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≪ご挨拶≫
株式会社羽鳥鐵工所は、見積・機械加工・溶接から組立・検査までをトータル
で行い、各種機械部品の製作をしております。
近年の環境問題なども考慮し、環境への配慮も企業活動の大きな役割と思い
「エコアクション２１」認証を取得し、活動を続けております。

以下、「環境経営レポート」としての取り組みをまとめましたので、技術屋たちの
考えた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
生かして行きたいと存じます。

株式会社羽鳥鐵工所
代表取締役社長

羽鳥　武久
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1１．経営環境方針

環境経営方針

［基本理念］

私達は、次の世代に豊かな環境を残すために、日常の事業活動の中で実現可能

な範囲で環境の保全を考慮した活動を行います。

［基本方針］

当社事業において技術的・経済的な事情を考慮の上、環境保全活動を推進する

にあたり以下に主な活動項目を掲げ取り組みます。

１ 二酸化炭素排出量削減のため、電力消費量の削減、ガソリン・軽油などの化

石燃 料の削減に努めます。

２ 事業活動により発生する廃棄物のリサイクルを推進して、限りある天然資源

の有効 利用に努めます。

３ 限りある水は、使用量削減のため節水に努めます。

４ 事業活動において、環境に関わる法律・規制その他公的基準を順守します。

５ 環境方針や環境保全活動を、全従業員・協力会社に周知し意識の向上を図

ります。

６ 環境管理に関する情報は、広く一般に開示し地域社会とのコミュニケーション

を図ります。

７ 環境経営の継続的改善を実施します。

２０２２年４月１６日

株式会社 羽鳥鉄工所
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1．　事業所及び代表者名

株式会社　羽鳥鐵工所
代表取締役社長　羽鳥　武久

2．所在地

　〒370-0871　群馬県高崎市上豊岡町５７１番地の２
　 　（群馬八幡第二工業団地内） 

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者：　代表取締役社長　　羽鳥　武久
環境管理責任者：　製造課長　長井　寛典  
担当（ＥＡ２１事務局）：　製造係長　龍見　雄史
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 福田　流聖
TEL　：　027-343-5115
FAX　：　027-343-1955

4．対象範囲

株式会社羽鳥鐵工所　全組織

5．レポートの対象期間

２０２０年９月１日より２０２１年８月３１日　の１年間
免震装置

6．事業の内容 組立中です

各種機械部品の加工、組立、性能検査、溶接の全般
多品種・小ロットの生産
【主な製造品目】
・各種コンベヤーチェン及びスプロケット・ホイル
・各種プレス・ダイクッション及びプレス防震脚
・各種除震装置及び防震装置
・各種専用工作機械部品各種免震装置

7．事業規模

工場建物 ㎡ 2,840 2,840

従業員数 人 35 31
工場敷地 ㎡ 5,237 5,237

２．事業活動の規模

活動規模 単位 2019年度 2020年度
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最高責任者 【代表取締役　羽鳥　武久】

①環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当責任者

　には、現在の責務に関わりなく、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（人材・

　資金・機器・設備・技術・技能を含む）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、必要に応じ改訂

　を指示する。

環境管理責任者 【長井　寛典】

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の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による

　見直しのための情報として、構築･運用に関する情報を最高責任者

　に提供する。

事務局 【龍見　雄史】【福田　流聖】

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 最高責任者･環境管理責任者･事務局・役職で構成し、月1回環境管理

毎月第一火曜日 責任者が召集する。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。環境管理責任者が必要と認めた者は出席す

ることができる。

総務部・営業部製造部

３．エコアクション２１　推進組織図

職名 役割

【最高責任者】
代表取締役社長

羽鳥　武久

【環境委員会】
（月１回開催）

【環境管理責任者】
長井　寛典

【事務局】
龍見　雄史
福田　流聖
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1．主要な環境目標と環境負荷・実績

