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【基本理念】
ムサシ工業は、ますます深刻化する地球温暖化への対応や、

資源の有効利用が人類共通の重要課題と考えています。

鍛造品の生産活動を通して、地球温暖化問題への取り組みや

地域の環境活動に自主的・積極的に取組みます。

安全で安心して頂ける製品を効率的に、無駄なくタイムリ－に

お客様に提供することが当社の一番の環境対策と考えて、

従業員一丸となって継続的に改善活動に取組んでまいります。

【環境保全への行動指針】
①環境関連法規則や当社が約束したことを遵守します。

　率の向上に努めます。

⑥製品やサービスに関して効率的に取り組むことを宣言する。

⑧省人化技術の推進を行います。

致します。

制定日：　2011年9月8日

ムサシ工業株式会社

代表取締役 　堀川　眞男
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□環境経営方針

EA-21

②創意工夫による省エネルギ－により二酸化炭素排出量の

見直日：　201９年2月8日

⑦地域や関係団体の環境活動に積極的に参加します。

　削減に努めます。

③廃棄ロスをなくす等廃棄物の発生抑制につとめ、リサイクル

④適正な利用により水使用量の削減に努めます。

⑤安心で安全な製品をタイムリ－にお客様にお届けします。

上記環境方針を達成するために、経営資源を用意すると共に工
場長を環境管理責任者に任命し、EA21の要求事項を推進し、
かつ維持する責任と権限を与える。
尚、管理責任者には運用状況を少なくとも年２回報告させ評価



□会 社 概 要
事業所名 ムサシ工業株式会社
代　表　者 代表取締役　　堀川眞男

本 社 工 場 〒７０７－００１３
所　在　地 岡山県美作市吉２１４－３
電　　　話 （０８６８）７２－５８７１
（ Ｆ Ａ Ｘ ） （０８６８）７２－６１９８
Ｅ-ｍａｉｌ　 musashi-634@mx91.tiki.ne.jp
　 　 info@musashi-industry.com
大阪営業所 〒５５２－０００７
所　在　地 大阪市港区弁天５丁目３－１
　 ベイタワー大阪２０２号
電　　　話 （０６）４３９５－３７７７
（ Ｆ Ａ Ｘ ） （０６）４３９５－３７７８
Ｅ-ｍａｉｌ　 musashi@mocha.ocn.ne.jp
設　　　立
資　本　金 ３，０００万円
敷　　　地 ９，２６９㎡（２，８０３坪）
従　業　員 15名
営 業 種 目 各種精密型打鍛造及び仕上加工一式

ロープシーブ・クレーン用鍛工車輪・片及び両フック
フックブロック・各種荷役用省力化吊具・フリー鍛造

  型打鍛造・その他各種鍛造品・製缶溶接品・機械加工品
管理責任者 取締役工場長　　内海政樹

□主要鍛造設備
エアースタンプハンマー １基

１基
１基
１基

加熱炉 バッチ式重油炉 ２基
自動電気炉ビレットヒーター㈱ウチノ 4００kW １基

㈱ウチノ 5００kW １基
　 ㈱ウチノ 6００kW １基
ビレットシャー ㈱森鐵工所 １基

㈱万陽 １基
エンジンコンプレッサー 三井精機㈱ ＺＤ２３０Ａ ９基
クランクプレス 富士車輌 １０５（トン） １台

㈱コマツ １１０（トン） １台
玉機械製作所 １２０（トン） １台
㈱アマダ １５０（トン） １台

油圧プレス 村井工業㈱ ５００（トン） １台
　 川崎油工㈱ ６００（トン） １台

昭和45年2月20日
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ＬＢＳ　４００－Ｎ

ＮＥＷ－ＭＡＸ３５Ｓ　　３／４（トン）

ＮＥＷ-ＭＡＸ５５Ｅ　 　１．３（トン）
NEWTON　2000E　 　２．０（トン）
DIE－ＭＡＸ２２０Ｅ　 　５．０（トン）

Ｆ３Ｓ－７０ＤＡ



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名
ムサシ工業株式会社
代表取締役　堀川　眞男

（２） 所在地
本　　社 岡山県美作市吉２１４－３
工　　場 岡山県美作市吉２１４－３
大阪営業所 大阪市港区弁天５丁目３番１号

  ベイタワー大阪２０２号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 工場長　内海　政樹　　 TEL：0868－72－5871
担当者 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 三善　龍男　　 TEL：0868－72－5871

