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1.組織概要 
 

・事業所名及び代表者名 
TOHTO 株式会社 
取締役社長 野澤 剛 

 
・所在地 

本  社   ：東京都品川区南大井 6-25-3 いちご大森ビル 5F 
大阪営業所  ：大阪市淀川区西中島 3-7-13 新大阪サクセスビルイースト 501 
御殿場事業所：静岡県御殿場市板妻字大手 3-9 
京浜島事業所：東京都大田区京浜島 2-7-2 

 
・環境管理責任者、及び連絡先担当者 

環境管理責任者： 野澤 剛  E-mail: t-nozawa@tohto-hydraulics.co.jp 
連絡先担当者  ： 高石 康郎 E-mail: takaishi@tohto-hydraulics.co.jp 

 
・事業活動内容 

油圧機器の輸入販売、油圧制御バルブブロックの製作販売 
 
・事業規模 

売上高 17 億円 / 2021 年度（2021 年 7 月～2022 年 6 月） 
 
・その他 

 本社 大阪営業所 御殿場事業所 京浜島事業所 
従業員数 17 人 4 人 11 人 5 人 
延床面積 269.10 ㎡ 82.83 ㎡ 569.8 ㎡ 468.79 ㎡ 

※2022 年 8 月時点 
 
 

2.対象組織 
 

・登録組織名 
TOHTO 株式会社 

 
・対象事業所 

本  社   ：東京都品川区南大井 6-25-3 いちご大森ビル 5F 
大阪営業所  ：大阪市淀川区西中島 3-7-13 新大阪サクセスビルイースト 501 
御殿場事業所：静岡県御殿場市板妻字大手 3-9 
京浜島事業所：東京都大田区京浜島 2-7-2 

  



3.環境経営方針 
 

<環境理念> 
 

TOHTO 株式会社は、製造/卸販売業を通じ、環境に配慮した事業活動を行い、 
エコアクション 21 環境経営システムの運用を基に事業活動を進め、環境に優しい 
企業を目指します。 
 

<環境活動方針> 
 

1. 低燃費車両の使用及び営業ルートの効率化を図り、CO2 排出量削減に取り組みま
す。 

 
2. 社内システムの効率化・継続的改善を行い、ペーパーレス化等に取り組みます。 

 
3. 節水を進め、水道水使用量を低減します。 

 
4. 環境関連法規等を遵守すると共に、内外に環境改善への活動を約束し、環境 

コミュニケーションを通じて公表します。 
 

5. 環境に配慮をした製品の拡販に努めます。 
 

6. グリーン商品購入を推進し、環境に配慮した調達活動を進めます 
 

7. 環境方針の掲示や社員指導を通し、全従業員にエコアクション 21 環境経営システム
への周知・徹底を進めます。 

 
制定日 2014 年 7 月 1 日 
改定日 2016 年 7 月 1 日 

TOHTO 株式会社 
取締役社長 野澤剛 

  



4.環境経営目標 
 

長期目標 

 
●基準年度は、2017 年度（2017 年 7 月～2018 年 6 月） 
●CO2 排出係数は下記の値を使用 

本社、京浜島:東京電力エナジーパートナー（株）の調整後排出係数 0.491kg-CO2 / kW 
御殿場    :中部電力（株）の調整後排出係数 0.482kg-CO2 / kW 
大阪     :関西電力（株）の調整後排出係数 0.496kg-CO2 / kW 

●PRTR 制度対象の化学物質の使用はなし。 
●御殿場事業所にエアコンを導入してから 1 年以上経過し(2021 年 5 月～)、これまでとは 

傾向の異なる電気及び都市ガス/液化ガスの使用実績のデータを得た。 
 今後は本年度の結果を新たな基準年として、長期目標を制定する予定。 

  

