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戸田ピグメント株式会社 戸田ピグメントサイト
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沖田 稔

Tel：086-724-0526  Fax：086-724-1688
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1. 戸田ピグメントサイトの概要

1.サイトの範囲  :戸田ピグメント株式会社

2.代表者氏名   :高濱 弘 （代表取締役社長）

3.所在地     :岡山県岡山市建部町小倉 822

         TEL:086-724-0526  FAX:086-724-1688

4.事業概要    :顔料用酸化鉄及び機能性酸化鉄の製造

5.事業規模    :生産量 4,658ｔ（2016 年度実績）

6.従業員数    :41 名（業務委託先社員・出向者含む 2017 年 4 月現在）

7.敷地面積    :11,460 平方メートル
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2. 戸田ピグメントサイトの沿革

1823 年   岡山県後月郡西江原村（現在：井原市）にて弁柄製造を開始

1933 年 11 月   広島市横川町 3 丁目において戸田工業株式会社を設立（資本金 50 万円）、

前記営業を継続

1954 年 11 月 （昭和 29 年）吉備工業(株)が戸田工業(株)と合併し、戸田工業(株)岡山工場

となる。

1967 年 11 月   JIS 表示認可工場として認可される。  許可番号 ： 667036 号

1971 年 12 月 岡山工場乾式焼成法による弁柄の製造法を廃止し、小野田工場に無公害湿

式合成法による弁柄製造に切り換える。

1974 年 10 月   易分散弁柄＆着色材料の生産を開始する。⇒ED シリーズ

1989 年 10 月 フェライト高純度酸化鉄の生産設備を設置する。

1990 年 12 月 製品製造工程に全自動化設備を設置する。

1993 年 4 月  建材及び道路用着色材料の高分散化と自然色顔料に対応する EC シリー

ズの生産を開始する。

1997 年 7 月  戸田工業(株)より分社独立し、戸田ピグメント(株）となる。

1999 年 12 月 ISO-9001 の認証を取得する。

2000 年 5 月 日本弁柄工業(株)の顔料部門と合併する。

2000 年 8 月  JIS 表示認可工場の許可を辞退する。 許可番号 ： 667036 号

2002 年 12 月 ISO-9001 2000 年版の認証を取得する。

2005 年 5 月   カラーアスファルト用バインダー入りマスターバッチ、CS-PHALT を生

産開始する。

2012 年 7 月  事務所、品質管理棟リニューアル、移転

2013 年 5 月  ISO14001 認証を取得する。

2015 年 11 月 創業時より受電室として使用していた建屋をべんがら館として改装し、べ

んがらに関する資料を展示する。
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3. 環境方針

＜基本理念＞

戸田ピグメントは、地球環境の保全が人類生存にとって最重要課題であり、且つ我々がこ

の地球環境から多くのかけがえの無い恵みを受けているとの認識に立ち、企業活動のあ

らゆる面で社会・地域の環境保全に配慮して行動する。

＜基本方針＞

1．戸田ピグメントの主製品である弁柄及び機能用酸化鉄の生産開発活動及び製品が環境に

影響を与える環境側面を的確に捉え、環境目的・目標を定め、定期的に見直し、環境シ

ステム及びパフォーマンスの継続的向上を図る｡

2．企業活動を通じて発生する環境汚染を予防するために、環境負荷の低減、産業廃棄物の

削減、４Ｒ推進に努める環境管理活動を推進する｡

3．国、岡山県、岡山市環境関連法規、当社が締結した環境に関する協定を順守し、環境保

全に努める｡

4．旭川流域の自然を尊重し、地域社会との調和を図り、環境保全活動を通じて地域の人々

に貢献する｡

5．環境教育、啓蒙活動等を通じて、全ての構成員にこの環境方針の周知徹底と環境意識の

向上を図る｡

6．一般の人にも要求に応じてこの環境方針を公開する｡

7．ＥＭＳを定期的に監査し継続的に改善する｡

戸田ピグメント株式会社

代表取締役社長 高濱 弘
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社内コミュニケーション

会議名 概要 頻度 参加者

マネジメントレビュー

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの進捗確認

年 2 回

社長、役員、グループリ

ーダー、委託業者担当

者、品質・環境管理責任

者

実績検討会

・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの進捗状況・環

境ｸﾚｰﾑの発生状況、対策状況の確認

・新たな環境問題、対策の検討、実施

・その他環境、防災に必要事項の検討、

対策の検討、決定

・環境関連情報等の確認

・教育計画の確認、実施状況の確認

月 1 回

社長、環境及び品質環境

管理責任者及びグルー

プリーダー、グループ担

当者、委託業者

安全衛生委員会

・各ｸﾞﾙｰﾌﾟ、請負、派遣者による安全衛

生の計画、実施、結果の報告及び安全衛

生の推進に関する事項

・環境に関しての連絡

月 1 回

又は

必 要 に

応じて

経営者、安全管理者、衛

生管理者、グループリー

ダー、従業員代表者

職場検討会

・安全、品質、製造、等の業務に関連し

た情報の交換と指示・ｸﾞﾙｰﾌﾟの環境目

標や教育計画の確認、進捗状況

・環境関連情報、実績、計画

の進捗

1 回 /月

以 上 及

び 必 要

に 応 じ

て随時

グループリーダー及び

グループ員

その他 ・掲示や電子メール 都度 －
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4. 環境目標、計画及び実績