（４） 事業内容

（５） 事業の規模
製品出荷額 4.1億円/年
主要製品生産量 1,520トン/年

本社工場 営業所
15名 １名

９、２６９㎡ 20㎡ 　アルバイト他3名

（６） 事業年度 2月～1月

□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： ムサシ工業株式会社
　　対象事業所 本社・工場

営業所

対象外： 美作第２工場 現在貸倉庫のため除外
活動： 熱間鍛造品等の製造・販売

□事業や製品の紹介

精密熱間鍛造品の特徴は、製品質量が0.08～400kgと幅広く対応が

製造方法も金型からの一貫生産が可能です。
可能であり、材質も炭素鋼、合金鋼、SUS及びチタン合金も対応出来る。

ムサシ工業㈱

従業員　　　　　
延べ床面積　　　

EA-21 エコアクション２１

正社員8名　研修生等 4名

工場の主要製品：熱間鍛造品（工具関連部品、自動車及び内燃機部品）



□環境経営システム組織図

EA-21
事務局

事務所

大阪営業所

代表 環境管理

取締役 　　責任者 鍛造

品管・生産技術

□責任と権限

１．環境管理責任者の任命
２．環境方針の制定

代表者（社長） ３．経営システムの実施及び管理に必要な資源の準備
４．環境経営システムの定期的見直しの実施
５．社内情報の外部公開可否決定
１．環境経営システムの確立・実施及び維持するための処置
２．社長に対し、環境経営システムの実施報告

環境管理責任者 ３．環境経営システムの教育・訓練の計画・実施責任者
４．全員参画によるＥＡ２１の運営改善を推進
５．ＥＡ２１関連文書の作成、改廃、保管、伝達の業務を推進

　 １．文書類の作成・維持

事務局 ２．実施把握と進捗管理
３．目標未達時の原因究明と是正検討

・６大ロスの低減

鍛造部門 ・技能の向上と伝承

製造部門 ・５S活動の推進

（主な業務） ・品質向上活動による不良の低減

品管・生技部門 ・手直し削減のための鍛造部門への伝達
・５S活動の推進

・コピー用紙の削減

事務・営業所部門 ・節水
・節電

・当社は代表者から権限を委譲された環境管理責任者の下に具体的取組を推進する。

・当社は代表者から権限を委譲された環境管理責任者の下に具体的取組を推進する。

　　　役　　　　職 責　　　　任　　・　　権　　　　限

□環境経営組織図及び役割・責任・権限表
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　 チョコ停の低減　　　材料の引掛り及びコンベヤ噛込防止