基準年度 2020年度 2021年度 2022年度

1.二酸化炭素排出量削減
電気 [㎏-co2] 32,581 △2% 31,930 △3% 31,604 △4% 31,278

ガソリン/軽油 [㎏-co2] 27,185 △2% 26,642 △3% 26,370 △4% 26,098
都市ガス/液化ガス [㎏-co2] 8,743 △2% 8,568 △3% 8,481 △4% 8,393

co2合計 [㎏-co2] 68,509 △1% 67,824 △2% 67,139 △3% 66,454

2.廃棄物排出量削減
一般 [t] 1361.80 △4% 1307.00 △6% 1280.00 △8% 1253.00
産廃 [t] 5.78 △4% 5.55 △6% 5.43 △8% 5.32

3.総排水量削減
水道水使用量 [㎥] 771 △2% 756 △3% 748 △4% 740

4.事務用品のグリーン購入
購入品全体に対する割合 [%] 61% 62% 63% 64%

5.環境に優しい商品の拡販
該当製品の売り上げ増加率 [%] 2017年度 +5% +10% +15%



5.環境経営計画 
 

社用車の CO2 排出量の削減 ① 効率的なルートでの移動 
② 公共交通機関の利用 
③ エコドライブの徹底 

一般廃棄物排出量の削減 ④ ペーパーレス化(E-mail 等の活用 
⑤ 排紙のリサイクル化 
⑥ 分別の徹底 

節水 ⑦ 水道使用量の削減 
⑧ 水道の漏れチェック 

環境に優しい商品の拡販 ⑨ 環境に優しい商品の PR 
⑩ パンフレットの作成 

グリーン商品の購入 ⑪ グリーンマーク商品の購入 
 
 

6.1.実施体制 
 

  

代表者 ・環境管理責任者を任命

・環境方針の制定

・環境経営システムの実施及び管理に必要な資源の準備

・環境経営システムの定期的見直しの実施

・社内情報の外部公開可否決定

環境管理責任者 ・環境経営システムの確立、実施、継続的改善

・会長への環境経営システムの実施状況報告

・環境関連法規の遵守確認

・環境活動レポートの承認

EA２１事務局 ・環境活動取組のチェック及び評価

・それぞれの業務・役割に応じ、必要な教育訓練を適切に計画・実施

・推進機関であるEA21EMSの事務局の責任者として事務局運営

・環境活動レポートの作成

部門責任者 ・環境経営システムの方針、実施計画を自部門で実施、維持、継続的改善

・環境活動の各取り組みの実施及び達成状況の報告

全従業員 ･定められた環境方針の理解

・環境活動への自主的な取り組み

高石　康郎

EA２１事務局

経理営業技術部（本社・大阪）

野澤　剛

御殿場事業所

代表者/環境管理責任者

児山

京浜島事業所

藤本

役割・責任・権限

川崎 佐藤



6.2.取組内容 
 

   



7.1 計画の実績・取り組み結果とその評価(2021 年度) 
 

※1 御殿場事業所は昨冬までガス暖房を使用していたが、今冬よりエアコンを 
使用している。(導入は 2021 年 5 月～) 
導入から丸一年以上が経過し、今回 1 年分の電気及びガスの使用量データが 
得られたため、2021 年度の使用量を基にした目標の設定を予定。 

※2 コロナ禍により、顧客対応は電話/Web 会議での対応が増加し、客先への訪問 
回数は減少。 

※3 営業先により、公共交通機関+レンタカーの使用を実施。 
   また、返却場所の選択により、レンタカーの走行距離削減を実施。 

  

2021年度
目標値

2021年度
実績

判定 評価
2020年度

実績(参考)
1.二酸化炭素排出量削減

電気  [㎏-CO2] 31,604 43,608 × 目標未達成
御殿場事業所の空調システム
変更の影響が大きく、目標値の
見直しが必要。※1

33,822

ガソリン/軽油  [㎏-CO2] 26,370 13,389 ◯ 目標達成(96%オーバー達成) ※2,3 17,337
都市ガス/液化ガス [㎏-CO2] 8,481 1,124 ◯ 目標達成(654%オーバー達成) ※1 6,847

