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滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例 
第21条第１項                  

第22条第２項において準用する同条例第21条第１項
 の規定に

基づき、事業者行動報告書を作成したので、提出します。 
 

事業者の氏名（法人にあっては、

名称および代表者の氏名） ＴＢカワシマ株式会社 代表取締役 鈴木 輝男 

事業者の住所（法人にあっては、

主たる事務所の所在地） 〒529-1325 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂 923 （本社） 

 
１ 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 ＴＢカワシマ株式会社 

事 業 所 の 所 在 地 〒529-1325 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂 923 （本社） 

主 た る 事 業 細 分 類 番 号 1 1 9 9 他に分類されない繊維製品製造業 

該 当 す る 事 業 者 の 要 件 

■ 原油換算エネルギー使用量が、年間1,500キロリットル以上の事業所を

県内に有する事業者 
□ 従業員数が21人以上であって、エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効

果ガス排出量が、二酸化炭素換算で年間 3,000 トン以上の事業所を県内に

有する事業者 

□ 任意提出事業者 

 
２ 計画期間および報告対象年度 

計 画 期 間 令和元(2019)年度～令和4(2022)年度 

報 告 対 象 年 度 令和２(2020)年度 

 
３ 計画の実施状況 

計 画 の 実 施 状 況 別添のとおり 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
 



標準様式第２号 

（第１面） 

１ 自らの温室効果ガス排出量の削減に向けた取組の実施状況等 

(1) エネルギー起源ＣＯ2排出量の削減に向けた取組の実施状況 

 取組項目 取組の内容 取組の実施状況 

１ 設備対策 

2017年度に工場高天井に設置されていた400Ｗの水

銀灯（83灯）をＬＥＤ照明に切り替えたことにより

消費電力が約1/4に抑制された。 

また、2019年度には出荷倉庫（低天井）も蛍光灯(44W

×2灯×29台)からＬＥＤ(44W×22台)への切り替え

たことが省電力に寄与している。 

 

2018年度に実施した本館の共用エリア（玄関ホール、

廊下、トイレ等）のＬＥＤ化は、2.66t-CO2/年の削減

となったが、未実施エリアである会議室等への拡充

が今後の課題である。 

【既年度】 

2017年度導入 

 工場の高天井 

2018年度導入 

 本館の共用エリア 

2019年度導入 

 製品倉庫の低天井 

 

【計画期間内】 

[計画書記載項目] 

2021年度以降に計画順延 

 会議室、開発棟他 

２ 設備対策 

2017年度から2018年度にかけて導入した高温排液装

置は、熱交換器による水の熱移動を利用することに

より工程の時間短縮が可能となったことを受け、電

気と都市ガスの使用量抑制に繋がり、173t-CO2/年の

削減となった。 

【既年度】 

2017年度導入 1台 

2018年度導入 6台 

３ 設備対策 

蒸気供給用の蒸気ボイラー全６台の内、特に経年劣

化の激しい３台は、ボイラー効率が低下し維持管理

工数も増加傾向であったこともあり、安定供給が懸

念されていた。 

そこで、1時間当りの蒸気供給能力は殆ど変えないこ

とを条件に、2016年度には既存3台(2ｔ×3台)を撤去

し、新ボイラー2台(2.5ｔ×2台)へと更新し、ボイラ

ー効率を改善することにより消費エネルギーを削減

できた。 

また、2020年1月には、残りの旧型３台（2.5ｔ×3台）

についても、同様に省エネ高性能ボイラーへの更新

を実施した。 

 

 

 

 

 

<更新前> 

2ｔ×3台 

2.5ｔ×3台 

 計 13.5ｔ(6台) 

 

【既年度】 

2016年8月導入(初回更新) 

 

<初回更新後> 

2.5ｔ×5台 

（旧:3台、新:2台） 

 計 12.5ｔ(5台) 

 

 

 

【計画期間内】 

[計画書記載項目] 



2020年1月導入(追加更新) 

 

<現行> 

2.5ｔ×5台 

（新:5台） 

 計 12.5ｔ(5台) 