二度焼き材の低減　　材料送り異常防止　

コイルの適性使用　　段替え時の事前用意

材料加熱の追い焼きの徹底

炉内搬入材料の定量化によるバラツキの改善

エア－漏れ防止及びコンプレッサ－の効率良い稼働

アイドリング等無駄な燃焼の削減

不必要な暖房の消火徹底

加熱炉の廃材の再利用化及び炉材の適正な選択

節水の啓蒙・表示

パトロールによる無駄な漏水の低減

工場の５Ｓの徹底

グリーン製品の購入を心掛ける

外国技能実習生のハンマー技能の習得指導（継続）

自動化技術移行のためのプロコン技術の開発

社員の環境への意識高揚のため朝礼や掲示板を活用し啓蒙を図る。

消火訓練及び油漏れ訓練の実施

二
酸
化
炭
素
排
出
削
減

製品見積時点での改善提案

炉の構造及び材質の改善による寿命延長

重油量の削減

電力量の削減

効率的な走行方法の改善

その他

ムサシ工業㈱EA21 エコアクション２１

ガソリン/軽油/灯油の削減

産業廃棄物の削減

節水

環境保全に配慮した製品造り

省人化技術の推進と鍛造技術の向上

□改善活動計画

□2021年度環境活動計画



削　減　項　目 単位 ２０１8年 ２０１9年 ２０20年 ２０21年

二酸化炭素排出量 ｋg-CO2 2,609,898 2,356,075 2,237,400 2,393,233

産業廃棄物排出量 ｔ 6.10 7.29 3.91 1.35

水使用量 m3 350 276 326 236

電力[中国電力）のＣＯ2排出係数は0.694kg-CO2を用いた。

全ての基準は2015年度とした。

単位 目標 実績 達成率

ｋg-CO2 3,163,180 2,393,233 132%

ｔ 4.68 1.35 347%

m3 355 236 150%

スクラップ廃棄物の削減 ｔ 530 529 100％

件 一件以上 0 未達成

製品への環境配慮　VE提案 件 23 22 96％

単位 目標 実績

電力 kwh 1,398,335 1,166,495 120% 達成

重油 ℓ 786,600 564,000 135% 達成

ガソリン ℓ 7,030 7,654 92% 未達成

軽油 ℓ 8,974 8,054 111% 達成

灯油 ℓ 6,098 6,640 92% 未達成

2021年2月～2022年１月

2021年2月～2022年１月

□2021年2月～2022年1月の目標と実績

二酸化炭素排出量削減

　項　目

□過去の環境負荷への負荷の状況

EA21

産業廃棄物の種類はレンガ屑及び廃プラとし体積換算値は1ｍ3＝0.35tとした。

過去の実績

エコアクション２１ ムサシ工業㈱

□環境経営目標及びその実績

水使用量削減

産業廃棄物排出量削減

□二酸化炭素排出燃料削減達成度

購入資材への環境配慮　事務用品ｸﾞﾘｰﾝ購入

達成度



の量も大幅に低減できた。重油値上がりや資材の値上

延長で廃棄物削減が急務である。

全員の意識が高くなり、パトロールでも問題はなく

節水の効果が現れている。今後もこの状態を続けて

いく。

スクラップ廃棄物の削減

の取組で削減を図る。

日頃から文房具等を購入する場合はグリ－ン品の

購入に気を付けて購入する。

見積時点でVE提案し、省資源、軽量化等の提案を

製品への環境配慮　VE提案の推進 織り込んで見積を行っていく。現状は見積の引合も

減少傾向である。

単位 ２０22年 ２０23年 ２０24年

3,129,883 3,098,584 3,067,598

6％ 7％ 8％

4.63 4.58 4.53

6％ 7％ 8％

352 348 345

6％ 7％ 8％

525 520 515

6％ 7％ 8％

24 25 26

13％ 14％ 15％

下段は削減％または増加％

（会計年度は２月～１月）

生産は落ち込んだままの状態が続いた。そのため

製品への環境配慮　VE提案の推進 件

ｔスクラップ廃棄物の削減

二酸化炭素排出量の削減 ｋg-CO2

産業廃棄物排出量の削減 ｔ

水使用量の削減 m3

□今後の環境経営目標

購入資材への環境配慮　事務用品ｸﾞﾘｰﾝ購入

二酸化炭素排出量の削減

2021年度は、2020昨年度に引き続き新型コロナの影響で

水使用量の削減

削　減　項　目 評　　　　価

EA21 エコアクション２１

□環境経営計画の取組結果とその評価・次年度計画

ムサシ工業㈱

対策効果は達成出来、炉の補修工事も減少し廃棄物

産業廃棄物排出量の削減

全体として目標を達成した。原単位でも綱目毎に

改善は見られた。

がりのため更に改善が必要となった。今後は寿命の

2021年は達成出来たが、まだ鋼材の歩留まりが悪い製品も

あり、継続的な改善が必要である。品質を確認しながら



□適用となる主な環境関連法規と遵守状況

遵守状況

環境基本法 事業活動全般（環境負荷の低減努力） ○

地球温暖化対策法 事業活動全般（ＣＯ２排出抑制努力） ○

○

大気汚染防止法 ○

県の指定地域外（プレス等計　9台有）

○

自動車ＮOｘ・ＰＭ法 ○

○

省エネルギー法 ○

消防法（危険物規制） 重油タンク届出済 ○

環境の保全と創造に関する条例

市からの指摘もなくまた近隣からの苦情もここ１０年以上ありません。

その他過去３年間法違反もありません。

ヂーゼルトラック車等対応済

廃棄物の適正処理（保管・処理委託実績報告、蛍光灯他）

○

騒音規制法、振動規制法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

加熱炉（重油炉２基、電気炉3基　届出）

岡山県条例 ○

届出必要なし

水質汚濁防止法（貯油施設）

ポリ塩化ビフェニル（PCB)の取り扱い

の規則に関する条例（処理済）H23.12.6済

エアードライヤー、エアコン、スポットクーラーの点検

重油タンク（２基）：事故時の対応と届出

省エネ努力義務

フロン排出抑制法

ムサシ工業㈱EA21 エコアクション２１

主な適用法規等 該当する活動

□環境関連法規等の遵守状況確認及び評価の結果、

　　　　並びに違反、訴訟の有無



【代表者による全体の評価と見直し・指示】

により加熱費や副資材費が値上がりし、今年度は続くと予想される。

１２名から5名に減少した。

従業員教育にも力を入れ、全員の知恵で原価低減活動を推進していきた

い。

ついては、値上げの検討も同時に推進していく。

このため、原価低減活動は一層推進していくが、重油加熱炉対象部品に

当社も大物製品は若干その傾向が現れてきた。今後期待している。

しかし、ロシアのウクライナ侵攻の問題で物価高やエネルギー価格の急騰

昨年末に発生したベトナム研修生の個人的な理由による急な退職で

今後はミヤンマー人の実習生の採用に切り替え改善を図りたい。

エコアクション２１ ムサシ工業㈱

□総括

EA-21

昨年も新型コロナの影響で4日/月程度の臨時休業を余儀なく行ったことに

より、生産量は一昨年度並で横這いであった。同業他社は回復傾向にあり