CO2合計 [㎏-CO2] 67,139 58,121 ◯ 目標達成(15%オーバー達成) 58,006
2.廃棄物排出量削減

一般 [kg] 1,280 816 ◯ 目標達成(56%オーバー達成) 675
産廃 [kg] 5,430 3,530 ◯ 目標達成(53%オーバー達成) 3300

3.総排水量削減
水道水使用量 [㎥] 748 605 ◯ 目標達成(23%オーバー達成) 519

4.事務用品のグリーン購入
購入品全体に対する割合 [%] 63% 57% × 50%

5.環境に優しい商品の拡販
該当製品の売り上げ増加率 [%] +10% -30% × -44%

目標未達成
但し、昨年度:-44%からは良化して
いるため、商品のPRは継続して実施
する。

目標未達成
但し、昨年度:50%からは良化して
いるため、年間実施していた周知
徹底の効果はあったと判断する。
継続し、来年度の目標達成をめざす。



7.2.次年度の目標及び計画 
 

御殿場事業所の作業環境の変化に伴う電気-ガスの使用量のバランス変化、コロナ禍での 
客先訪問の回数減少は次年度も継続されると考えられるため、下表の活動は継続しつつ、
数値目標は今年度の結果を基準として慎重に設定する。 
 

社用車の CO2 排出量の削減 ① 効率的なルートでの移動 継続 
② 公共交通機関の利用 継続 
③ エコドライブの徹底 継続 

一般廃棄物排出量の削減 ④ ペーパーレス化(E-mail 等の活用 継続 
⑤ 排紙のリサイクル化 継続 
⑥ 分別の徹底 継続 

節水 ⑦ 水道使用量の削減 継続 
⑧ 水道の漏れチェック 継続 

環境に優しい商品の拡販 ⑨ 環境に優しい商品の PR 継続 
⑩ パンフレットの作成 継続 
⑪ 鉛フリー材料の積極的使用 新規 

グリーン商品の購入 ⑫ グリーンマーク商品の購入 継続 
 
 

8.環境関連法規への違反、訴訟等の有無 
 

当社に適用される主な環境関連法規は以下の通りで、これらへの違反はありませんでし
た。なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去 3 年間ありませんでした。 

2021 年度において、環境関連法規の違反、訴訟等はありませんでした。 

  

適用関連法規等 遵守状況の確認、評価
東京都環境確保条例 遵守
大阪府生活環境の保全等に関する条例 遵守
大阪市廃棄物及び減量推進及び適正処理及び生活環境の清潔保持関する条例 遵守
静岡県生活環境保全に関する条例 遵守
使用済み自動車の再資源化等に関する法律 遵守
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 遵守
特定家庭用機器再商品化法 遵守
使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 遵守
廃棄粒の処理及び清掃に関する法律 遵守



9.代表者による全体評価と見直し結果 
 
エコアクション 21 への取り組みでは、 
・作業環境改善の為、御殿場事業所にエアコンを設置してから 1 年以上(2021 年 5 月～)が 
 経過しました。 

目論見通り、ガス使用量は大幅に減少しました。(年間 CO2 排出量:昨年比約 1/6 以下) 
想定通りですが、電気使用量は増加しましたので、今後は節電を意識することにより、 
エアコンを設置した効果を増やしていくことを狙います。 

・2022 NEW 環境展へ自社ブースを出展し、環境に優しい商品の PR を行いました。 
 同時に、他社ブースの見学を通じ、他社の取り組み、業界のトレンドを学習しました。 
 参加者:野澤、営業部全員(大阪営業所所属社員含む)、技術部全員 
・弊社が環境に優しい商品として推奨している商品に Stucchi 社の製品があります。 

その Stucchi 社の社長が来日した際、商品の販売拡大を狙い、顧客訪問、意見交換を 
積極的に実施しました。 

 
TOHTO 株式会社 

取締役社長 野澤剛 
 


