炭素排出量については

美野里工場　代表者による全体の評価と見直し

（代表者）：常務取締役　高橋　康之　２０１９年３月１日

2018年度は工場内設備の老朽化に伴う改修工事により、主に蒸気配管からの

エネルギーロス改善が大きく進みＣＯ2削減に貢献した事を評価する。

但し工場全体を巻き込んだＥＡ21活動とは言えず、仕組みやＰＰチームは存在するが、

未だ一部の担当者が実務推進している事が実情。

ハード面の物理的な改善として「数値で見える化」は効果覿面であったが、

反面ソフト面での取組、教育が疎かと感じる。

第二工場と同様にＥＡ21に特化した取組ではなくルーティン業務に

ＥＡ21活動を取り入れる事で実務者の負担は軽減すると思う。

（工場長）：工場長　伊藤　隆雄　２０１９年２月２７日　

設備刷新による高効率化は証明出来たが、人財育成による持続的取組を期待する。

目標を達成できたことは評価できる。一方で、活動がPPチームメンバーのみに

偏ってしまっている部分は改善していきたい。2019年度も積極的な設備投資

（ペレットボイラー等）を行い、環境負荷の軽減に努めていきたい。

７．環境関連法規制の遵守

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

騒音規制法 特定施設の届出 遵法

水質汚濁防止法 特定施設の届出、環境計量証明書 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

消防法
危険物貯蔵取扱い届出、防火管理
者の届書、消防用設備等設置届
書、消防計画作成（変更）届書

遵法

廃棄物処理法

委託基準（契約書・許可証）、マニ
フェスト交付・保存及び交付状況報
告                                          水
銀使用製品産業廃棄物の管理

遵法

毒物及び劇薬取締法
施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏れ流出の防止

遵法

水道法 定期検査実施 遵法

省エネ法 措置の実践 遵法

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無
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食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 遵法



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社　佐野田沼工場

代表取締役社長　伊勢　俊太郎

2．所在地

〒327-0323　栃木県佐野市戸奈良町２５０４番地１

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　常務　取締役　　　高橋　康之

環境管理責任者　：　副部長　　　　　　飯尾　友朗 

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局      片山　操

TEL　：0283-85-7711

FAX　：　0283-85-7117

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社　佐野田沼工場　全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麵・軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

（佐野田沼工場）

食

百万円

人

㎡

佐野田沼工場　事業活動の規模（2018年度）

活動規模 単位 2016年 2017年 2018年

生産高 12,717,213 12,619,681 14,029,181

製品売上 3,087 3,052 3,411
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従業員数 138 140 140

延べ床面積 4561.20 4561.20 4561.20



当社に於ける2018/2/1～2019/1/31の環境負荷実績を把握し、

2016年～2018年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.474〔平成28年度実績・平成29年12月21日公表〕を使用しています。

＊2018年の実績は、2018年2月～2019年１月の一年間です。

2016年 2020年

実績 目標 目標値 実績 目標

２．主な環境負荷実績

＊2018年の実績は、2018年2月～2019年１月の一年間です。

2018年

3,196,484

138,605

186,065

佐野田沼工場　環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標
中長期の目標
（2年後）

2018年

目標の達成状況

２０１６年実績
に対して３％減

②売上高100万
円当たりの廃棄

物
排出量の削減
(kg/百万円)

198.4

２０１６
年に対し
て１％削

減

196.4 198.1

目標未達成だった
が、売上増、設備投
資などに対して、表
示物などの作成によ
り削減に努めること
ができた。

２０１６年実績
に対して３％減

①売上高100万
円当たりの二酸
化炭素排出量の

削減(kg-CO2/百

万円)

945.7

２０１６
年に対し
て１％削

減

936.2 937.1

目標未達成だった
が、売上増、設備投
資などに対して、表
示物などの作成によ
り削減に努めること
ができた。

２０１６年実績
に対して２％減

④グリーン購入
比率の向上(％)

