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　２１世紀は環境の時代と言われています。

地球環境を維持・改善し次世代に引き継ぐことは企業の重大使命のひとつであるとの

認識に立っております。

　また色濃く自然の残る泉北丘陵に立地する当社は地域の環境を守り、

より良くするために積極的に環境保全活動に取り組みます。

　当社の精密金属部品製造の事業活動における環境負荷の低減のため、

行動指針をつぎのように定め、環境経営の継続的改善を行います。

当社は、環境基本理念に基づき以下の『行動指針』を定めます。

　（１）環境関連の法律・規制・条例等を遵守します。

　（２）次の環境負荷低減の活動を行います。

① 脱地球温暖化社会のために二酸化炭素排出量削減を行います。

② 廃棄物の削減・リサイクルを行います。

③ 環境型社会のため水を大切にし、使用量削減に努めます。

④ 環境に配慮した金属部品の製造に努めます。

⑤ 地域環境向上のためのボランティア活動を推進します。

　（３）全従業員への周知徹底を行い、環境に関する意識向上に努めます。
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社長

・環境経営に関する統括責任
・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境経営目標・環境計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施
・環境レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境経営目標・環境計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境レポートの承認

・自部門における環境経営システムの実施
・自部門における環境経営方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
・特定された項目の手順書作成及び運用管理
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

全従業員

部門長

環境管理責任者
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組　　織　　図

環境管理責任者

担当者

品質検査部 製造部 総務・経理部 営業部

各　業　務

役割・責任・権限・
代表者（社長）



1　事業内容

(1) 事業所及び代表者

事業所名 株式会社　太田鉄工所

代表者 代表取締役　太田勝久

(2) 所在地 本社・工場

〒599-8252 大阪府堺市中区楢葉１６２－４

(3) 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

担当者 営業主任　太田　侑吾

連絡先 TEL：072-230-5591

FAX：072-230-5593

メールアドレス：ota1@smile.ocn.ne.jp

HPアドレス： https://www.ota-smile.com/

(4) 事業内容 金型・精密金属部品の試作・単品の製造

(5) 事業の規模 製品出荷額 1.54億円 （2022年1月～2022年12月）

本社・工場

従業員数 19名

床面積 466㎡

(6) 事業年度 1月～12月

(7) 対象組織・活動

登録組織名　：　 本社・工場

対象活動範囲　：　 金型・精密金属部品の試作・単品の製造
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2　主な環境負荷の実績

単位

ﾄﾝ/年

ﾄﾝ/年

ﾄﾝ/年

ｍ3/年

(注)二酸化炭素排出量は、電力使用量+ガソリン使用量+LPガス使用量の合計数値である

3　環境経営目標及びその実績

2010年度 2023年度 2024年度

項目 年度

（基準年度） （目標） (実績） （目標） （目標）
基準年度比 対目標比 基準年度比 基準年度比

電力の削減 ｋｇ-CO2/年 61,621 60,389 89,522 60,080 58,577
（2018年度） 98.0% 148.2% 97.5% 97.0%

ガソリンの削減 ｋｇ-CO2/年 4,025 3,864 4,812 3,844 3,671
（2014年度） 96.0% 124.5% 95.5% 95.0%

二酸化炭素排出量合計 ｋｇ-CO2/年 65,682 64,288 94,334 63,959 62,283
一般廃棄物の削減 ｋｇ/年 710 663.85 749.1 660.3 614.0613

(2010年度) 93.5% 112.8% 93.0% 92.5%
産業廃棄物の削減 ｋｇ/年 1,850 1,813 4,200 1,804 1,759

(2018年度) 98.0% 231.7% 97.5% 97.0%
使用水量の削減 ｍ３/年 144 143 151 142 140

(2020年度) 99.3% 105.6% 98.5% 98.0%
件/年 163 160 123 120 108

（不良の削減） （2011年度） 98.2% 76.9% 97.6% 90.0%

（注）電力の二酸化炭素排出係数は、0.355kg-CO2/kWh(関西電力2018年度）を用いている。
（注）％の単位は、目標は基準年度比、実績は目標比
（注）潤滑油で少量のキシレンを使用するが、少量のため目標設定していない

環境に配慮した機械加工

産業廃棄物排出量

総排水量

廃棄物排出量

2021年度

67,189

22.1
1.00
21.1

144 152

2020年度項目
二酸化炭素排出量
（対象：ｴﾈﾙｷﾞｰ）

ｋｇ-CO2/年
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151

2022年度

80,846

42.82
0.82
42

上段：通年
（1月～12月）

58,492

一般廃棄物排出量

2022年度

2.57
0.62
1.95



（環境経営目標・実績の年度推移グラフ）
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4　環境経営活動の取組と計画と評価