４ 設備対策 

当事業所には、2014年度末時点で複合機が13台設置

されていたが、導入後12年超経過していたこともあ

り、紙詰まりやインク漏れ等のトラブルも多く、無

駄な資源(コピー用紙)と時間的ロスが発生してい

た。 

利用頻度の高いものから計画的に順次更新を行うこ

とにより上記問題が解消されると同時に、導入した

機器の省電力性能化により、１台当たりの使用電力

量は、従来の約１／５となった。 

尚、今後も新型コロナ感染防止のため、従来の会議

室を事務所として使用せざるを得ない状況となる可

能性も高く他拠点からの移動により１台増とする予

定ではあるが、エネルギー総量では大勢に影響はな

いと考える。 

【既年度】 

2015年度導入 3台 

2016年度導入 2台 

2017年度導入 3台 

2018年度導入 4台 

 

【計画期間内】 

[計画書記載項目] 

2019年度導入 なし 

2020年度導入 1台 

2021年度計画 他拠点よ

り1台移動予定 

５ 運用対策 

期初に、“既年度実績”、“当期生産予定数量”等から

年度目標(「事業所保全計画書」)を掲げ情報の展開

を毎年行い、全社員がいつでも閲覧可能な状態を保

持している。 

また各部署でも、「事業所保全計画書」を基に「部署

内保全計画書」を作成し、各々の部署で、それに則し

た活動を日々行っている。 

 

毎月の環境推進委員会においては、事業所保全計画

書に掲げたＣＯ２排出量等の月別目標と実績とを比

較し、情報の共有化を図る。 

その際、未達、過達に限らず、目標値と大きく乖離し

た場合は、その原因を議論し追求に努める。尚、３ヵ

月連続未達となった際には、委員会内で対策検討を

行う。 

設備の新規導入や廃棄等、環境に影響しそうな事象

が発生する際には、「何が」、「どの程度影響しそうな

のか」について、該当部署は委員会にて予想報告す

ることになっているが、実績と乖離した際の検証が

【計画期間内】 

[計画書記載項目] 

－継続中－ 

令和２(2020)年度も保全

計画書を展開し、毎月の環

境推進委員会で実績をフ

ォローした。 

 

設備の新規導入や廃棄等

の変化点による環境影響

度合いに加え、各部署で、

率先して行った環境活動

を委員会で発表する体制

も継続している。 

実績値が目標値に対し、 

３ヵ月連続して未達とな

った際は、委員会で検討す

ることを取り決めている。 

 



出来ていない。これは今後の課題でもある。 

また、各部署は、「環境保全活動月報」と称した部署

内活動を委員会内で毎月発表し、懸念材料を含めた

変化点を他部署へも発信することにより、活性化し

た全社的活動へと繋げていく。 

情報共有化を目的として、

委員会議事録や目標実績、

各部署の活動は、社内共有

フォルダーに毎月投稿し、

社員なら“誰でも”“いつで

も”閲覧できる体制は継続

中である。 

 

各部署内においては、部会

等を通じ部署内全員に周

知するよう努めている。 

６ 設備対策 

2011年度から2015年度にかけて、事業所内の主建屋

３ヵ所に、「電力デマンド監視装置」を設置し消費電

力の見える化を行っている。工場では、工場内事務

所に設置しているが、そこから離れた場所でも見え

る化動きが確認できればいいのではないかとの社員

からの要望で遠隔カメラを設置した。 

【既年度】 

本館  2011年12月導入 

工場  2012年06月導入 

    2020年度カメラ 

試作棟 2015年10月導入 

７ 設備対策 

生産量と比例し汚泥増も想定の範囲である。排出汚

泥重量を抑制すべく、従来は熱風のみで汚泥乾燥を

行っていたが、熱交換器で直接加熱(予熱)させる方

法に切り替えた。熱伝導率が良くなり、都市ガス使

用量抑制となり、35t-CO2/年の削減となった。 

更に2021年度は汚泥乾燥を行わない脱水方法に挑戦

し、都市ガス使用量の削減を狙う。 

【計画期間内】 

2019年度導入 

８ 運用対策 

凝集剤を硫酸鉄からポリ鉄へ切替えたことにより、

排水処理剤が抑制でき汚泥の排出量削減へと繋がっ

た。間接的ではあるが、その削減により、従来、汚泥

乾燥で費消していた電気と都市ガスの使用量も抑制

され、48t-CO2/年の削減となった。 

【計画期間内】 

2019年7月以降実施 

９ 設備対策 

歩留り率が高い工程を緩和すべく、樹脂DIP槽内での

溶液濃度調整循環装置を開発、設置した。 

これにより、従来の工程が削減され、作業効率が大

幅に改善されたこともあり、電気と都市ガス使用量

約250t-CO2/年の削減へと繋がった。 

【計画期間内】 

2020年3月以降実施 



10 設備対策 

工場内の旧式機械を順次、効率的且つ省エネ式に更

新することにより、最適な供給を目指しエネルギー

削減に繋げる。 

また、導入後の効果を明確にさせ確認できる体制を

整えることも検討中。 

【計画期間内】 

[計画書記載項目] 

