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《ご挨拶》 
 株式会社町田ギヤー製作所は1949年創業以来、建設・農業用機械をはじめと

した機械向け歯車の製造業として歩んでまいりました。顧客ニーズや産業構造

の変化に柔軟に対応し、歯車メーカーとして信頼される企業を目指しておりま

す。企業の変革が環境に与える影響が大きいことを受け止め、次頁の環境方針

を基に環境活動を展開し、地球環境に優しい企業として、環境への配慮も企業

活動の大きな役割として捉えた新たな一歩を踏み出しました。 

以下、「環境活動レポート」としての取り組みをまとめましたので、私たちの

取り組みをご高覧の上、ご指導、ご指摘をいただき、次の環境活動に生かして

いきたいと存じます。 

株式会社 町田ギヤー製作所 

代表取締役社長 町田 和紀 
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1.環境経営方針 

〔基本理念〕 

株式会社町田ギヤー製作所は、歯車の製造事業が地域社会や地球環

境と深く関わり合っている事を認識し、地球環境の保全と環境に関

わる社会貢献を目指した企業活動を推進します。 

〔基本方針〕 

株式会社町田ギヤー製作所は、環境マネジメントシステムを確立し、

実行し、継続的な改善を行うことにより、地球環境への負荷を削減

し、社員一丸となって地球環境の保全に積極的に取り組みます。 

1 当社の事業である歯車の製造における、環境への影響を的確に捉え、技術

的・経済的に可能な範囲で当社の環境目的・環境目標を定め、見直しを行い

ながら、環境保全活動の継続的改善と汚染の予防に努めます。 

2 事業活動に関連した法規制、その他の要求事項などを遵守し、業界の行動規

範を尊重して地域社会との協調に努めます。 

3 環境経営方針は、事業所内に掲示し、教育及び各種会議を通じ、全従業員の

理解を深めます。 

4 環境経営方針は、従業員に周知させるとともに、社外に公開します。 

2016年 1月 1日 

株式会社町田ギヤー製作所 

代表取締役 町田和紀 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.事業活動の規模 

 
1、 事業所及び代表者名          株式会社 町田ギヤー製作所 

代表取締役社長 町田和紀 

 

2、 所在地                〒370-0871 群馬県高崎市上豊岡町 530 

 

3、 環境保全関係の責任者及び事務局    環境管理責任者及び EA21 事務局：嶋田圭児 

                       TEL：027-324-0045 FAX：027-326-9362 

 

4、 対象範囲               株式会社町田ギヤー製作所 全組織・全活動 

 

5、 レポートの対象期間    72 期（2020 年 12 月～2021 年 11 月）の 12 ヶ月間の活動 

 

6、 事業活動の内容            建設機械や航空機産業向け歯車部品の製造 

 

7、 事業規模 

活動規模 単位
2021年度
（72期）

2020年度
（71期）

2019年度
（70期）

2018年度
（69期）

2017年度
（68期）

主要製品生産量 千個 308 243 349 441 379
従業員数 人 45 46 49 53 51
延べ床面積 ㎡ 3310 3310 3310 3310 3310
二酸化炭素排出量 Kg-CO2 383,850 317,413 367,855 316,573 321,849
排出係数は 0.455（kg-CO2）を使用（令和 2 年 1 月 7 日発表資料） 
 

8、 沿革 

年　　月 事　　　　　柄　
昭和20年11月 高崎市成田町10番地において各種歯車の設計、加工、販売を目的として個人経営にて発足
昭和24年12月 株式会社町ギヤー製作所として設立
昭和29年1月 旋盤工場を併設
昭和32年6月 高崎市高砂町に工場を建設、移転
昭和45年3月 改組以来の代表取締役町田亘男死去に伴い、町田一明が代表取締役に就任
昭和46年3月 資本金900万円に増資
昭和49年11月 現在地（高崎市上豊岡町530番地）に向上を新設、移転操業を開始
平成3年5月 材料切断工場を増設
平成6年11月 資本金1,000万円に増資
平成8年9月 同敷地内第二工場を新設
平成15年2月 ISO9001：2000認証取得
平成15年8月 同敷地内に製品倉庫を増築
平成15年10月 群馬県より「1社1技術」企業の選定を受ける
平成24年5月 環境省の定める「エコアクション21」の認証取得
平成24年9月 経済産業省「革新的低炭素技術集約国内産業推進事業」に採択される
平成27年2月 JIS Q 9100：2009認定取得
平成28年1月 代表取締役社長に町田和紀、代表取締役会長に町田一明就任
 



3.エコアクション 21 推進組織図 

【EA21事務局】【環境委員会】
（半期1度開催）

製造部

【環境管理責任者】

【最高責任者】
代表取締役

総務部
 

最高責任者 

① 環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当者には現在

の職務に関わり無く、兼任で責任と権限を明示する。 

② エコアクション 21 の構築・運用・維持に必要な経営諸資源を準備する。 

③ 環境方針を制定する。 

④ エコアクション 21 の構築・運用に関する情報を収集し、環境方針・環

境目標をはじめ、システム全体の見直しを行い、必要に応じて改訂を

指示する。 

⑤ 課題とチャンスの明確化 

環境管理責任者 

① エコアクション 21 に関する経営諸資源の合理的・効果的な運用を図り、

目的を達成するために環境委員会を運営する。 

②エコアクション 21 の構築と運営を円滑に行い、最高責任者による見直

しの為の情報として、構築・運用に関する情報を提供する。 

EA21 事務局 

①事務局として、環境管理責任者を補佐し、エコアクション 21 に関する

実務全般を所管する。 

環境委員会 

①最高責任者・管理責任者・事務局・製造部・総務で構成し、環境管理責

任者が召集する。 

②環境目標の設定、環境活動計画の策定及び進捗管理について協議する。 

③最高責任者またや環境管理責任者が必要と認めたものは出席すること

ができる。 

 