二酸化炭素排出量・油使用量・廃棄物・水資源投入量・化学物質使用量
売上げに応じて、百万円当たりの数値としています。

１．レポート対象期間

＊今年度(2020年9月～2021年8月）の目標は、前年度（2019年9月～2020年8月）の実績から1％減を目指しています。

電力 500.44 495.44 471.17

ガソリン 30.07 29.77 28.20

軽油 9.12 9.03 10.94

灯油 2.18 2.16 2.21

合計 541.81 536.39 512.52

123829.00 122590.71 115670.25

油性 3.68 3.64 4.76

合計 3.68 3.64 4.76

840.00 831.60 1074.00

金属排出量 250.14 247.64 226.94

ゴミ排出量 2.95 2.92 3.00

水溶性廃油 9.63 9.53 11.96

合計 262.72 260.09 241.90

60044.00 59443.56 54597.00

水資源投入量
（㎥/百万円）

水道使用量 1.98 1.96 1.95

453.00 448.47 441.00

トルエン 1.62 1.57 1.16

合計 1.62 1.57 1.16

371.20 367.49 262.16

2

1

廃棄物　総排出量

水資源　総使用量

化学物質　総使用量

5

4

3

４．環境目標とその実績

№ 環境目的項目 管理項目 2020年度目標 2020年度実績

二酸化炭素排出量
(kg-CO2/百万円)

2019年度実績

二酸化炭素　総排出量

油　総使用量

油使用量
（㎏/百万円）

廃棄物
(kg/百万円)

化学物質使用量
（kg/百万円）



２．次年度・中長期目標 5

＊次年度（2021年9月～2022年8月）の目標は、今年度の実績から1％減を目指しています。

＊中長期の目標は、今年度を基準年とし、3年後に3％減を目指しています。

電力 466.46 461.79 457.18

ガソリン 27.92 27.64 27.36

軽油 10.83 10.72 10.62

灯油 2.19 2.17 2.14

合計 507.39 502.32 497.30

114513.55 113368.41 112234.73

油性 4.71 4.67 4.62

合計 4.71 4.67 4.62

1063.26 1052.63 1042.10

金属排出量 224.67 222.42 220.20

ゴミ排出量 2.97 2.94 2.91

水溶性廃油 11.84 11.72 11.60

合計 239.48 237.09 234.72

54051.03 53510.52 52975.41

水資源投入量
（㎥/百万円）

水道使用量 1.98 1.96 1.94

259.54 256.94 254.37

2021年度目標

1

二酸化炭素　総排出量

二酸化炭素排出量
(kg-CO2/百万円)

№ 環境目的項目 2023年度目標管理項目 2022年度目標

2

油使用量
（㎏/百万円）

油　総使用量

3

廃棄物
(kg/百万円)

廃棄物　総排出量

4
水資源　総使用量



３．過去の実績 6

電力 515.55 548.51 500.44

ガソリン 28.09 34.66 30.07

軽油 9.98 11.20 9.12

灯油 1.78 2.12 2.18

合計 555.40 596.49 541.81

156089.40 140520.23 123829.00

油性 4.63 6.55 3.68

合計 4.63 6.55 3.68

1300.00 1540.00 840.00

金属排出量 254.76 242.01 250.14

ゴミ排出量 2.45 2.87 2.95

水溶性廃油 4.24 4.01 9.63

合計 261.45 248.89 262.72

73332.00 58574.00 60044.00

水資源投入量
（㎥/百万円）

水道使用量 1.85 2.08 1.98

519.00 489.00 453.00

トルエン 1.51 1.58 1.62

合計 1.51 1.58 1.62

422.24 371.20 371.20

5

化学物質使用量
（kg/百万円）

化学物質　総使用量

2

油　総使用量

3

廃棄物
(kg/百万円)

廃棄物　総排出量

2019年度実績

1

二酸化炭素排出量
(kg-CO2/百万円)

二酸化炭素　総排出量

№ 管理項目 2017年度実績 2018年度実績

4

油使用量
（㎏/百万円）

環境目的項目

水資源　総使用量



＊2020年度（2020年9月1日～2021年8月31日）の1年間の活動の取組みと評価。 7

№ 環境目標と実績 取り組んでいる項目

①空調温度適正化・表示・提案

②照明不要時のＯＦＦの推進

③機械・エアコンの電源タイミング管理

④エアコン・扇風機・ストーブ清掃の実施

⑤溶接機の漏電チェック

⑥社用車の点検整備・エコドライブ推進

①切削油の飛散防止

②油漏れの確認

③油類の在庫管理

①分別ルールの報告・管理

②廃棄物置場の管理

③裏紙使用・回収ルールの管理

④ダンボール・梱包材の再利用推進

①毎月のメータを確認する（漏水確認）

②節水表示確認、提案（手洗い場・トイレ）

●目標は達成できなかった
・前年に機械のメンテナンス時期を減らして油の使用量を減らすこと
ができたが、今年度の使用量えた。
トラブルによる流出などは無かったので、交換のタイミングが重なっ
てしまったことが原因。