10.4

現状の把
握と購入
リストの

作成

15 14.9
購入品目の

リストアップを実施

購入品リストに
よるグリーン購

入の徹底

③売上高100万
円当たりの排水

量の削減(㎥)
52.9

２０１６
年に対し
て１％削

減

52.3 54.5
現状数値の集計
節水表示の整備

管理の徹底

⑥再生利用等の
実施（肥料化へ
食品リサイク
ル：NDF）

— － 維持向上 100% 再利用１００％達成 １００％継続

⑤化学物質・毒
物劇物取扱及び
管理の徹底

—

現状の把
握と購入
リストの

作成

管理の徹
底

１４０．
７８Ｋｇ

取り扱い量の把握
ＳＤＳファイリング

－

環境への負荷 2016年 2017年

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 2,919,427 3,051,332

⑦地域の環境改
善の推進・製品
に関する項目

—
工場敷地
内の清掃

現状維持
工場敷地
内の清掃

除草・清掃の実施
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②廃棄物排出量(kg) 127,160 141,200

③排水量（㎥） 163,296 177,256



＊2018年2月～2019年１月までの活動の取組みと評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

①空調温度適正化・表示

②照明不要時のＯＦＦの推進

③エアコン清掃の実施

④エコドライブ推進

⑤社用車の点検・整備

⑥電力、ガソリン量の集計

2．廃棄物排出量の削減

①分別ルールの徹底

②廃棄物置場の整備

③廃棄物排出量の集計

④裏紙廃棄ルールの徹底

3．排水量の削減

①毎月のメータの確認(漏水防止)

②節水推進(掲示板に表示)

③トイレの節水表示

4．グリーン購入の推進

①購入品の調査

②グリーン購入品の選定

③グリーン購入品の決定

5．化学物質・毒物劇物

①取扱商品の把握

②購入量の把握

③SDSの入手

④取扱商品一覧表の作成

6．再生利用等の実施率

（肥料化へ食品リサイクル：NDF）

①分別・区分けの徹底

②専用置場の整備

7．地域の環境改善の推進・

①工場敷地内の清掃

②側溝の清掃

③地域クリーン活動

PPチームを編成、チームを中心に従業員への教育を
引き続き実施し、全員参加型の取り組みを行う。

佐野田沼工場　環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価
現場、事務棟共に、照明器具、空調への節水節電の注
意喚起の表示の作成を実施、各基準の明示を行なう事
により、従業員の意識向上が見られました。
工場稼働率上昇により、全体の数字については目標値
に未達成。

次年度の取組内容

設備日常点検を基に、日々の使用量の開示と、使用量
適正化の取り組みを進める

グリーン対象商品の把握、及び購入を実施
購入データの集計の仕組みが構築できている
②③について明確にリストアップする取組みを行なう。

次年度の取組内容

グリーン購入比率の向上を検討　品目のリストアッ
プ、明確化を進める

①②③④項目について、作成する事が出来ている
各薬品庫については、棚割り、表示の視覚化を進める
事ができた。
ＳＤＳの整理、メンテナンスを継続して行う

廃棄物の分別、廃棄置き場の整理については、表示、
分別ルールの教育を進める事ができている
廃棄物排出のデータ取り、データの共有化を行うた
め、従業員へのデータ表示を実施し、意識向上が見ら
れている。

次年度の取組内容
従業員への教育を引き続き実施。データの検証を、削
減に生かせるよう、共有化をはかる

①メーターの確認、集計の仕組みは構築できている。
②③掲示板、朝礼を利用した従業員への節水の意識向
上を実施。
茹で釜設備増設本格稼動により、排水量については増
加がみられている。

次年度の取組内容

取扱及び管理の徹底

次年度の取組内容
スケジュールに基づき、継続した取り組みを行う
近隣の会社との共同クリーン活動の推進
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一覧表の定期的なメンテナンスの継続。
棚割りの整備の継続

廃棄物の明確な区分けができており、リサイクル
率100％を達成することが出来ている。

次年度の取組内容

継続した取り組みを行う

スケジュールに沿った敷地内清掃の実施
工場外周芝整備の実施、地域の清掃活動の推進として工場
外のクリーン活動を実施製品に関する項目

次年度の取組内容



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2019年2月1日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