１．省エネルギー

目標：前年度原単位（生産高基準）対比年 1%以上改善

目標
エネルギー使用量

(kl/y）

エネルギー原単位

(kl/t）
原単位目標

2011 年度 661.2 0.058
2012 年度 600.7 0.053 0.0574
2013 年度 575.2 0.053 0.0525
2014 年度 520.9 0.050 0.0519
2015 年度 595.3 0.050 0.0495
2016 年度 456.4 0.043 0.0490
2017 年度 0.0426

2016 年活動実績

・ボイラー更新に合わせ、燃料を A 重油から LPG に転換を図り、燃焼効率改善と CO2
  削減を図りました｡(ボイラー更新 2015 年 11 月末)

・乾燥工程ﾚｰﾄ改善活動
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２．温室効果ガス

目標：前年度原単位（生産高基準）対比年 1%以上改善

目標
CO2 排出量

(t-CO2/y)

原単位

(t-CO2/M\)
削減目標

2011 年度 1813.8 0.16
2012 年度 1379.1 0.12 0.156
2013 年度 1628.6 0.15 0.155
2014 年度 1446.8 0.14 0.149
2015 年度 1615.3 0.14 0.147
2016 年度 1194.0 0.11 0.134
2017 年度 0.112

・2013 年度に CO2 が大幅に悪化している原因は電気の排出係数が上昇した事に起因して

います｡
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３．廃棄物

  目標：リサイクル率年間９５％維持

年間排出量

(kg/y)

再資源化量

(kg/y)

埋立量

(kg/y)

リサイクル率

(%)

2012 年度 101,040 93,510 7,530 92.5%

2013 年度 131,181 126,231 4,950 96.2%

2014 年度 163,749 151,474 12,275 92.5%

2015 年度 140,064 129,089 10,975 92.2%

2016 年度 113,344 105,703 7,641 93.3%

2016 年度実績

前年度より全体排出量は 19％削減しました。リサイクル率は目標の 95%には届かなかっ

たものの、埋立量が前年度より減少した関係で前年度対比 1.1%改善となりました。
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5. 環境に関する規制遵守の状況

法律等の名称 対応・遵守状況

環境基本法 基本法として管理しております。

生物多様性基本法 基本法として管理しております。

大気汚染防止法 当サイトは国法の規制は受けませんが、大気関係のあ

らゆる規制を遵守しております。

水質汚濁防止法 当サイトの排水総量は最大 530 ㎥/日であり、水質関係

のあらゆる規制を遵守しております。

瀬戸内海環境保全特別措置法 当サイトは瀬戸内海に面しており、適用を受け、遵守し

ております。

騒音規制法 当サイトは国法の規制は受けませんが、敷地境界での

騒音値を監視しております。

振動規制法 当サイトは国法の規制は受けませんが、敷地境界での

振動を監視しております

岡山市環境保全条例 大気・水質・騒音・振動についての規制を遵守しており

ます。

ＰＲＴＲ法 法に遵守し、排出量の把握をしております。

労働安全衛生法 安全管理者・衛生管理者を選任し、月例の安全衛生委員

会議を開催しております。また特定化学物質、有機溶

剤、ボイラーの取扱作業主任者を選任し、安全衛生教

育、作業環境測定、健康診断などいずれも適正に実施し

ております。

毒物及び劇物取締法 劇物の取扱いを有している為、適切に管理を行ってお

ります。

高圧ガス保安法 当サイトでは第二種貯蔵所を有している為、高圧ガス

取り扱い責任者を適宜選任して安全を期しておりま

す。

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律

産業廃棄物処理責任者および特別管理産業廃棄物責任

者を選任し、廃棄物を適正に処理しております。
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6. 環境負荷の低減に向けた取り組みの状況

・緊急事態への準備及び対応

  環境に影響に与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故を特定するための、また

それらにどのようにして対応するかの手順について、「防災規定」を作成し、災害の発

生防止に努めております。

また、緊急事態が発生した場合に迅速に対応するため、「緊急事態対応規定」を作成

し、訓練を年一回以上行うとしております。

7. 環境に関する社会貢献活動の状況

戸田ピグメントサイトでは、自主地域貢献活動を行っております。

・近隣中学校へのペットボトルキャップの寄付

  ペットボトルキャップ約 2kg でポリオワクチン 1 人分となります。

  当サイト内で出たもの、従業員の家庭で出たものを回収し、近隣中学校へ寄付しており

ます。
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・近隣福祉施設へのアルミ缶、ペットボトルの寄付

  当サイトで出たもの、従業員の家庭で出たものを回収して、月１回程度お持ちし、

作業施設で作業されている方の給与の一部として頂いております。

・近隣地域草刈作業に参加しております。

（2016 年 10 月 7 日）

       

以上