2

●次年度の取組
･金属は材料購入時に、未加工か６Ｆかコストの兼ね合いも考慮して
細かく計算しながら検討していく。

・水溶性切削油については、特に大型の機械の切削油交換サイク
ルを決めてスケジュールを立て、一度に大量に廃棄する事のないよ
うに工夫する。

●目標は達成できた
・金属については仕事の内容による影響が大きい。しかし、今年度
力を入れた取り組みの一つである、材料を６Ｆ加工して購入したこと
が効果を上げている所もあると思われる。

・水溶性の廃油について、大型の機械の切削油の入れ替えをしたた
め、廃油が増える結果となった。

4

●次年度の取組
・メンテナンス時期を目で見て把握できるものとし、一度に油の交換
が行われないようにタイミングを工夫する。

油使用量の削減
（kg／売上百万円）

前年度に対して
1％削減目標

3

廃棄物の削減
（kg/売上百万円）
前年度に対して
1％削減目標

●次年度の取組
・引き続き普段からの節水を呼びかけ、また作業で使う水もできるだ
け回収し、再利用する方法を増やしていく。

前年度より1．42％削減

○

前年度より7．92％削減

〇

前年度より29．48％増加

×

●目標は達成できた
・焼き入れや洗浄などの水を多く使う作業が比較的少なかったため
だと思われる。また、手洗い時のこまめな節水意識の高まりが表れ
ている。

水資源投入量の削減
（㎥/売上百万円）
前年度に対して
1％削減目標

５．環境活動計画の取組みと評価

活動の実施状況の評価

1

二酸化炭素排出量の削減
（kg-CO2/売上百万円）

前年度に対して
1％削減目標

前年度より5.41％減少

○

●目標は達成できた。
・最重要項目である電力の総量は減らせた。

・工場内の照明をＬＥＤ化した際、こまめにオンオフできるようにス
イッチを細かく分けて設置した。工場内で必要な照明のみ点けること
で節電につながっている。

・ガソリンは削減できたが、軽油が増えた。

●次年度の取組
・新型コロナ対策で工場内を換気しているため、灯油ストーブの使用
頻度が増えたため灯油が減らせなかった。灯油使用量の増加を最
小限におさえるための工夫を検討する。

・工場内の照明のスイッチを細かくオンオフするルールをさらに煮詰
め、作業環境を維持しながら節電できるよう作成する。

・トラックによる配達も同じ方面の配達は一度に行けるようにするな
ど、配達ルートを都度見直す。
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№ 環境目標と実績 取り組んでいる項目

①取扱商品・購入量の把握

②ＭＳＤＳの入手

③取扱商品一覧表の管理

④保管ルールの確認

①不良の記録・報告

②ｽﾛｰｱｳｪｲﾁｯﾌﾟ､ﾄﾞﾗｲｶｯﾄへの移行

③工具の在庫管理

④計測器の管理

⑤溶接棒の使用管理

⑥組立時間の短縮・作業マニュアル化

⑦加工時間の短縮・作業マニュアル化

⑧労働災害防止の徹底

5
前年度より28．48％削減

〇

活動の実施状況の評価

6 加工・製造に関する目標

●次年度の取組
･新型コロナ対策を行った発表会を、さらに安全で有意義な活
動に繋げていけるよう検討していく。

●目標は達成できた
・塗装前の製品の脱脂などで、脱脂の重要度によって再利用
のシンナーを使うようにして、無駄に廃棄する廃シンナーを
減らしている。

●次年度の取組
・仕上げ前の脱脂など一度使ったシンナーを再利用するため
に分別保管し、状況によって使い分けられるようにする。

●継続中
・５Ｓ活動は密を避けるような活動をグループごとに提案し
ている。
　
・５Ｓ活動発表会も集まった形の発表会形式をやめ、発表会
で伝えたいことを掲示版を使って発表した。発表内容に対す
る意見や感想は全社員がコメントを残す形で行った。

