
基本理念
株式会社トーワは「自然との共存」,「環境との調和」を理念に、環境問題に対する
企業の社会的責任を深く認識し、地球環境の保全と社会への貢献を目指し活動します

１.　環境負荷の低減
事業活動において、資源・エネルギーの利用効率を高めるとともに
水使用量及び廃棄・排出物の抑制とリサイクルに努め環境負荷の低減を目指します

2.　環境関連法規及び顧客要求事項の遵守
環境関連法規及び顧客要求事項を遵守し、自主的・継続的に
環境管理水準の向上に取り組みます

3.　環境意識の向上
情報伝達・教育訓練・研修等への参加も含め、積極的に啓蒙活動を行い、
社員の環境意識の向上に努めます

4.　継続的改善
環境経営の継続的改善を誓約します

 制定日

最終改訂日

長野県駒ヶ根市赤穂7820-8

株式会社トーワ
代表取締役　荒井　典子

環境経営レポート　２０２１

2019年 4月 1日

2022年6月1日　発行

対象期間　　2021年3月1日～2022年2月28日

環境経営方針

2001年 8月20日
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1. 事業所名及び代表者名
株式会社トーワ
代表取締役　荒井　典子

2. 所在地
長野県駒ヶ根市赤穂7820-8

3. 環境保全に関する責任者及び担当者
責任者 代表取締役　　荒井　典子
担当者 環境統括管理責任者　　笠原　将悟

4. 連絡先
電話 0265(83)1445
FAX 0265(83)6130
E-Mail info@towa-corp.co.jp

5. 事業の内容
電気機械器具関連部品及び製品の組立
各種機器部品の受注・販売
電気機械器具関連機器の開発

6. 事業の規模

主要製品生産量 36.2トン
売上高 312百万円
従業員数
床面積 1,398㎡

7. 実施体制

代表者 環境経営システム（エコアクション21）の構築・運用及び環境活動の取組を効果的に実施するための組織の

（代表取締役） 最高責任者

・ 環境活動の取組のために適切な資源（人員施設費用等）を提供する。

・ 環境統括管理者を任命する。

・ 環境経営システム全体の見直しに必要な環境情報などを環境統括責任者に求め、　環境経営システムが

有効に機能しているか、環境活動への取組状況が適切に実施されているかを評価する。（記録に残す。）

・ 環境活動の取組み評価結果に基づいて、環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画及び環境経営シス