単　位
（基準年
度比）

電力の削減 基準年度 60,389 kg-CO2
コンプレッサーや機械の修理による (2018)
エアー使用量の効率アップ 目標 60,389 98.5%
作業工程の見直しによる稼働時間の短縮 実績 89,552 148.3%

ガソリンの削減 基準年度 3,864 kg-CO2
エコドライブの実施 (2014)

目標 3,864 96.5%
実績 4,812 124.5%

一般廃棄物の削減 基準年度 664 ㎏
再生紙や裏紙の使用 (2010)
の分別資源化 目標 664 94.5%
資源ごみの分別資源化 実績 749 112.8%
（新聞紙・段ボール等ｱﾙﾐ・ｽﾁｰﾙ品・

ｶﾞﾗｽ・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） の分別化

産業廃棄物の削減（汚水） 基準年度 1,813 kg
汚水（リサイクル不可） (2018)
金属類（再生可能） 目標 1,813 99.0%

実績 4,200 232.0%

使用水量の削減 基準年度 143 ｍ3

水道水の節水活動 (2016)

目標 143 98.0%

実績 151 105.6%

環境に配慮した機械加工 基準年度 163 件数

不良品加工の削減 (2011)

エアー切削をなくして加工時間の短縮 目標 160 98.2%

実績 123 76.9%

大型の機械が2台購入したので、どうしても電気
消費が上がってしまっている、またコンプレッサー
本体もエアー漏れがあるようなので、部品交換を
行った。これで少しは改善しないか様子は見たい
が、基本ベースが上がっているので、中々節電は
厳しいと思われる。

取　組　計　画 達成状況 評価（結果と今後の方向）

未達成
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再加工品のみをカウントするようになった。
そのため、件数が大幅に減った。

未達成

顧客の多様化に伴い配達箇所が多くなってしまっ
ている。まとめて出荷や、車のメンテナンスを細分
化して行う。

未達成

前期と同様ですが、まずそもそもの測定が怪し
い、測定の徹底が出来ていないように感じる（月
によって20-100キロ以上とバラバラすぎる。）ただ
分別は一応しているので、測定は怪しい可能性が
あるが、分別などによるゴミの減量対策は行って
はいる。

未達成

機械の移動のために排水された分と前年度の大
掃除分が加算されているため、大幅な増加になっ
ている。
また廃棄の際、汚水（リサイクル不可）と油（リサイ
クル可）が一緒に業者が持って行っていたことが
判明、今年は油がすべて汚水扱いになっていた。

未達成

人数と機械が増えたのでどうしても増加傾向にな
る。
どうしても必要な分しか使っていない状況なので
大幅な削減が厳しい、、、

達成



　　5　環境関連法規制等の順守状況

適用となる主な環境関連法規制は下記の通りである。
適用される法規制 順守状況
廃棄物処理法 適正処理委託・産廃のマニフェスト管理と交付状況届出、保管基準の順守 ○
騒音・振動規制法 空気圧縮機の届出（大阪府条例 騒音届出施設） ○
自動車NOx・PM法 排気ガス規制に適応した車の使用 ○
消防法 油類の保管管理 ○
フロン排出抑制法 業務用エアコンの簡易点検（1回/3ｹ月）の実施 ○

家電リサイクル法 ○

環境関連法規制等の順守状況の評価の結果、環境法規制等の違反はありません。
また、過去3年間にわたって関係当局よりの違反等の指摘や訴訟はありません。

　　6　代表者による全体の評価と見直し・指示の結果

、

　　7　地域環境向上のためのボランティア活動推進

周辺地域の清掃活動を行った。

　　8　次回の環境経営レポートの発行予定

次回の環境経営レポートの発行は、2024年2月ごろの予定。

　エネルギーの使用内訳で見ると電気が最も大きく、電気使用量の中ではコンプレッサー
の使用が最も大きい、そのため、コンプレッサーの（エアー）掃除等も行っているが、機械
の増加等により、結果的には電気力消費が大幅に増加してしまっている。
2台増えたとはいえ、増加幅が非常に大きいので、早々にコンプレッサーのエアー圧力の
調整を行ってもらう
ガソリンに関しては、目標とは大きく離れているが、前年比でみると微増にとどまって入
る、
営業マンの客先訪問など、これまで以上に車で動くことが増加した。
　一般廃棄物に関しては、前期分の汚水の大掃除分が加算されていることと、
油（リサイクル可）が、廃水・汚水（リサイクル不可）として廃棄されていた、そのため今後
このようなことがないように取引業者と打ち合わせ済。

適用される主な事項

特定家庭用機器（テレビ、冷蔵庫、電気洗濯機、家庭用エアコン等）の廃棄時のリ
サイクル化への協力（リサイクル券の確認）
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