・加工の段取りマニュアルや組立作業のマニュアルを作成を
継続していく。今まで共通のマニュアルが無かった部門でも
マニュアルを作成し、時間の短縮や不良の削減に繋げたい。

化学物質使用量削減
（kg/売上百万円）
前年度に対して
1％削減目標



9購入電力量の推移

活動を始めてからの購入電力量の推移グラフ

夏場の冷房と冬場の暖房、エアコンの使用量が増加の原因になってい
る

意識が変わった
時期

削減だけを考え
た時期

作業性を重視し
た時期

暖房の使
用による増

冷房の使
用による増
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1．当社に適用となる主な環境関連法規

№
法律・条例

その他の名称
該当施設
適用項目

届出報告義務
許可

遵守

1 騒音規制法
コンプレッサー
　（２２kw）２機　（７．５ｋｗ）１機
プレス

●設置の届出
●変更の届出

○

2 振動規制法
コンプレッサー
　（２２kw）２機　（７．５ｋｗ）１機
プレス

●設置の届出
●変更の届出

○

3
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

マニフェスト管理
水銀使用製品廃棄物の表示

産業廃棄物収集運搬及
び処分業者との契約書

○

4 労働安全衛生法 全社 安全管理者の資格保有 ○

5 消防法 消防用設備 － ○

6 自動車リサイクル法 社用車 － ○

7 フロン排出抑制法
パッケージエアコン
（４．８ｋｗ）１２機　（２．５ｋｗ）２機
（１．６ｋｗ）２機　（０．７５ｋｗ）２機

●自主点検記録の保管
●点検及び整備に関わ
る記録の保管

○

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2020年9月1日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去３年間ありません。