令和3年度（2021年度） 

・染色機、脱水機導入計画 

11 運用対策 

【その他の主な節電対策】 

①  環境配慮型の技術並びに商品開発 

②  環境配慮されている原材料の選定 

③  作業工程の合理化（交替勤務、フレックス導入） 

④  環境配慮型の機械、器具等の選定 

⑤  COOLBIZ／WARMBIZの実施 

⑥  その他 

 

－継続中－ 

 

 (2) エネルギー起源ＣＯ2以外の温室効果ガス排出量の削減に向けた取組の実施状況 

 
温室効果 

ガスの種類 
取組の内容 取組の実施状況 

１ 
 

  

２    

３    

 

(3) 上記の取組に係る目標の進捗に対する自己評価 

【計画の進捗について】 

事業者行動計画書(計画期間：令和元(2019)年度～令和4(2022)年度)で掲げた“(第３面)自らの温室効

果ガス排出量の削減に向けた取組”の実施状況については、ほぼ計画通りである。 

 

蒸気供給用ボイラーにおいて、2016年度と2019年度に省エネ高性能へと更新を行った結果、維持管理

工数が減り供給も安定した。染色工程で不安視されていたガスも最適エネルギーを供給した状態での

生産量増対応が可能となった。 

 

また、計画外として2019年度に取り組んだ、汚泥排出量抑制を狙った「熱交換器導入」と「凝集剤の

変更」は間接的ではあるがCO2削減へと繋がった。一方で、ＥＳ（従業員満足）やＣＳ（顧客満足）向

上を目指し2018年度から取り組んでいる共有エリアのＬＥＤ化は、残念ながら足踏み状態であり、次

年度以降へ順延となった。 

 

2020年度は、新型コロナの影響もあり大型の新規設備導入はなかったが、2021年度に計画されている

染色機やプレス機の導入、脱水機の更新等により、原単位でエネルギー削減に貢献しながらも付加価

値製品製造へと繋がることが期待できる。 



尚、事技業務で使用頻度の高い複合機は、2020年度内で一旦全ての機器更新が完了した。 

今後は、使用頻度や部品供給可否等を軸として更新時期を考慮する能力が益々必要になると考える。 

 

近年の特殊製品による製造工程の複雑化、コロナ影響による月産数量と期初予定数量との乖離等もあ

りCO2排出量の見通計画は困難を極める。2020年度の生産量は、秋口までは不安定要素が大きく不透明

であったが、それ以降は盛り返しを見せ総生産数量は期初予定数量に対し約11％増となった。しかし、

2021年度については2020年度とほぼ同数量を見越しての目標管理を掲げているが先行き不透明感は拭

えない。 

 

2017年度より、期初生産予定数量に対するCO2排出量を基礎としながらも、各月の実績生産数量に連動

させる目標値（変動目標値と称している。）を掲げ、生産量の増減に左右されない形で監視する体制を

確立したため社内目標管理は容易となった。 

 

 

[2020年度事業所実績]   期初目標値 5,735ｔ-CO2 

                  変動目標値 6,325ｔ-CO2 

                  実績値   6,008ｔ-CO2 ＜目標達成＞ 

※1990年の換算係数を使用。（経団連係数） 

 

 

 

 

【取組について】 

運用面では、“COOLBIZ/WARMBIZの実施”、“昼休みの一斉消灯”、“使用燃料低減設備の推進”等は、当

然の活動であると浸透されているが、今後最大の目標は、ライフサイクル（素材から廃棄まで）を基

礎とした「次世代に対応した技術・商品開発、調達」である。2040年30％排出量削減（2014年比）を

視野に入れ開発アイテム決定並びに技術開発完了を掲げている。 

 

毎月開催している環境推進委員会においては、問題点の共通認識、都度検討する体制、各部署代表者

からの自由な発言等は良い傾向である一方、全社員への周知方法に若干の課題が残る。 

これを改善すべく、慣例化となった各部署代表者による自部署内活動報告に加え、構内巡視を行う等

の地道な活動計画が、結果として全社員の環境意識向上を充実させることに繋がると考えている。 

 

