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タマムラデリカ株式会社

　常務取締役

　　　髙橋　康之

当社から見た赤城山

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「環境経営レポート」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。
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2020年2月1日

常務取締役　髙橋　康之

タマムラデリカ株式会社の「環境経営方針」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

「健康的な生活」・「食資源の有効活用」・「環境保全」の三点を

我々の重要課題であると認識し、自然の恵みを活かし、

すべての人々がおいしく食べて、健康に暮らしていける

持続可能な社会の構築に貢献し、日本の食卓を豊かにしていきます。

【基本方針】

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率の向上

１）食品リサイクルの取り組み、食品の有効活用の取り組み

②エネルギー利用の合理化の推進と、低炭素社会の実現に向けた多角的取り組み

１）生産機器の排出熱利用

２）ヒートポンプの活用

３）高効率機器の導入

４）バイオマスエネルギーの活用

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環境関連法規の遵守

⑥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、全従業員への環境経営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.この環境経営方針は、社内外にも公表いたします。

【2020年度方針】

1.ガイドライン2017年版での認証取得

2.フードロスへの取組み

3.WEB会議によるCO2削減

4.地域貢献活動
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１．事業者名及び経営責任者

タマムラデリカ株式会社

代表取締役社長　　小島　尚之

２．本部所在地

〒３７０－１１０４　　　群馬県佐波郡玉村町上福島６１１－１

３．環境保全関係の代表者、責任者、連絡先

代表責任者 常務取締役　　髙橋　康之

環境管理責任者 　　　　　　　　　 　 飯尾　友朗

EA21事務局 　　　　　　　　　 　 寺山　浩永

　　　　　　　　　 　 石島　千菜美

TEL　0270-65-0711 FAX　0270-65-1170

４．対象範囲

本社工場

第二工場

美野里工場

佐野田沼工場

５．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麺・軽食・惣菜等の開発・製造

６．事業規模

生産高 万食

製品売上 百万円

従業員数 人

延べ床面積 ㎡

7.主な環境負荷実績

二酸化炭素排出量 t-ＣＯ2

廃棄物排出量 t

食品廃棄物（100％リサイクル） ｔ

排水量 ㎥

2,151 1,650 1,456

※食品廃棄物は廃棄物排出量に含めています。

本社工場・第二工場・美野里工場・佐野田沼工場の合算

2018年

10,972

2,616

527,512

2019年

11,226

2,201

554,565

2020年

11,071

2,311

534,798

2020年

4,122

10,980

914

15,701

2019年

4,324

11,275

818

15,701

活動規模 単位 2018年

環境への負荷 単位

4,420

10,976

673

15,701
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従業員

エネルギー管理

内部監査員

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

②佐野田沼工場のエネルギー管理員を兼務

職名 役割

最高責任者 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環境経営方針を制定する

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経営方針・環境経営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

本部事務局

本部事務局（経理）

工場事務局

EAサークル

工場管理責任者

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

エコアクション21食品関連業者向けガイドライン2017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

構成メンバーは工場管理責任者の兼務可

環境経営方針を理解し、部門の環境活動計画に従って活動する

本部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

本部事務局（経理）として環境管理責任者を補佐しエコアクション21に関する経理データ全般を所管する

工場事務局として工場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

構成メンバーは経理部門社員が必須、工場管理責任者の兼務可

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

【エネルギー管理企画推進員】

岡住 昌則

（エネルギー管理士取得者）

【代表者】

常務取締役

髙橋 康之

【環境管理責任者】

飯尾 友朗

【本部事務局】

寺山 浩永

石島 千菜美

内部監査員

本社工場

【工場管理責任者】

小賀野 祐介

【工場事務局】

山崎 秋晴

第二工場

【工場管理責任者】

小賀野 祐介

【工場事務局】

幡山 栄一

佐野田沼工場

【工場管理責任者】

山下 誠史

【工場事務局】

田所 進一

美野里工場

【工場管理責任者】

関 裕行

【工場事務局】

関 裕行

【EAサークル】 【EAサークル】 【EAサークル】 【EAサークル】
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１．事業所及び経営責任者

タマムラデリカ株式会社　本社工場

代表取締役社長　　小島　尚之

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 髙橋　康之

工場管理責任者 執行役員工場長 小賀野　祐介

工場事務局 設備課主任 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麺・軽食・惣菜等の開発・製造

６・事業規模（本社工場）

本社工場 事業活動の規模

延べ床面積：3531㎡

従業員数：249人 従業員数：350人従業員数：194人

1245万8222食 1186万7895食 1103万3502食

30億1100万円 29億9900万円 30億2200万円

2018年 2019年 2020年

生産高・製品売上
生産高 製品売上
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★本社工場　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）を使用しております。

◎2020年の実績は、2020年2月～2021年1月の1年間です。

実績 目標 目標値 実績 目標

◎２０２０年の実績は、２０２０年２月～2021年１月の１年間です。

④食品廃棄物（100％リサイクル）（ｔ） ６７４.２８ ３６３.６６ ２５８.３４

②廃棄物排出量（ｋｇ） １２５,１６０ ４９９,２４３ ５８４,４２０

③排水量（㎥） １６０,９０２ １５４,１３５ １４２,４４９

ー

環境への負荷 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

①二酸化炭素排出量（ｋｇ-ＣＯ2） ３,４８７,０４６ ３,４６８,４１９ ３,４７２,７１２

⑦地域の環境改善の推進・製品
　　に関する項目

ー ー ー ー

・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、特に田植え前の実施
・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

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）

100 維持向上 100% 100%

・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
を入れ、従業員一同意識が向上した
・小麦廃棄物の飼料化を取組み、約91ｔの飼料
化を実施