６．環境関連法規制の遵守
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節電を行いCO2削減に

環境負荷とコストを削減し厳しい時代を勝ち抜こう

照明の数を増やして設置しスイッチも独立させることによって、

使用する状況に応じて、間引いて点灯させることができるよう

になり、必要な場所だけを最低限の電力で照らすことができる

照明のスイッチとそれに

対応している照明の場所

が分かりやすく図で表示

し、節電しやすい様に工

必要な場所だけ間引いて点

エアコンに関する表示

稼働時間や設定温度によるＣＯ２削減率を具体的に数字で表

し効果をわかりやすくした



節水への呼びかけ 12

油の流出対策

節水を呼びかける表示を作成、具体的な数字を入れて表示した

環境活動への意識付け

ドラム缶置場にオイルパンを設置

オイルパンを設置し、摺動油・切削

油や廃油のドラム缶を配置していま

す。

油をこぼしてしまった時や外部から

ドラム缶の転倒対策

ドラム缶同士をバンドで固定して地震

などの際に転倒しないようにしていま

す
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新しいコンプレッサの導入

環境改善視点での業務改善

新しいコンプレッサを導入しました

以前のものに比べ稼働中の電力消費量が大幅に削減

出来るようになりました

また稼働中の音も以前のものより静かになり、助かって

います

コンプレッサを使用に関しての工夫

タイマー機能を使用し、電源の自動ON/OFFをおこない、

余分なコンプレッサの稼働を防止しています

細かなエアーの圧力調節を行い機械に適切なエアー供

給をおこない、 コンプレッサの無駄な稼働と機械への負

担を軽減しています



溶接工場に水冷扇と大型換気扇を導入 14

建物内

外観

水冷扇の設置

水冷扇と大型換気扇を設置したことで、空気の循環が良くな

ると思います

夏場など建物内の熱気などを排出することが期待でき、作業

者が快適に仕事に取り組める様になると思います

＊フナボリＨＰより画像使用

水冷扇で入口側から換気扇

側に風を送り循環効率をUP



効率的な工程管理をするための勉強会 15

自動加工機でのバリ取り工程を議題に工程管理について意見交換をおこなっ

・バリ取りの工程を除いても、劇的な時間短縮は望めない

・余裕のある時間で他の機械を操作した方が効率的である

しかし、加工内容や製品の種類によっては、手作業の方が効率的

な場合や手作業でなければ加工が困難な場合もある為

仕事に応じた対応力が必要である

ベテラン加工者や他の加工者の考えを聞く事で中堅加工者

のさらなる技能向上と若手加工者の意識向上を謀る

目的

ベテラン加工者
機械でできるものは全て

中堅加工者
人の手で行える箇所は人

の手でもいいのでは？

意見

機械の方が仕上がりが綺

麗で、加工者への負担が

少ない

また、空いた時間で他の作

機械稼働中、加工者に時

間の余裕が出来るので、そ

の時間でバリ取りをすれば、

機械のサイクル時間短縮で

き効率的では？

理由

まとめ



作業や資源の無駄をなくすためのミス削減 16

ミス集計 集計期間：2020年9月～2021年8月

12%

12%

35%
6%

12%

17%

6%

種類別ミスの割合

目的

全社員が仲間意識を持って対策をすることで二度と同じミス

をしない、させない

限りある資源について改めて考える

変 化

・社員同士が助け合うことにより、自分の苦手とすることを理解 し工夫がで

きるようになった

・各自が同じことを繰り返さない努力をおこなうことで、大がかりな対策は必要とせず、

良い方向へと導かれている

エコアクション21の活動と本業を結び付けて考えやすくなる

安全衛生委員を中心とした 『NO MORE ミス』 活動

イメージ図



新時代の5S発表会 17

5Sと合わせたエコアクションの活動報告会をおこないました

コロナの影響もあり、大人数で集まれない為、社内掲示という方

日頃から本業を意識していることの表れである

一人ひとりが

「一番好きな発表」

を選んで投票した

選んだ理由を必

ず記入してもらうことで、

次への活動に繋げるこ

とができ、前向きな活

動が続けられる

仕事に直結した活

動内容は、社員お互い

から高く評価されること

がわかった

人

気

投

票
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代表取締役社長　　羽鳥 武久

長年ＥＡ２１の活動をしていく中で、社員一人一人が資源を大切に
する行動を自然にできる様になってきたと感じる。

また昨年より過去にあった困った事や問題になった事を月間テー
マとして、発表し掲示して改善していく活動を始めた。

工場長　　丸山　徹

10．環境活動計画の取組みと評価

　
　昨年度よりエコアクション21担当者の育成に力を入れてまいりま
した。若手社員が事務局として加入したことで活動の色が変わっ
てきました。

　また、工場内の照明をLEDへと変更した際にスイッチを細かく設
置したことで、社員の環境への意識が高まったように感じておりま
す。

　力を注いでいるオリジナル5S活動は、『本業に繋げる』を各社員
がさらに意識し、コロナ禍という特殊な状況の中、社員は活動を止
めることなく新たなアイデアでより進化した活動となりました。

　強みである、「顧客に対し品質の良い製品を納期通りに提供す
る」、各技術者が「自信を持って提供する」を継続し、これからもよ
り良い製品づくりとリンクをさせたエコアクション21を継続していき
たいと考えております。
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労働災害を未然に防ぐ取り組みが出来たと思います。

安全衛生委員内でも役割を決めたので、各自が責任をもって定期
的に活動できていると感じます。

事務局　　福田　流聖

事務局・安全衛生推進者　　龍見　雄史

昨年に引き続き、コロナ渦での探りながらのＥＡ２１活動となりまし
た。

工場内の照明のＬＥＤ化については、機械の使用電力に比べると
照明の割合が低いために電力使用量の削減に大きく繋がってい
るか分からない部分もありますが、スイッチを細かく分けて不要な
照明をこまめに切るようにしているので、社員の節電に対する意
識は高まったと感じます。

５Ｓ活動との連携についても、大人数で集まっての活動や発表会
を行わずに、少人数での活動として発表も掲示をメインにしていく
など、集団感染を防ぐ形での活動を続けています。

このように、ＥＡ２１に繋がると思える事は小さな事でもどんどん試
していき、活動を維持していこうと考えています。

環境管理責任者　　長井　寛典

今年度は環境目標が概ね達成する事ができたと思います。
達成する事の出来なかった目標は改善を試みて改善出来るように
していきます。

「加工・製造に関する目標」は本業に繋がる項目なので継続してい
きながら良い方向に改善もしていけたら良いと思っています。