テム全体の見直しを行い、必要な改善指示などを環境統括管理責任者に行う。（記録に残す。）

環境統括 環境経営システム全体の実行責任者

管理責任者 ・ 審査関連の対応

・ 緊急事態訓練の計画・実施

・ 法規関連の遵守状況の管理

・ 毎月の運営会議の議事進行・議事録作成

事務局 代表者及び環境統括責任者の管理・指示に基づいて、環境経営システム全般の構築・運用を行う機関

（課長） ・ 毎月の運営会議にて状況やデータの把握・見直し等を行う

・ 実施部門と連携し課題や問題点を吸い上げ、運営会議にて改善案含めて議題として提示する

・ 運営会議での決定事項及びフィードバック事項を各部署へ展開する

責任者 部署毎の環境活動の取組の運用・実施における責任者

(リーダー) ・ 部門毎の環境活動の取組の運用実施における指示確認及び評価を行う。

・ 部門内メンバーへの取組指示及び確認作業を行う。

メンバー 環境活動毎に効率的な実施を行う

・ 環境活動の推進のために計画的に活動を実施し状況の確認を行う。

製造課管理課総務

　活動体制責務表

工作

環境統括

管理責任者
EA21事務局

営業 資材 組立特機

代表者

組織の概要

17
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認証・登録範囲 環境レポートの対象期間・発行日

株式会社トーワ 2021年3月1日～2022年2月28日

駒ヶ根市赤穂7820-8 2022年6月1日

電気機械器具関連部品及び製品の組立

各種機器部品の受注・販売

電気機械器具関連機器の開発

0000663

誠意・・・相手の立場で行動する

挑戦・・・出来ない理由よりどうしたら出来るか考える・失敗を恐れず挑戦する

自立と協働・・・自ら学び、考え、共に成果を出す

・二酸化炭素排出量の削減…CO2排出量：145,260㎏-CO2（電気使用量の原単位目標：1,100㎏-CO2/百万円）

具体的取組 内製率向上

・水使用量の削減…総排水量：176㎥（原単位目標：0.65㎥/百万円）

　 具体的取組 節水活動の維持

・廃棄物排出量削減…一般廃棄物排出量：1,339㎏（原単位目標：4.96㎏/百万円）

具体的取組 顧客クレーム撲滅：年間15件未満

仕損じ（損金）削減

経費抑制：消耗品費対売上比3％以下

・自らが生産・販売・提供する製品の環境性能向上及びサービスの改善…販売目標：2.7憶円

具体的取組 新規案件の確保

外注体制構築・受入体制の強化

間接業務のフロー化と効率化

人材育成…多能工化・各種講習会への参加

環境経営システムの維持及び環境意識の高揚を目指す

販売目標額の達成

客先・社内の納期厳守

品質クレームの撲滅

現状に満足しない改善活動の継続

水資源投入量及び総排水量の維持管理

事務用品のグリーン購入維持管理

CO2排出量

（CO2排出量原単位目標）

総排水量

一般廃棄物排出量

認証・登録番号

基本

方針

176

2020年実績

115,857

kg-CO2/百万円 538 538

対象期間

発行日

176

㎏

㎥

年度

538

1339

176

2021年度

kg-CO2

2022年度

145,260145,260

【中長期　環境目標　（2021年度～2023年度）　】

【2021年度　環境経営目標　（2021年3月～2022年2月）　】

対象事業所名

対象範囲

145,260

176

認証・登録範囲

538

2023年度

環境経営目標

1,339 1,339 1,339
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目標に対する結果

CO2排出量は、2021年に中部電力より発表された電力のCO2排出係数（0.406㎏-CO2/kwh）に基づき算出しています

※顧客からの支給材の増加のため未達

総量目標値 297,000kwh
結果 ○

実績値

0.65㎥/百万円

結果

4.81㎏/百万円

869kwh/百万円

結果

○
実績値

1．CO2排出量(総量)

目標値 145,260㎏-CO2

271,209kwh

○
131,320kg-CO2

総排水量の維持管理(原単位)
原単位目標値

（電気・ガス・灯油・ガソリンを含む）

実績値 0.55㎥/百万円

実績値

〇

電気使用量削減(原単位)