100%

⑤化学物質・毒物劇物取扱及び
　　管理の徹底

ー 取扱量の把握 ー ー
・取扱い商品の把握を行い、一覧表作成済み
・新規の商品メンテナンスも実施し、継続して行う
・PRTR法に該当する洗剤の使用、購入を停止

51.64

④グリーン購入比率の向上（％） ー
購入率
47％

47% 47.6%
・グリーン商品購入データ収取は２０１８年より実
施しており、現在も継続中
・今年度購入比率は47.6％を上回った

購入品リストによる
グリーン購入の徹底

③売り上げ１００万円当たりの
　　排水量の削減
　（㎥/百万円）

53.24
2018年実績

に対して
2％削減

52.18 47.13
・循環型の冷水機を７月から導入
・冷水使用量の削減ができ、排水量の削減に繋
がっている

・照明器具のＬＥＤ照明への交換実施
・フライヤー2台を入れ替え（省エネ機）等を実施
・電力、ＬＰＧ使用量の目標を達成
・ガソリン・軽油についてもコロナ禍で社用車の稼働率が
下がり目標達成
・今後、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

1132

②売上高100万円当たりの
　　廃棄物排出量の削減
　（ｋｇ/百万円）

264.2
2018年実績

に対して
2％削減

258.87 112.67

・２０１９年より１１月より小麦類廃棄物の

飼料化を取組み、産廃を約91ｔ削減した
・今後、食品残渣の減量対策（減量機）を
検討中

256.2

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）

1167
2018年実績

に対して
2％削減

1143 1158

環境目標
2018年 2020年 2021年

目標達成状況

１．環境目標とその実績

２．主な環境負荷実績

当社に於ける2020/2/1～2021/1/31の環境負荷実績を把握し、

2018年度の実績を基準に2020年度～2021年度の目標を

下記の通り定め活動を開始しました。
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★本社工場　環境活動計画の取組みと評価★

◎２０２０年２月～２０２１年１月までの活動の取組みと評価をしております。

① 茹で釜蒸気入れ時間管理

② 製麺加水タンク冷水から常温へ

③ 製品保管庫空調稼働台数制限

※時期に応じて

④ 旧空調の入れ替え

⑤ 気化式冷風機の導入

・省エネ設計のフライヤー導入

※年間合計数量

・今後、大型茹で釜機（省エネ機）入替えに当たりユーティリティ関係の

　比較検証も取り入れ、更なる削減を目標としていく

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 鉄クズの分別（アルミ・SUS・鉄）

※年間合計数量

・前年度の削減から更なる削減には結びつかなかった

・それにより新たな取り組みとして、飼料化を始め廃棄量を91ｔ削減

※年間合計数量

・次年度では、２０２０年での取り組みを継続し続けるよう取り組む

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画 廃棄物排出量 実績

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

重油を使用する機械が

前年を上回る稼働台数・時間になり、

重油の使用量が増加

二酸化炭素排出量 実績

新空調

新フライヤー

新茹で釜機
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① 節水への取り組み

② 節水表示

・循環式を導入したことにより、冷水使用量が減少 ※年間合計数量

・各部署の節水へも取り組むが、

　茹で釜使用の循環使用の効果は大きい

・次年度は、茹で釜機自体の能力も上がり冷却効率もUP予定

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

・グリーン商品購入のデータ収集は２０１８年より

　実施しており、現在も継続中

・今年度購入比率は47.6％を上回った

・引き続き継続する

① 取扱商品の把握

② 購入量の把握

③ SDSの入手

④ 取扱い商品一覧表の作成

・取扱い商品の把握を行い、一覧表作成済み

・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

・PRTR法に該当する洗剤の使用、購入を停止

・引き続き継続すること

環境活動計画 排水量 実績

環境活動計画の取組結果とその評価

環境活動計画

次年度の取組内容

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

グリーン購入率 実績

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容
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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

・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入れ、

　従業員一同が向上した

・小麦類の廃棄物の飼料化を取組み、約91tの飼料化を実施

・引き続き継続すること

・新規従業員への初期教育が重要

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

・工場内樹木の剪定を実施し落ち葉等のごみ発生リスクを回避

　特に田植え前の実施

・群馬県産の小麦を原料にした小麦粉を継続使用し、月別の使用量の集計継続

・引き続き継続すること

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画の取組結果とその評価

環境活動計画

次年度の取組内容

食品残渣と廃プラに分別 飼料へ
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★本社工場　トピックス★
各工場にて作成しました！