設備面では、汚泥乾燥を行わない脱水方法、一度に大量の生地投入を可能とした染色機の導入予定で

あり、原単位での電気や都市ガス使用量の抑制に繋がりCO2削減に寄与することが期待できる。 

また、「リスク回避を目的とした対策」や「社内教育」を適宜実施する体制は、社員に対し心強く、安

心感を与える活動であり、各々が考えて行動するためには不可欠である。 

 

 



【今後の課題】 

負荷価値製品の増加や生産量増減の不透明な状況は、CO2をはじめとする目標値の設定は年々困難とな

っている。原単位の目標値については、既年度実績等から相関係数を用いて根拠ある値を導き出す算

出方法が確立できているが、世界的な課題でもあるカーボンニュートラルを視野に入れた場合、中期

的視点として原単位管理から総量管理への移行が大きな課題である。 

 

また、設備導入においては、経理的観点から捉えた導入後の費用的効果を明確にさせることも重要で

ある。当然ながら、ライフサイクル（素材から廃棄まで）に考慮した次世代に配慮した設計・開発は

継続的に推し進めなければならない。 

 

「環境」、「原価」、「品質」の三位一体の基本体系に揺るぎはなく、これらを踏まえた上での生産効率

(能力)向上に寄与する活動はポイントであり、地球温暖化をはじめ様々な環境問題が深刻化する中、

未来の子供達に豊かな地球環境を引き継がなければならない責任がある我々は、自社の取組について

関心を持ち、率先して行動できる人材を育てる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第２面） 

２ 事業活動を通じた他者の温室効果ガスの排出削減により低炭素社会づくりに貢献する

取組の実施状況等 

(1) 取組の実施状況 

取組の内容 取組の実施状況 

①   

2015/05に発売された自動車には、長年に亘り開発してきた製品

(布バネシート)が採用された。従来のシートに比べ、「薄く軽量」

でありバネのように伸縮するため金属バネの代用にもなり、座席

の薄型化で車内空間を確保しやすく燃費向上へと繋がることが

予想できる。また、使用する金属材料の削減も見込めるため、他

業界への影響度も期待できる。 

 

②   

製造段階でのCO2排出量の少ないＰＶＣ製品の開発により、ＰＶ

Ｃ製品の製造を行う他者におけるCO2排出量削減に貢献する。 

＜補足＞ 

ＰＶＣ（塩ビ樹脂）はその組成の40％が石油から作られている。

したがって石油100％でつくられるプラスチック、例えばポリエ

チレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等と比較し、枯渇性資源

である石油の消費量が少ない省資源型のプラスチックである。 

また、生産に必要なエネルギーが約70％であるといわれている。

これらから、地球温暖化の防止に貢献している。 

 

 

自動車だけに限らず、鉄道にも一

部採用されている。 

高速化と省電力が売りである新型

新幹線「N700S」にも、軽量化に繋

がる素材として一役買っている。 

 

 

 

現在は、海外(ASEAN等)で生産が行

われている。国内販売は2022年以

降となる見込み。 

 

(2) 上記の取組に係る目標の進捗に対する自己評価 

 

布バネシートは、自動車業界だけに限らず新型新幹線「N700S」のシートに採用されたことは今後の発

展に繋がる。また、ＰＶＣ（塩ビ樹脂）シートは、更なる開発に期待。 

 

今後も、生産に必要とされる「電気」、「ガス」、「水」、「染薬剤」等の使用量を抑制し、次世代に誇れる

環境に優しい製品の開発を心掛けることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 



（第３面） 

３ その他の低炭素社会づくりに向けた取組の実施状況等 

 取組項目 
取組の内容および 

当該取組により達成しようとする目標 
取組の実施状況等 

１ 環境保全と整備 

組合との協賛により、自社周辺の構外美化ボラ

ンティア活動を実施。 

毎年の恒例行事として定着。（例年：8月初旬） 

 

又別途、県内で催されている様々な活動を紹

介、斡旋し参加を促す。 

[計画書記載項目] 

－継続中－ 

2016年度 参加者 58名 

2017年度  〃  55名 

2018年度  〃  66名 

2019年度  〃  63名 

2020年度  〃  58名 

２ 
３Ｒの推進 

 

排出物総量の削減 

<汚泥> 

目標値＝2019年度原単位実績×2020年度予定

投入数量×▲1％ 

 