導入増設実施を行い、エネルギー使用量について増加が見られている。

佐野田沼工場　代表者による全体の評価と見直し

（代表者）：常務取締役　高橋　康之　２０１９年３月１日

経験者と未経験者の調和のとれたＰＰチーム編成であり、活動についても

工場全体を巻き込んでの取組、情報発信・検証されていることを評価する。

啓蒙活動による「目で見える効果」は成果として定着しつつあり、

殊に「数値で見える効果」については目標未達項目はあるものの評価に値する結果である。

売上が４工場中最大の伸長率であり、必然的にＣＯ2総排出量、廃棄物、排水量等は

それに比例して増加傾向になっている事は否めない。

（工場長）：執行役員工場長　山下　誠史　２０１９年２月２８日

2018年度、生産量について前年111％と増産となり、ユーティリティー、製造機械の

尚、評価基準については総量ではなく量/Ｐの評価の方が客観的である。

生産設備の稼動時間の適正化、定期的なメンテナンスによる、機械能力の維持により

使用量の適正化を継続していく。

エコアクションの仕組みづくりから、改善、成長への取組みを継続していく。

７．環境関連法規制の遵守

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

水質汚濁防止法 特定施設の届出 遵法

騒音規制法 特定施設の届出 遵法

振動規制法 特定施設の届出 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

廃棄物処理法

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告
水銀使用製品産業廃棄物の管理

遵法

消防法 届出・貯油施設の定期点検 遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

毒物及び劇物取締法
施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏、流出の防止

遵法

水道法 定期検査実施 遵法

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

２１ページ

食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法
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2019年2月1日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

茨城県霞ケ浦水質保全条例 特定施設の届出・排水水質検査の実施 遵法

２２ページ

群馬県の生活環境を保全する条例 特定施設の届出 遵法

玉村町公害防止協定 公害の防止 遵法

水道法 定期検査実施 遵法

省エネ法 措置の実践 遵法

大気汚染防止法 ばい煙発生施設の届出 遵法

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 遵法

施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏、流出の防止

遵法

廃棄物処理法
委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告

遵法

消防法 特定施設の届出 遵法

水銀使用製品産業廃棄物の管理
契約書、マニフェストに
排水銀の記載
排水銀専用の置き場

遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

毒物及び劇物取締法

振動規制法 特定施設の届出 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

水質汚濁防止法 特定施設の届出 遵法

騒音規制法 特定施設の届出 遵法

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

タマムラデリカ株式会社　代表者による全体の評価と見直し

ＥＡ21で目標項目として掲げている各項目については受注増に比例して増加傾向になる。

特に排水量、廃棄物については顕著である。

持続的で客観的な観察を行う上で総量ではなく量/Ｐ評価を目標基準とすべき。

各工場とも初期のＥＡ21を立ち上げたメンバーから意図的に世代交代を進め

新たなメンバー構成で臨んだことが特徴的である。

工場により差異はあるものの、未経験者の知見は確実に深まった。

2017年に掲げた「作業の標準化」「評価基準の統一」「組織再編による人財育成」の

継続取組が2018年に一定の成果が見られた事は評価。

タマムラデリカ株式会社　環境関連法規制の遵守

又、それによる課題も散見され2019年度の活動計画に盛り込む事で更なるＰＤＣＡサイクルの

スパイラルアップへ発展していく。

高橋　康之

　2018年度は前年に比べ大きく売上を伸長（売上前年比　109.8％増）、

タマムラデリカ株式会社　常務取締役

　総論として、現状分析を2017年度にしっかり行う事で、4工場の実態を明確にし評価基準を統一した。　

ＥＡ21ガイドライン2017年度版審査「適合」に向けて取り組んでいく。

ＥＡ21の社内評価を安易且つ客観的にした事で2018年度の計画が根拠ある明瞭な物になり、

判りやすい評価に繋がった。

但し未だ一部担当者に頼る事も多くタマムラデリカ全体を巻き込んでの活動とは言い難い。

出来る事から一つ一つ定着していき、ＥＡ21の為の活動ではなく

ルーティン業務の中にＥＡ21活動が当たり前に盛り込まれる仕組みを構築していく。

次年度は引き続き「2017年度テーマ」の継続を実施し、更なる深堀りを行う事で

2018年6月1日