【美化活動】

工場外周のゴミ拾い

【フードロス】

デッドストックの原材料を

違う地域の他社に食材購入依頼

逆に購入も行う

【地産地消】

群馬県産食材を使用した商品規格の継続

→群馬県産小麦・群馬県産ネギ

【フライヤー入れ替え】

【Ｄ反転釜入れ替え】

電力・重油・水の使用量削減

【循環式冷水（ダムレイド）に変更】
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

遵守状況

○

○

○

○

○

遵守事項

ばい煙発生施設の届出・管理

特定施設の届出・管理

特定施設設置の届出・管理

保守点検実施、法定検査実施

特定施設の届出・管理

法規制等の名称

大気汚染防止法

水質汚濁防止法

玉村町公害防止協定

浄化槽法

廃棄物処理法

消防法

PRTR法

毒物及び劇物取締法

群馬県の生活環境を保全する条例

騒音規制法

振動規制法

食品リサイクル法

容器包装リサイクル法

保管基準、
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

措置の実践

簡易・定期点検

発生抑制・再生利用・熱回収・減量

再商品化・帳簿保存・表示

届出・貯油施設の定期点検

使用量・購入量の把握

施錠管理、使用量把握、貯蔵場所の表示、漏・流出の防止

特定施設の届出・管理

公害の防止

定期検査実施水道法

省エネ法 エネルギー使用の合理化に関する法律

○

省エネ法

フロン排出抑制法

○

○

（代表者）常務取締役 髙橋 康之

廃棄物の削減については2年連続高いレベルでの改善が見られゴミの減容化と資源化

両面での取組が効果的であったと評価。

一方では工場全体としてのＯＮＥＴＥＡＭ活動に至っていない事は残念。

良い取組も多く結果も付いているのでリーダーが積極的に効果検証をアピールする事で

メンバーのモチベーションは上がる。

排水量や廃棄金額削減については新型反転釜の導入効果など高効率機器導入効果も

数値検証の深堀が必要、2021年度の増改築工事後の連続した検証行為に繋げていく。

2021年3月8日
（工場長）執行役員工場長 小賀野 祐介

地域の清掃活動や工場で使用しなくなった食材の学校配布、道の駅での有効活用など、

地域貢献による活動が仕組として構築された1年になった。また、今期大型機械の新規入替や

建物の改修工事に伴い物理的な面でも省エネを意識した仕様になる為、効果を確認する仕組を

新たに構築する。課題としては、チーム全体での取り組みが弱いので全体感をもって実施する。

各工場でのよい取り組みも積極的に水平展開していく。

2021年3月1日

1.当社に適用となる主な環境関連法規

2.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2021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。
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１．事業所及び経営責任者

タマムラデリカ株式会社　第二工場

代表取締役社長　　小島　尚之

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 髙橋　康之

工場管理責任者 執行役員工場長 小賀野　祐介

工場事務局 設備課課長 幡山　栄一

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の軽食・惣菜等の開発・製造

６・事業規模（第二工場）

第二工場 事業活動の規模

延べ床面積：4439㎡

従業員数：151人 従業員数：220人従業員数：139人

551万7093食 580万1797食 610万8725食

13億1600万円 14億6400万円 14億500万円

2018年 2019年 2020年

生産高・製品売上
生産高 製品売上
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★第二工場　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）を使用しております。

◎2020年の実績は、2020年2月～2021年1月の1年間です。

実績 目標 目標値 実績 目標

◎２０２０年の実績は、２０２０年２月～2021年１月の１年間です。

④食品廃棄物（100％リサイクル）（ｔ） ２６８.１１ ２２３.８３ ２００.６５

②廃棄物排出量（ｋｇ） ６７,７９４ ３４３,３９２ ２５７,６７１

③排水量（㎥） ３８,１６９ ４１,３６８ ３２,２１０

ー

環境への負荷 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

①二酸化炭素排出量（ｋｇ-ＣＯ2） ９６４,２６２ １,１３６,２５４ １,０４４,３７５

⑦地域の環境改善の推進・製品
　　に関する項目

ー ー ー ー

・計画的に沿っての環境清掃は出来ていないが、落ち
葉等、ゴミの回避

・地域の朝市に参加

・地粉を使用しての商品の地産地消の促進を行った

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）

100% 維持向上 100% 100%
・リサイクル率100％の実績
・冷凍検体の分解やプラ区分、区分けについて力
を入れ、従業員一同意識の向上がさらに見られた

維持向上

⑤化学物質・毒物劇物取扱及び
　　管理の徹底

ー 管理の徹底 ー ー
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。薬品の使用時の注意ポイントを
落とし込みを継続する。

27.9

④グリーン購入比率の向上（％） ー

購入品リストに
よる

グリーン購入の徹
底

30% 32.6%
・必要備品や事務用品などを購入するときは、グ
リーン購入品との相見積もりをし選定した

グリーン購入品の

優先

③売り上げ１００万円当たりの
　　排水量の削減
　（㎥/百万円）

28.23
2018年度に対し

て
0.33％

28.14 22.92

・排水量も基準年度目標に対して、大きく数値をク
リアした
・アイテム数、売り上げが延びている中で、従業員さ
ん方の節水に対する意識の向上が結果として出て
いる

・電気・LPGともに、売り上げが延びたにも関わらず
使用量は減っている
・共有場所のLED蛍光灯へ変更、場内・天井裏蒸気漏れ箇所
修理、室外機への日よけ設置及び室外機フィン清掃の効果が
でた
・エコに関する認識向上に繋がっては要るが、派遣従業員の
方々がエコに対する意識がまだ低いように感じる

815.2

②売上高100万円当たりの
　　廃棄物排出量の削減
　（ｋｇ/百万円）

253.7
2018年度に対し

て
0.33％

252.8 183.39

・売り上げが延びている中で、廃棄量は大幅に削減
された
・日々の朝礼で資材課による、廃棄量の報告や廃
棄量を削減するための手法を伝え、
現場で実施することで従業員さん方の廃棄に対す
る意識の向上に繋がり、結果が出せた

251.2

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）

823.4
2018年度に対し

て
0.33％

820.7 760.15

環境目標
2018年 2020年 2021年

目標達成状況

１．環境目標とその実績

当社に於ける2020/2/1～2021/1/31の環境負荷実績を把握し、

2018年度の実績を基準に2020年度～2021年度の目標を

下記の通り定め活動を開始しました。

2．主な環境負荷実績
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★第二工場　環境活動計画の取組みと評価★

◎２０２０年２月～２０２１年１月までの活動の取組みと評価をしております。

① 事務所省エネエアコン入替え

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

・結果として、目標に対して約8.0％削減が出来ている点は、評価できる

・売り上げが上がったことに対して、二酸化炭素排出量が下がった要因は多々あると思う

・リーダーの上げている取り組みの他効率的な製造（製造時間の短縮）、

　不備のない製造（再処理の減少）も効果的だったと感じている

・リーダの言うように従業員の方のエコに関する意識はまだ低いので、

　来期については、従業員も巻き込んだエコ取組みを検討しよう

※年間合計数量

① 廃プラ・ダンボール紙等の分別

② 電池ごみの削減

（充電池への切り替え）

③ 電子マニフェストへの切替・確認

※年間合計数量

・廃棄の削減率は見事だった

・資材課の日々の周知から始まり、加工課の調整、

　製造課の廃棄量のフィードバックがしっかりできていた為だと感じる

・基本の徹底をし、無駄を無くすという意識を社員・従業員が理解してくれれば

　更に効果が出るはず

・来期では特別な取組はいらないので、２０年度の仕組みを継続して行い、

　現場で生じている無駄を無くして行こう

※年間合計数量

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

59.5℃

46.5℃

二酸化炭素排出量 実績

廃棄物排出量 実績

エアコン室外機の日よけ設置
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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