2015年度に廃止した焼却炉を乾燥炉として使

用することにより、汚泥に含まれる水分を蒸発

させ排出量の削減を行っている。その影響度合

いと生産数量とを連動させ変動目標値と称し

監視している。 

2020年度は、2019年度に凝集剤変更に加えて、

ｐｈ調整を行ったことにより排水処理剤削減

に繋がり過達となった。2021年度は、汚泥排出

量増とはなるが、乾燥炉に代わる脱水方式を導

入しCO2抑制を狙う。 

 

<廃プラ等> 

目標値＝2019年度実績／2019年度稼働日数×

2020年度稼働日数×▲1％ 

 

中国を始めとする使用済みプラスチック等の

輸入禁止措置の影響もあり、今後も廃プラ処理

は大きな問題である。一部、有価物として処置

できる体制を強化しているが、根本的に廃プラ

自体を削減する手法を見つけ出すことを優先

すべきと考える。 

[計画書記載項目] 

－継続中－ 

2020年度 排出物総量 

 期初目標値 530ｔ/年 

（70ｔ/年） 

 変動目標値 606ｔ/年 

実績値   383ｔ/年 

     （38ｔ/年） 

 

※（ｶｯｺ）は清掃時の汚泥に

つき月次の生産数量との

相関性は低い。 

 



３ 
環境に配慮した技

術、商品の開発 

「燃費性能等向上のための開発推進」、「環境配

慮型の技術並びに商品開発」、「環境配慮されて

いる原材料の選定」、「作業工程の合理化」、「リ

サイクル設計の推進」等を掲げ、新製品のライ

フサイクルCO2排出削減効果の集約に取り組み

始めている。 

 

[計画書記載項目] 

－継続中－ 

含有物質等に注視しなが

ら、使用者目線からの要

求内容、世界情勢を考慮

しての開発を手掛けてい

る。 

４ 
通信インフラの整

備 

2014年度に、業務用車での出張削減による使用

燃料削減等を目的として、携帯電話に社内内線

機能も搭載させることにより、人的資源(社内

労力)の減少による残業削減を継続中。 

2020年度は、コロナ感染防止の面からも、Skype

やTeamsの利用もあり出張が大幅に削減。また、

新しい業務スタイルとしてテレワークの推奨

もあり、通勤に要する燃料削減にも繋がった。 

[計画書記載項目] 

－実施済－ 

内線電話機能搭載の携帯

電話を増機し、現在は200

台超となった。 

(導入当時は、約130台) 

緊急連絡時の対応にも寄

与している。 

 

テレワーク可能な部署は

計画的且つ積極的に実施

中。 

５ 
業務用車(社用車)

の整備 

業務用車(社用車)の更新時には、環境配慮型車

両(ハイブリッド車等)への切替を推進し、ガソ

リン使用量の抑制を実施している。 

また、使用頻度等から適正保有台数を明確にさ

せ台数削減計画を立案した。 

[計画書記載項目] 

－継続中－ 

更新時(切替時)には、国内

他拠点からの移動も考慮

し、数年先を見込んだ必要

台数を検討。 

６ 
水使用量（地下水）

の削減 

以前は、想定外の環境負荷製品増等の影響を受

けながらも排水処理水質規制値を遵守するた

め、多量の希釈水を使用しなければならない状

況であったが、「染色濃厚排水の前処理設備」の

導入(2016/12)以降は希釈水がほぼ不要とな

り、適宜使用量で安定している。 

また、2017年度には、希釈水バルブ更新（流量

計設置）も行い管理レベルも向上した。  

 

（補足） 

2017年度以降の目標値は、生産数量を連動させ

る変動目標値を用いて管理している。  

 

尚、別途上水道についても、毎月の管理数値か

〔計画外〕 

－実施済・継続中－ 

<導入前> 

2016/4-11月 

 目標値 291千㎥ 

 実績値 337千㎥ 

  

<導入後> 

2017-2019年の合計 

期初目標値 1,476千㎥ 

変動目標値 1,631千㎥ 

実績値   1,348千㎥ 

 

 



ら異常値の早期発見及び対策が可能となって

いる。  

 

尚、工場排水においては、2020年8月より、一部

下水道化を実施している。  

2020年度 

期初目標値 449千㎥ 

変動目標値 476千㎥ 

実績値   458千㎥ 

 

７ アイドリング抑制 

構内駐車場における長時間の暖機運転や空ふ

かしの抑制を行う。 

〔計画外〕 

－実施済・継続中－ 

2015年度に、「アイドリン

グ ＳＴＯＰ！」の表示を

掲示した。掲示箇所増も検

討中。 