 

 

 



4.環境経営目標とその実績 
 

① 売上高 100 万円あたりの二酸化炭素排出量の削減 

今年度目標・・・71 期実績に対して 1％削減 

中長期目標・・・71 期実績に対して 73 期-2％、74 期-3％、75 期-4％ 

 

71 期実績 735.3kg/百万円 

          

72 期実績 637.6Kg/百万円 

前期比-13.29％ 

今年度目標達成  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 売上高 100 万円あたりの廃棄物排出量の削減 

今年度目標・・・71 期実績に対して 3％削減 

中長期目標・・・71 期実績に対して 73 期-4％、74 期-5％、75 期-6％ 

71 期実績 357.5kg/百万円 

           

72 期実績 290.1kg/百万円(総量:174,620kg 有価物を含む) 

 前期比-18.87％ 

今年度目標達成 

 

 

 

 

 

取組みと評価が増加したことにより、切粉排出量が増加し、全体の排出量としては昨

年よりも増加しているが、売り上げの増加分により目標は達成している。 

次年度の取組み 

廃棄物を増やさない事はもちろんだが、増える、減る要因を正しく把握する。 

取組みと評価 

エアコン設備の導入などが進み、電力使用量は増加して、代わりに灯油使用などが減少、

リモートによる打合せの定着などにより、客先訪問などは減少し、ガソリン使用量も減少、

売り上げの増加もあり、目標を大きく達成することができた。 

次年度の取組み 

エアコン設備の追加などが予定されている為、電気使用量は増加が予想される、職場環境

改善と同時に節電指導など、排出量の増加をできるだけ抑える取り組みも行う。 



③ 従業員一人当たりの水資源投入量の削減 

今年度目標・・・71 期実績に対して 1％削減 

中長期目標・・・71 期実績に対して 73 期±0％、74 期±0％、75 期±0％ 

71 期実績 0.713 ㎥/人 

            

実績値 72 期実績 0.816 ㎥/人 

 前期比 14.4％増加  

今年度目標未達成 

 

 

 

 

 

 

④ 化学物質取り扱い及び管理の徹底 

今年度目標･･･管理の把握 

中長期目標・・管理の徹底 

 

 

 

 

⑤ 本業に関する目標 

  今年度目標･･･製品不良の減少  月平均 11 件(年間 130 件)以下⇒17 件 

  中長期目標…製品不良月平均 11 件以下（年間 130 件以下）にする 

今年度目標未達成 

 

    

 

 

 

 

 

取組みと評価 

人員の減少があったが、使用料は増加している為、目標未達成となった。 

次年度の取組み 

使用量を増やさないための節水活動を行っていく。 

取組みと評価 

取り扱い切削油のデータシートを入手し、化学物質に該当するものが無いか調査した。 

 

取組みと評価 

月単位で不良件数を確認し、製造課への情報発信を行い、不良発生の増加を抑え

るようしてきた。新入社員や人の入れ替わりによって発生するミスによる不良を

抑えるため、作業手順の標準化などを行った。 

 

 

 

 



5.代者による全体評価と見直しの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括 

二酸化炭素排出量削減 
電気の使用による排出は増えているが、売り上げの増加でカバーできているので、引き続き節電

への取り組みを続けていく、ガソリン使用量が落ちているのは、人の往来が減りリモートによる打

合せなどが活用できているためだと思われる。 

 

廃棄物削減 
売上に伴い、切粉などの廃棄物は増加しているが、その他の廃棄物はあまり増えなかった為、引

き続き廃棄物を出さない取り組みを続けていく。 

 

排水量及び水使用量 
 人員減に対して、使用量は増加をしている、大きく削減するのは難しいが、異常が発生していな

いかなどを監視し、増加しないようにすること。 

来年度（73 期）目標について  

二酸化炭素排出量削減目標 

単年度目標 71 期実績に対して 2％減  

中長期目標 71 期に対して 74 期 4％減、75 期 5％減、 

廃棄物削減目標 

単年度目標 71 期実績に対して 4％減 

中長期目標 71 期に対して 74 期 5％減、75 期 6％減、 

排水及び水使用量目標 

単年度目標 71 期実績に対して±0% 

中長期目標 71 期に対して 74 期±0%、75 期±0%、 

化学物質取扱及び管理の徹底 

単年度目標 管理の徹底 

中長期目標 管理の徹底 

本業の関する目標 

単年度目標 月の不良発生件数を 11 件以下（年間 130 件以下）にする 

中長期目標 74 期 11 件以下、75 期 11 件以下、 

 

◎環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画、実施体制に変更なし 

◎外部からの苦情はなし 



 

7.環境関連法規制の遵守 

 

 
1.当社に適用となる主な環境関連法規 

法規制等の名称 遵守項目 遵守状況

騒音規制法 特定施設設置届 遵法

振動規制法 特定施設設置届 遵法

悪臭防止法 その他 遵法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
マニフェスト管
理及び交付
状況報告 遵法  

 

 

2.環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

2021 年 11 月 30 日の環境関連法規遵守状況を確認しました。 

尚、関係当局よりの違反などの指摘は過去 3 年間ありません。 