・排水量についても大幅に目標値を達成できている

・早い段階から節水するようにリーダーが声を上げていたことで、

　従業員さんも意識してくれたと思う

※年間合計数量

・引き続き、節水を心掛けて貰えるように工夫していきましょう

① 購入品の調査

② グリーン購入品の選定・決定

・必要備品や事務用品などを購入する時は、グリーン購入品との相見積もりを選定した

・引き続きグリーン購入適合品で購入できるものは検討していく

① 取扱い商品の把握

② 購入品の把握

③ SDSの入手

④ 取扱商品一覧表の作成

・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

・引き続き適切な管理をしていき、毒物及び劇物取締法に該当しない洗剤に切替えられないか検討していく

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

排水量 実績
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① 分別・区分けの徹底

（廃プラ・生ごみ・紙・手袋）

・リサイクル率100％の実績

・冷凍検体の分解や、プラ区分、区分けについて力を入れ、

　従業員一同意識の向上が更にみられた

・従業員さんに分別意識を持ってもらい、継続して再生利用を行っていいく

① 工場敷地内外の清掃 ② 地産地消の推進

・群馬県だけでなく、地域の優良原材料を使った商品開発ができた

・引き続き、地域と結び付けられる商品開発は取組んでいく

・不定期で行っていたゴミ拾い活動を、定期開催することを検討しよう

環境活動計画 （肥料化へ食品リサイクル：NDF）

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容
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★第二工場　トピックス★
各工場にて作成しました！

CO2の削減（室外機に日よけを設置）

地域貢献（クリーン活動）

CO2の削減（照明のLED化）

日よけ無し 日よけ有り

工場外周の除草活動、

ゴミ拾いを行いました。
照明をLED化することで、

CO2の削減に取り組みました。

室外機に日よけを設置し、表面温度を下げる取り組みを行いました。

これにより空調機の過負荷を低減、CO2の削減に努めました。

室外機温度

５９℃ ⇒ ４６℃

26カ所

すべて交換済
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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・管理 ○

騒音規制法 特定施設の届出・管理 ○

振動規制法 特定施設の届出・管理 ○

玉村町公害防止協定 公害の防止 ○

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 ○

消防法 特定施設の届出・管理 ○

PRTR法 使用量・購入量の把握 ○

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 ○

水道法 定期検査実施 ○

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 ○

食品リサイクル法 発生抑制・再生利用・熱回収・減量 ○

省エネ法 エネルギー使用の合理化に関する法律 ○

労働安全衛生法 健康診断の実施 ○

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 ○

廃棄物処理法
保管基準、

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
○

（代表者）常務取締役 髙橋 康之

数値的にはALLClearで申し分ない結果ではあるが従業員がEA21を理解した上での

結果であったのか？今一度プロセスと結果を伝えるべき。

自分たちの取り組んだ業務改善活動、つまり製造現場での「資材管理」、「作業指示」の

見直し、「過多製造」、「廃棄食材」の撲滅取組が成果としてEA21の数値にも表れてい

る事を従業員、特に管理社員に理解して欲しい。

第二工場のEA21の目標項目達成は第二工場の経営数値改善にも波及している事は間

違いない、原材料の取組については原材料廃棄金額の改善が顕著である。

経営数値改善とEA21の数値改善がリンクした好例と言える。

2021年3月8日

（工場長）執行役員工場長 小賀野 祐介

今年1年を通して原材料廃棄削減、使用原材料の「ムダ」を業務としてレベル向上を行った。

その結果がエコ活動、業績とリンクしており良い形として結果が出た。

今後の課題としては、廃棄削減の仕組み維持・継続。エコ削減目線からの「ムリ・ムダ」算出での

現場改善も取り組んで行きたい。また、チームでの活動も少ない為、

従業員さんを巻き込んでの活動を根付かせて行く。

各工場での良い取り組み事例も積極的に展開していきたい。

2021年3月1日

1.当社に適用となる主な環境関連法規

2.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2021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。
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１．事業所及び経営責任者

タマムラデリカ株式会社　美野里工場

代表取締役社長　　小島　尚之

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 髙橋　康之

工場管理責任者 設備課 関　裕行

工場事務局 設備課 関　裕行

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麺・軽食・惣菜等の開発・製造

６・事業規模（美野里工場）

美野里工場 事業活動の規模

延べ床面積：3169㎡

従業員数：285人 従業員数：211人従業員数：271人

1219万9739食 1249万9773食 1182万6542食

32億3800万円 35億3100万円 33億2300万円

2018年 2019年 2020年

生産高・製品売上
生産高 製品売上

 18



★美野里工場　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）を使用しております。

◎2020年の実績は、2020年2月～2021年1月の1年間です。

実績 目標 目標値 実績 目標

◎２０２０年の実績は、２０２０年２月～2021年１月の１年間です。

④食品廃棄物（100％リサイクル）（ｔ） ７８３.８０ ６０７.９４ ５９０.９０

②廃棄物排出量（ｋｇ） １３２,６８０ ７５０,７３０ ７２７,０８０

③排水量（㎥） １４２,３７６ １８１,６８７ １８６,２２６

ー

環境への負荷 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

①二酸化炭素排出量（ｋｇ-ＣＯ2） ３,３２５,０３９ ３,３１３,４４７ ３,２１２,７９１

⑦地域の環境改善の推進・製品
　　に関する項目

ー ー ー ー

・敷地内外の清掃を計画通りに行った
・常陸秋そば粉を使用しての商品開発・販売を行う
・奥久慈しゃも使った商品開発・販売を行う
・地元キャベツや長ネギの使用により、地域への貢
献も出来た