原単位目標値 1,100kwh/百万円
結果

原単位目標値 4.96㎏/百万円
結果 〇

実績値

2．総排水量(総量)
目標値 176㎥

結果 ○
実績値 172㎥

3．一般廃棄物排出量削減(総量)
目標値 1,339㎏

結果 ×
実績値 1,500㎏

一般廃棄物排出量削減（原単位）
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環境経営計画と実績

2021年度の活動計画と実績は以下の通りです

・二酸化炭素排出量の削減

内製率向上

　　　　 刃物・プログラム見直しによる工数短縮

　　 　　段取り工数短縮

・水使用量の削減

節水活動の維持 全社：節水活動の継続

・廃棄物排出量削減

顧客クレーム撲滅 資材：出荷検査の強化

（年間15件未満） 工作：加工工程分析表見直しによる加工手順の明確化

　　　　新規加工前の事前準備の徹底

組立：ヒューマンエラー撲滅（調査と削減） 　　　 

　　　　作業手順書の見直し（動画の撮影）

特機：同一クレームを繰り返さない

仕損じ（損金）削減

（前期比-30％）

経費抑制

（対売上比3％以下）

・自らが生産・販売・提供する製品の環境性能向上及びサービスの改善

販売目標2.7億円 営業：新規案件の確保

　　　　展示会・中小機構・ネスクイイダなどの積極活用

　　　　重点顧客営業の強化

外注体制構築・受入体制の強化

　　　　重点管理先の納期遅延抑制

間接業務のフロー化と効率化

人材育成

・今まで外部委託していた2品目について内製化を実施、LTの短縮にも繋がった

・試作品等、可能な限り社内加工にて対応することができた

・計画外でコンプレッサーの更新を行った。これによりエアー供給能力向上と省エネを

進めることができた

＊新規品などもあるため来期も継続して内製化率UPに取り組む

＊従来品の刃物やプログラムの見直し及び段取り工数の短縮に取組む

具体的取組

業者探索は候補先のピックアップのみに留まった

・納期遅延抑制については回転在庫の保有で次工程日程への影響（加工機の空

き）を出さないように発注をかけ納期フォローを行ってきたが、結果的に改善できな

かった

＊来期継続

工作：多能工化に向けた人材育成 【工作】画像寸法測定機の使用方法の勉強を実施、登録件数を増やし、検査工数

抑制につながった・AD8の朝の動き出し操作の指導を行い複数の作業者が対応でき

る体制となった

【組立】見積及び予実検証の実績は1件・新規立ち上げについてはライン構築の前

段としてライン改善への取組みを行った

＊来期継続

組立：見積や新規品の立上げに対応できる人材及び多能工化に

　　　　向けた人材育成

・部門間・外注先との梱包方法の見直しを行い通い箱を作成したことにより工数低

減・ごみの削減に繋げることができた

・手順書の整備が進み、ツーポジション体制が作りやすくなってきている

＊来期も継続

　　　　資材業務のツーポジション体制構築

目標未達（19件…前期比-6件）

【営業】荷物事故の発生を受け、精密部品シールの貼付けで再発防止を行った。

部署単体では前期同件数となった

【資材】受入検査履歴の活用と検査区分に「初品検査」を追加することで受入（出

荷）検査の強化を図った。部署単体では前期に比べて6件減らすことができた

【工作】加工工程分析表の造り込みを実施・新規品加工前の工作内事前検討の

強化を行った。部署単体としては前期同件数となった

【組立】作業手順動画の撮影とコメント入れを実施、久しぶり製品の生産時に有効

活用できている。ヒューマンエラーの調査と削減に取組んだことで未然防止の意識が向

上した。部署単体としては前期同件数となった

【特機】出荷前チェックシートの運用で再発を防ぐことができた

＊目標未達となったため、来期も年間15件未満を目標に設定する

目標達成（目標達成率138％）

・新たにリーディングドリルの再研を行い新品同様の加工が行えるようになったため、経

費抑制に繋がっている

・バーコード管理の定着や月額集計の共有で部署全体として余剰発注をしない意識

づけができている

＊来期も継続

目標達成（目標達成率115％）

・展示会はコロナにより計画したものすべて開催中止

・ジェグテックなどの情報を活用しエントリーを行ったが成約までには至らなかった

・重点を絞った地道な営業活動で目標達成に繋がった

＊来期の販売目標は3.15億に設定

目標未達（前期比+25％）

製造課（組立・工作）については目標達成

管理課にて図番管理の不備により判断ミスが起き、損金が増えてしまったため、マス

ター修正を行い再発防止を行った

＊目標未達となったため、来期も2020年度比-30％を目標に設定する

資材：鉄鋳物鋳造及び加工、円筒研磨、旋盤加工業者の探索

資材：業務内容をフロー化してムダを省く

取組み内容

管理レベル向上による抑制

　　　　余剰発注の抑制

工作：チップ・エンドミルの再研磨実施

取組みの結果と次年度の取組み

・節水活動は問題なく定着している

・掃除の方法の見直しを行い使用量の削減につながった

＊来期も継続

工作：加工品の内製化率UP

計画計画計画

ー　5　－



次年度の環境経営目標及び環境経営計画

2021年度の取り組み内容と次期の売上計画を基に、2022年度の環境経営目標と環境経営計画を以下の通り策定しました

【2022年度　環境経営目標　（2022年3月～2023年2月）　】

誠意・・・相手の立場で行動する・後工程はお客様
挑戦・・・出来ない理由よりどうしたら出来るか考える・失敗を恐れず挑戦する
自立と協働・・・自ら学び、考え、共に成果を出す