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）

ー 持続向上 100% 100%

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
置き場を設置しているが、分別が不十分な所もあ
る。

100%

⑤化学物質・毒物劇物取扱及び
　　管理の徹底

ー 取扱量の把握 ー ー

・新規の溶剤等を使用する際は必ずSDSを入手
し、化学物質の含有量について調査・確認と薬物に
関する法令確認をし、年間の入荷と在庫管理を行う
事で使用量の把握が出来た

D釜の更新（冷水の循環型）
による冷水の削減、

各作業場への給水に流量計を取
り付ける

④グリーン購入比率の向上（％） ー 現状把握 ー ー
・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
入率を算出すまでには至らなかった

購入品リストの作成
購入率の把握

③売り上げ１００万円当たりの
　　排水量の削減
　（㎥/百万円）

55.7
2018年度に対し

て
5％削減

52.88 56.00

・売り上げ１００万当たりの排水量は、5.58％増えている
・工場内での節水に対する指導及び巡回は行ったが、現場
では清掃時の垂れ流し等もあった
・新規反転釜の導入で、冷却層が増え冷水の使用量も増え
た、また、麺の品質改善に冷水の使用量が増えた結果、目
標未達となった

・売り上げ１００万円当たりの二酸化炭素排出量は、-4.33％
に削減出来た
・要因として、新規導入した保湿性の高い茹で釜（B,D釜）の
稼働率が高かった事とペレットボイラーで作られたお湯70℃
の使用により、蒸気ボイラーの稼働率が減り、燃料である
LPG使用量を削減出来たと考えられる
・ガソリンは、ウェブ会議が推奨されている事により、社用車等
の使用が減った為

D釜の更新によって
蒸気使用量削減、

蒸気漏れ箇所の修繕、
ペレットボイラー温水の更なる利

用（D釜へ）

②売上高100万円当たりの
　　廃棄物排出量の削減
　（ｋｇ/百万円）

221.7
2018年度に対し

て
5％削減

210.58 212.01

・廃棄物は、計画比で1.27％増加している
・要因として、製麺製造工程（配合ミスと製造過多）
での廃棄が多いのと、加工課では虫対策として、野
菜のカット方法を変えたことによる歩留まりの低下
が考えられる

三層麺機の導入による
練り無駄の削減、

D釜の更新によって
茹で釜由来の残渣削減

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）
1034

2018年度に対し
て

3％削減
1074.77 1030.16

環境目標
2018年 2020年 2021年

目標達成状況

１．環境目標とその実績

当社に於ける2020/2/1～2021/1/31の環境負荷実績を把握し、

2018年度の実績を基準に2020年度～2021年度の目標を

2．主な環境負荷実績
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★美野里工場　環境活動計画の取組みと評価★

◎２０２０年２月～２０２１年１月までの活動の取組みと評価をしております。

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

※年間合計数量

・LPG削減効果としては、非常にペレットボイラーが効果を発揮している

・昨年と比較しても、自社でスープを作るカップ麵が伸長している為、

　一層効果が顕著となった

・今後も自社スープの製造数は高留まりしていくと思われるので、期待できる

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

二酸化炭素排出量 実績

ペレットボイラーの取組

▼⽊製ペレット燃料とは…

・森林整備の際に出る

間伐材（端材）を利⽤

・原料を顆粒状にし

圧⼒かけて固めた⼩さな棒状の燃料

カーボン ニュートラル燃料

・CO2… 成⻑時吸収＝燃焼時排出

CO2排出量を削減
▼ペレットボイラー導入（19年7⽉〜）

ＬＰガスの一部をペレット燃料に変えて湯を沸かす ペレットタンク

ボイラー

「燃料費・労務費」＋「環境問題」

への取り組み

▼経費の削減について

加熱室洗い場、真空冷却機脇、寸胴洗浄機、 番重洗浄機にペレット配管を接続

→湯沸し時間削減＝LPG使⽤量削減⽔では落としきれず、洗剤を使⽤していた

真空冷却機内部の清掃時間短縮、洗剤使⽤量削減

洗浄前 洗浄後

中華＝油分多い

水では落とせなかった汚れがペレットのお湯を使用することで、

洗剤を使用しなくとも落とせるようになった

→労務時間短縮、洗剤使用量削減、洗浄効率UP

次年度の取組内容
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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

※年間合計数量

・工場の取組みとして、野菜のホール仕入れで自社カットを進めてきたため、廃棄は上昇傾向にある

・製麺製造工程（配合ミスと製造過多）での廃棄が多いのと、

　加工課での虫対策として野菜のカット方法を変えた事による歩留まりの低下が考えられる

※年間合計数量

① 毎月のメーターを確認する（漏水防止）

② 節水表示

・売上100万円当たりの排水量は5.58％増えている

・工場内で節水に対する指導及び巡回は行ったが、

　現場では清掃時の垂れ流し等もあった

・新規反転釜の導入で冷却槽が増え冷水の使用量も増えた、

　また、麺の品質改善に冷水の使用量が増えた結果、目標未達成となった

※年間合計数量

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

廃棄物排出量 実績

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価 排水量 実績

142,376㎥

181,687㎥

186,271㎥

2018年 2019年 2020年

排水量
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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

・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っかった

① 取扱及び管理の徹底

② 購入量の把握

③ SDSの入手

④ 取扱商品一覧表の作成

・新規の溶剤等を使用する際は必ずSDSを入手し、

　化学物質の含有量について調査・確認と薬物に関する法令確認をし、

　年間の入荷と在庫管理を行う事で使用量の把握が出来た

① 分別・区分けの徹底

② 専用置場の整備

・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置場を設置しているが、

　分別が不十分な所もある

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

環境活動計画 （肥料化へ食品リサイクル：NDF）

環境活動計画の取組結果とその評価

食品残渣のみを収集
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① 工場敷地内の清掃

② 側溝の清掃

③ 地産地消の推奨

・小美玉市社会福祉協議会への原材料寄付が少しずつ定着してきており、

　地域とのつながりを持ててきている

環境活動計画

奥久慈しゃも

新型コロナウイルスの感染拡大で外食控えが進む中、

茨城県の特産品である「奥久慈しゃも」の消費を促すと共に

需要の低下に苦しむ生産者を支援する形で地産地消に取り組んだ。

奥久慈しゃも生産組合の協力を得て、商品化が実現。

奥久慈しゃも使用つみれ蕎麦

常陸秋そば

茨城県奨励品種「常陸秋そば」

ＳＥＪ専用の生産部会によって生産された常陸秋そばを使用

常陸秋そば粉使用

野菜ゴロゴロけんちん蕎麦

奥久慈しゃも × 常陸秋そば

茨城県の特産地鶏「奥久慈しゃも」と

茨城県の奨励品種「常陸秋そば」の贅沢な組み合わせが実現。

奥久慈しゃもを使用したつくねが増量となり、

さらに奥久慈しゃもの旨みを味わえる仕立て。

奥久慈しゃも使用つくね蕎麦

常陸秋そば粉使用
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★美野里工場　トピックス★
各工場にて作成しました！

地域貢献 法令順守

CO₂削減

ソーラーパネル、

ペレットボイラー

節水・節電

場外清掃

地産地消

フードロス

フロン排出抑制法

毒物劇物取締法

緊急対応訓練

奥久慈しゃも、常陸秋そばを使用

した商品を開発、販売

デッドストックの原材料を

「小美玉市社会福祉協議

会」へ寄付。

地域の高齢者等に向けたお

弁当の具材に！

油流出時の対応手順作成、

実演にて訓練

監査にて指摘を受けた、

薬剤保管の表示を掲示

室外機の定期点検方法を本社岡住課長

より教わり、実施

定期的に実施。

清掃中に地域の方

からお声がけいた

だくことも♪

コーヒーペレット実用化に向けた検証がスタート
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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・管理 ○

水質汚濁防止法 特定施設の届出・管理、環境計量証明書 ○

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 ○

PRTR法 使用量・購入量の把握 ○

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
○

廃棄物処理法
保管基準、

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
○

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・流出の防止 ○

水道法 定期検査実施 ○

省エネ法 措置の実践 ○

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 ○

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 ○

食品リサイクル法 発生抑制・再生利用・熱回収・減量 ○

（代表者）常務取締役 髙橋 康之

4工場中最も取引先とオフィシャルな活動を展開しており複数年かけての取組・検証が必要。

ペレットボイラー、社会協議会福祉会（寄付）、高効率機器導入等（茹で機）、効果が期待出

来る項目が多数存在するが、2020年度はデータの蓄積に留まり検証不足は否めない。

取組自体はどれもメインテーマになる程の大きな取組であるが担当者の検証分析が追い付

いていないと見受けられる。

数値改善を求めるだけでなくSDGｓの項目に照らし合わせた評価もＥＡ21責任者、個別担

当者に与えるべき。

個別テーマが多ければ多い程、評価対象も増える、チームのモチベーションを上げる為には

全ての担当者に対してしっかりと取組に対しての評価を与える事。

2021年3月8日

（工場長）工場長 伊藤 隆雄

2020年末からEA21の組織変更を行った。従来のPPチームの一環としての組織から、

独立した組織に変え、且つ、大幅なメンバー増員を行ったことで、工場としての取り組みという

認識が徐々にではあるが定着したと評価する。

監査と現場改善の2チーム編成にし、監査チームについては法規制の理解、現場チームは節電、

節水、キャップ回収など取り組んでいる。また、美野里工場独自の取り組みが多々あるので、

２０２１年度は検証を行い、他工場へ水平展開できるものにしていきたい。

2021年３月１日

1.当社に適用となる主な環境関連法規

2.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2021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。
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１．事業所及び経営責任者

タマムラデリカ株式会社　佐野田沼工場

代表取締役社長　　小島　尚之

２．所在地

〒327-0323　　　栃木県佐野市戸奈良町2504-1

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 髙橋　康之

工場管理責任者 執行役員製造部長 山下　誠史

工場事務局 製麺課主任 田所　進一

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麺・軽食・惣菜等の開発・製造

６・事業規模（佐野田沼工場）

佐野田沼工場 事業活動の規模

延べ床面積：4561㎡

従業員数：133人 従業員数：133人従業員数：140人

1402万9181食 1307万2997食 1225万3933食

34億1100万円 32億8100万円 32億3000万円

2018年 2019年 2020年

生産高・製品売上
生産高 製品売上
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★佐野田沼工場　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）を使用しております。

◎2020年の実績は、2020年2月～2021年1月の1年間です。

実績 目標 目標値 実績 目標

◎２０２０年の実績は、２０２０年２月～2021年１月の１年間です。

④食品廃棄物（100％リサイクル）（ｔ） ４２５.７９ ４５４.７１ ４０６.８２

②廃棄物排出量（ｋｇ） １３８,６０５ ６０８,１２０ ７４１,９８８

③排水量（㎥） １８６,０６５ １７７,３７５ １７３,９１３

ー

環境への負荷 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年

①二酸化炭素排出量（ｋｇ-ＣＯ2） ３,１９６,４８４ ３,３０８,４６９ ３,３４１,５９１

⑦地域の環境改善の推進・製品
　　に関する項目

ー
工場敷地内の

清掃
ー ー

・地域貢献として工場周辺のPPチーム中心としたゴミ

拾い活動をした

・自動販売機ゴミ箱にエコキャップ回収箱の設置をし、

ワクチンキャップ活動を年間を通してできており、従業
員の意識改革向上ができた

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）

ー 維持向上 100% 100%
・植物性残渣リサイクル率100％
・ゴミの分別ルールの徹底、各部署での朝礼アナウ
ンスにより従業員の意識向上ができた

100％継続

⑤化学物質・毒物劇物取扱及び
　　管理の徹底

ー
現状の把握と
購入リストの

作成
ー ー ・年間を通して溶剤等の購入量が把握できた

53.5

④グリーン購入比率の向上（％） ー
現状の把握と
購入リストの

作成
ー ー

・物品購入品を洗い出し、グリーン購入適合品の調
査を行い、現状把握
・購入品が多いため、今後の活動は購入金額の多
いものを選定して調査する

購入品リストによる
グリーン購入の徹底

③売り上げ１００万円当たりの
　　排水量の削減
　（㎥/百万円）

54.0
2018年実績

に対して
1％削減

53.49 53.85

・売上100万円当り排水量が0.66％増えている
・従業員への節水のアナウンス、現場水使用の基準表示の作
成を今後進め、水の使用量の過多を未然防止する取組みを進
めていく
・項目にないが売上100万円当り給水量が2018年
64.282（㎥/100万円）→2020年54.569（㎥/100万
円）で17.79％削減できている