・二酸化炭素排出量の削減…CO2排出量：157,500㎏-CO2（原単位目標：500㎏-CO2/百万円）
具体的取組 工数の予実検証とボトルネック工程の改善

内製化率向上
加工設備更新の検討

・水使用量の削減…総排水量：176㎥（原単位目標：0.56㎥/百万円）
　 具体的取組 節水活動の維持

1工場トイレのリフォーム

・廃棄物排出量削減…一般廃棄物排出量：1,515㎏（原単位目標：4.81㎏/百万円）
具体的取組 顧客クレーム撲滅：年間15件未満

仕損じ（廃棄）削減：前期比30％減
経費抑制：消耗品費対売上比3％以下

・自らが生産・販売・提供する製品の環境性能向上及びサービスの改善…売上目標：3.15憶円
具体的取組 新規開拓（案件・顧客）

調達関連情報の収集と共有・外注体制構築
間接業務の改善と標準化推進
生産管理システムのVerUP
人材育成…多能工化・各種講習会への参加

【中長期　環境目標　（2022年度～2024年度）　】　　　　

環境経営システムの維持及び環境意識の高揚を目指す
販売目標額の達成
客先・社内の納期厳守
品質クレームの撲滅
現状に満足しない改善活動の継続
水資源投入量及び総排水量の維持管理
事務用品のグリーン購入維持管理

CO2排出量

（CO2排出量原単位目標）

総排水量
一般廃棄物排出量

環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況の結果

保守点検及び点検記録の保管（3年間）

清掃の実施及び清掃証明書の保管（3年間）

法定検査の実施及び検査結果書の保管（3年間）

委託契約書の保管

許可証の確認・保管（一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬・処理）

保管基準（掲示板表示、飛散・浸透防止等衛生管理）

マニフェストの発行・保管

マニフェスト交付状況の報告書作成・都道府県知事への提出

適切な置き場の維持、機器の点検と記録の保管、漏洩防止

フロン漏洩量の算定・報告

充填・回収の委託、廃棄する場合の委託

引き取り証明のない場合の報告

少量危険物貯蔵の届出

消防用設備の定期点検、点検結果報告書の保管

使用化学物質のSDSの備付けと当該品を取り扱う従業員への周知

環境関連法規への違反は自らの3年間の遵守チェックで違反はありません

なお、関係当局からの違反等の指摘や外部からの訴訟等は過去3年間ありませんでした

○

基本

方針

労働安全衛生法

172

131,320

年度 2021年度実績

176

遵守事項

○

2022年度

176
1,500

2023年度

○

○

㎥

kg-CO2 157,500 157,500

176
㎏

kg-CO2/百万円 421 500 500 500

フロン排出抑制法

2024年度

○

157,500

○

○

○

○

○

○

○

法令の名称

浄化槽法

消防法

○

○

○

判定

1,500

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

1,5001,500
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外部からの苦情等の受付結果

外部からの苦情等の受付はありませんでした

問題点の是正処置及び予防処置の結果

問題点の是正処置及び予防処置はありませんでした

代表者による全体評価と見直しの結果

① 環境経営方針の見直しの必要性 □あり ☑なし

② 環境経営目標の見直しの必要性 □あり ☑なし

③ 環境経営計画の見直しの必要性 □あり ☑なし

④ 実施体制の見直しの必要性 □あり ☑なし

当社の環境活動については本業との関連性の理解度が深まり、仕組みの定着が図られていると感じます

環境経営計画に対しては、部署ごとの毎月の報告書にて進捗状況や課題について確認し、都度フィードバックを行う方法で
管理を行っており、課題の内容によっては臨時会議等を設け対応が取られます。

今期はこのプロセスの中で、受注量の確保・内製率及び機械稼働率向上を推進する一方でエアー供給能力にリスクがあることが

課題として報告され、計画外で7月にコンプレッサーの更新を行い、受注回復時のエアー不足を回避、環境負荷の低減・メンテナンスの

負担軽減にもつながりました。環境活動・改善サイクルの良い事例になったと評価しており、今後も現場の気付きの目を活かし、

社員一同環境活動に取組み、継続的な改善を目指すよう指示しました

来期については、コロナ禍の影響による部材の入手難・納期の長期化で、今まで通りの調達管理では生産計画の乱れや顧客納期に

対する遅延が生じることが予想されるため、情報収集の強化とともに、必要に応じて先行発注などの柔軟な対応を取るよう指示をしました
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