・売上100万円当り二酸化炭素排出量が7.55％増えている
・2019年より焼そば原麺を製造、Dライン茹で釜冷媒装置、粉保管庫の
エアコン導入により、電気使用量が6.36％増えている
・また、長梅雨の影響により、繁忙期前半の製造が減少、2018年フライ
ヤー使用がかき揚げ蕎麦のみ、9月以降海老天カレー蕎麦、たぬき蕎麦
など商品種増により使用頻度が増加、LPG使用量が8.59％増えている
・今後、省人化・効率化などを検討し設備投資などを行っていくため、電気
使用量は増える可能性がある
・また、コロナ禍の影響もあり、後半で商品を増やす可能性もあるため、昨
年同様にLPGも使用量が増える可能性がある

997.2

②売上高100万円当たりの
　　廃棄物排出量の削減
　（ｋｇ/百万円）

162.6
2018年実績

に対して
1％削減

160.93 170.43
・売上100万円当り廃棄物が5.57％増えている
・二酸化炭素排出量と同様に9月以降に廃棄物が
増えている

183.3

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）

954.1
2018年実績に

対して
1％削減

944.57 1021.71

環境目標
2018年 2020年 2021年

目標達成状況

１．環境目標とその実績

当社に於ける2020/2/1～2021/1/31の環境負荷実績を把握し、

2018年度の実績を基準に2020年度～2021年度の目標を

2．主な環境負荷実績
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★佐野田沼工場　環境活動計画の取組みと評価★

◎２０２０年２月～２０２１年１月までの活動の取組みと評価をしております。

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

※年間合計数量 ※年間合計数量

・省人化、省力化の取組みの推進に伴い、機械導入が進んでおり、 ・Dライン茹で釜冷媒装置、粉保管庫のエアコン導入により、

機械稼働率が上昇している 電気使用量が6.36％増えている

・生産数・製造時間に合わせて使用する機械の基準を明確にし、

朝礼などでアナウンスを中心に周知の実施を実施

・更に目に見える取組みを進め、工場全体で取り組む必要がある

削減目標を明確に、周知徹底していく

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

※年間合計数量 ※年間合計数量

・売上100万円当り廃棄物が5.57％増えている

・二酸化炭素排出量と同様に9月以降に廃棄物が増えている

・原材料の集約化、フードロスの取組についても、社としての取組を推進していく

・分別の徹底、リサイクルの推進を進める

・継続した掲示、情報共有を行い、従業員の意識向上をはかる

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

従業員への周知
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① 毎月のメーターの確認（漏水防止）

② 節水推進（掲示板に表示）

③ トイレの節水表示

・売上100万円当たりの排水量が0.66％増えている

・従業員への節水のアナウンス、現場水使用の基準表示の作成を今後進め、

水の使用量の過多を未然防止する取組を進めていく

・項目にないが売上100万円当り給水量が

2018年64.282（㎥/100万円）→2020年54.569（㎥/100万円）で

17.79％削減できている

※年間合計数量

・機械の動作時間の適正化等、目に見える取組を進め、

給水量については、改善する事ができている

・排水量削減につなげるためにも、従業員への見える化をすすめていく

※年間合計数量

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

・物品購入品を洗い出し、グリーン購入適合品の調査をおこない、現状把握

・今後も引き続き、グリーン購入適合品で購入できるものは検討していく

① 取扱商品の把握

② 購入量の把握

③ SDSの入手

④ 取扱商品一覧表の作成

・年間を通して溶剤等の購入量が把握できた

・仕組みとして、定着できている

引き続き、年間を通して溶剤等の購入量の把握を行っていく

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

排水量・給水量 実績
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① 分別・区分けの徹底

② 専用置場の整備

・植物性残渣リサイクル率100％

・ゴミの分別ルールの徹底、

各部署での朝礼のアナウンスにより従業員の意識向上ができた

・引き続き、ゴミ分別ルールの徹底などに取り組みリサイクルを行っていく

排出量減少につながる取組を進める

① 工場敷地内の清掃

② 側溝の清掃

③ 地域クリーン活動

・前年度に引き続き、ゴミ拾い活動、エコキャップ回収については、

会社全体の取組として実施できた

・地域、グループ工場を巻き込んだ展開を今後進めたい

環境活動計画 （肥料化へ食品リサイクル：NDF）

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

環境活動計画

環境活動計画の取組結果とその評価

次年度の取組内容

プラスチック製の

バケツ・ザル・ポンプなど

壊れたイス・扇風機

掃除用モップの柄など
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★佐野田沼工場　トピックス①★

①ワクチンキャップ運動の取り組み
継続してきた２０２０年の実績

各工場にて作成しました！
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★佐野田沼工場　トピックス②★

②地域の環境改善の推進として、PPチームが中心となって
　地域のクリーン活動をしました。

第１回 ２０２０年　２月１８日 第２回 ２０２０年 ５月２６日
第３回 ２０２０年１０月２８日

工場周辺のクリーン活動① 工場周辺のクリーン活動②

工場周辺のクリーン活動③ ごみの分別作業

③リサイクルペーパー運動 リサイクル率　60.3％

紙の購入重量 リサイクル重量
年間2678ｋｇ 年間1616ｋｇ

各工場にて作成しました！
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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・管理 ○

騒音規制法 特定施設の届出・管理 ○

振動規制法 特定施設の届出・管理 ○

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 ○

廃棄物処理法
保管基準、
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

○

消防法 届出・貯油施設の定期点検 ○

PRTR法 使用量・購入量の把握 ○

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 ○

省エネ法 措置の実践 ○

食品リサイクル法 発生抑制・再生利用・熱回収・減量 ○

水道法 定期検査実施 ○

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 ○

（代表者）常務取締役 髙橋 康之

工場として継続してONETEAMを実現した年度であった。

表には出ない様々な工夫をしっかり時間をかけて定着した手法は工場長と事務方が積み上

げた結果であり、エコキャップはその一例。

数字的には未達であるが従業員のＥＡ21に対する意識・取組は4工場中最も高いと評価。

エコキャップについては2021年度より全工場でも水平展開しておりＥＡ21アワードに相応

しい。

2021年3月8日

（工場長）執行役員製造部長 山下 誠史

工場として、人手不足や、商品クオリティー向上の取組の為の、機器導入・設備導入がすすみ、

数字的な部分では目標未達成となっている。

その中で、節水・節電、エコキャップ活動、クリーン活動等の工場全体の取組が

当たり前にできている事を、継続していきたい。

今後、ユーティリティの見直し、都市ガス化などを進めていき、

工場としてのＣＯ２削減の取組を進めていく。

2021年3月1日

1.当社に適用となる主な環境関連法規

2.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2021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。
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【タマムラデリカEA21アワード2020】の表彰
【目的】

エコ活動表彰を公正かつ円滑に行うとともに、エコ活動の功績をたたえることで、

活動に対する意欲向上、士気の高揚および活動の改善を促すことを目的とする。

タマムラデリカ株式会社に勤務するすべての従業員に適用し表彰対象はチーム単位とする。

【選考方法】

表彰の対象工場および表彰方法は、表彰審査委員会で審査のうえ、最高責任者が決定する。

第２回グランプリ

佐野田沼工場「ワクチンキャップ運動」
【選考理由】

ゴミとして捨てていたペットボトルキャップを環境、資源、福祉といったテーマに

社員・パート・派遣社員の全従業員で参加。

社会貢献できるワクチンキャップ運動の取り組みを永年にわたり継続活動が出来、

地域社会、会社への貢献が顕著であった。

表彰状の授与 EA21アワードカップの授与

ワクチンキャップ運動とは 実際の様子
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○

○

○

○

○

○

玉村町公害防止協定

定期報告、発生原単位・基準実施率達成

再商品化・帳簿保存・表示

ばい煙発生施設の届出・管理

特定施設の届出・排水水質検査の実施

特定施設の届出・管理

公害の防止

食品リサイクル法

容器包装リサイクル法

大気汚染防止法

茨城県霞ケ浦水質保全条例

群馬県の生活環境を保全する条例

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 ○

水道法 定期検査実施 ○

省エネ法 定期報告、中期計画統括責任者等の選任、原単位1％削減 ○

PRTR法 使用量・購入量の把握 ○

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 ○

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

排水銀専用置き場
○

消防法 特定施設の届出・管理 ○

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 ○

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
○

騒音規制法 特定施設の届出・管理 ○

振動規制法 特定施設の届出・管理 ○

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・管理 ○

2020年度を振り返るとコロナ禍という社会現象によりEA21の推進、社会的な意義が再確認された年であったと感じる。

移動制限によるWeb会議の普及もその一例で社会が必要としている環境変化に対して急激なニーズに対応していく過程を体現した。

EA21、SDGｓの取組はもはや個人・企業だけでなく社会的責任として地域を問わず全ての人類が取り組む課題に変化している。

それらを鑑みタマムラデリカの2020年度ＥＡ21活動を総括する。

工場別での個々の取組は着々と進んでいると感じているが時代の変化速度に対して横連携、情報共有が追い付いていないと実感している。

より一層のＥＡ21中央事務局メンバーの役割が重要となり、工場毎でのＥＡ21活動、法改正、取巻く環境の情報共有が広く求められる。

取引先のSEJも「GREEN CHALLENGE 2050」を掲げており環境問題への取組については近年、特に注力しており、我々製造メーカーにも

環境配慮が求められている。

その様な背景よりスピード感ある「会社方針の意思決定」、「方針の情報伝達」の為、中央事務局メンバーの増員・スキルアップは必要であり

2021年度は全工場に1名の事務局員を配置していき役割と責任を明確にしていく。

合わせて中央事務局メンバーのモチベーション推進として環境省が毎年実施している環境レポートの全国表彰制度にエントリーし入賞を目指す。

又、eco検定の取得支援、NDFのEA21推進活動の仕組みを活用しEA21内部監査員認定証を全中央事務局メンバー取得を目標とする。

まだまだ会社としてのEA21活動の地位は高くはないがEA21アワードが2年目を迎え、初年度は3エントリーであったが、2020年度は10エン

トリーまで増加し従業員のモチベーションは間違いなく向上している、タマムラデリカのオフィシャルなタイトルとして工場長を中心にメンバーへ取

組支援が見受けられた事は大きな意識改善を感じた。

単発の取組も散見されるが長期的なテーマに基づく地道な活動が全工場で根付き始めた案件が複数あった（エコキャップ、ペーパーレス、ｗeb

会議等々）。

将来的に数値改善だけでなくＳＤＧｓの観点でも成果が期待できる取組の布石も打てたと確信しており、2021年度も効果検証を継続したい。

取組の持続可能な仕組みを構築する上で重要なのが人財育成であり、実務者が取り組んだ実績をしっかりと評価される仕組みを人事考課に盛

り込んでいく。

「課題の設定と効果検証」、「成果に対しての評価」を明確に示していく。

2021年3月8日

タマムラデリカ株式会社 常務取締役

髙橋 康之

1.当社に適用となる主な環境関連法規

2021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。
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