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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　  共進金属工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　　清原　浩文　

１．

２．

①資源エネルギーの適正消費に努め、電力消費の削減及び化石燃料（灯油、

②廃棄物の削減と資源の再利用に取り組みます。

⑤化学物質に対して適正管理に努めます。

３．

４．

制定日： 2011年 9月12日
改訂日： 2019年 8月 1日
代表取締役　清原　浩文　

環境への取り組みを環境経営レポートとしてとりまとめ公表します。

ガソリン）の削減に努めます。

③水資源の適正消費に努め、水道水使用量の削減に努めます。

④梱包資材の減少や輸送方法の効率化を図り、環境に配慮します。

この環境経営方針は、全従業員に周知・徹底します。

環 境 経 営 方 針
＜環境理念＞

環境関連法規制や当社が約束した事を順守します。

次の事項に付いて環境経営目標・環境経営計画を定め、継続的な改善に努めます。

共進金属工業㈱はますます深刻化する地球温暖化や、地下資源の枯渇などの環境問題が、

経営の重要課題との認識にたち、製造・販売事業活動における環境負荷の低減を図る為に

業界・団体とも連携し、全社一丸となって自主的・積極的に環境活動に取り組みます。



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

共進金属工業株式会社

代表取締役社長　清原　浩文

（２） 所在地

本社・工場 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目6番21号

西工場 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目7番59号

新加美工場 大阪府大阪市平野区加美東4丁目3番33号（令和2年4月開設）

倉庫 大阪府大阪市平野区加美西1丁目3番6号

山口営業所 山口県光市浅江5丁目6番7号（平成28年8月開設）

東京営業所 東京都豊島区南池袋4丁目20番地9号109（平成27年6月開設）

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者 部長　 冨永　俊

連絡担当者 総務部 元山　佳子 TEL：06-6791-5516

（４） 事業内容

鉄道車両部品の製造及びオリジナルステンレス便器、洗面器の設計・製造・販売　　

（５） 事業の規模

売上高、製品出荷額　等 16億円

新加美工場 倉庫 山口営業所 東京営業所

2名 無人 2名 1名

130㎡ 711㎡ 226㎡ -

（６） 事業年度 8月～7月

□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 共進金属工業株式会社

活動： 鉄道車両部品　オリジナル便器　洗面器の製造販売

サイト： 本社・工場

西工場　　

新加美工場

倉庫

山口営業所

東京営業所

対象外： なし

延べ床面積　　　 2,598㎡ 506㎡

本社・工場 西工場

従業員数　　　　 68名 8名



共進金属工業株式会社 実施体制図及び役割・責任・権限表

・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経営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

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成

代表者
（社長）

環境管理
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（冨永俊）

事務局
（元山佳子）
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（平岡雅子）
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役割・責任・権限

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・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・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ票を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画書原案のの作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

部門長

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・試行・訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・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

倉

庫



□主な環境負荷の実績

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

kg-CO2 283,791 271,838 285,807 268,308 262,510

kg 5,027 4,452 4,570 4,298 3,962

ｋｇ 7,480 13,710 14,450 14,574 5,995

㎥ 3,198 3,104 3,186 2,557 1,917

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.508 kg-CO2/kWh   2018年調整後排出係数

(テプコカスタマーサービス（株））

※二酸化炭素排出総量に 、灯油、都市ガス、ＬＰＧによる排出量を含む。

□環境目標及びその実績

基準値 2023年

（基準度) （目標) （実際） （目標）

kg-CO2 192,982 185,263 194,573 183,333

基準年比 (2018年） 96.0% 100.8% 95.0% 100.8%

kg-CO2 56,147 55,024 46,157 54,743

基準年比 (2018年） 98.0% 82.2% 97.5% 82.2%

kg-CO2 249,129 240,287 240,730 238,076

kg 5,027 4,926 3,962.3 4,901

基準年比 (2018年） 98.0% 78.8% 97.5% 78.8%

ｔ 7.48 7.33 5.995 7.29

基準年比 (2018年） 98.0% 80.1% 97.5%

㎥ 3,198 3,134 1,917 3,118

基準年比 (2018年） 98.0% 59.9% 97.5% 59.9%

円 52.60 50.50 59.30 49.97

基準年比率 96.0% 113% 95.0%

※山口営業所（平成28年8月開設）について 、2017年度より含まれる。

　 東京営業所（平成27年6月開設） 事務所間借りのため、環境負荷の把握不可。

洗浄剤の
適正管理

製品・サービスへの環境配慮

（梱包資材購入金額）

※基準年度値を新たに2018年度の実績値することに伴い、電力による二酸化炭素排出係数を
　 テプコカスタマーサービス㈱の2018年度の調整後排出係数（0.508kg-CO2/kWh）としている。

※製品・サービスへの環境配慮について 、2019年より、原単位評価（売上高（万円）あたりの
　 梱包資材購入金額）としている。

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

節水

化学物質使用量の
適正管理

洗浄剤の
適正管理

洗浄剤の
適正管理

                                         年度 2022年

  　項目

電力の二酸化炭素排出
量削減

自動車燃料の二酸化炭
素排出量削減

上記二酸化炭素排出量合計

項　目

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

一般廃棄物量排出量

産業廃棄物排出量

総排水量



□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

◎よくできた　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況
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△
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〇

・洗浄剤の適正管理 〇

×

×

〇

社会貢献

・工場周辺道路の清掃活動 週１回工場の周りの道路の清掃を
継続して行っている。

化学物質使用量の適正管理

上半期に購入したが適正使用でき
ている。

製品・サービスへの環境配慮

・数値目標 １年を通して目標は未達成となっ
た。　製品の品質確保上やむを得
ない面もあるが引き続き梱包資材
の購入費削減に努めていきたい。

・梱包資材購入金額

節水（水の使用）

・数値目標 基準年と比べて40％削減となり目
標値を達成できた。
コロナ禍の下でイレギュラーな状
態であるため推移を見守る。

・洗浄工程の改善

・手洗い水量の適正化

産業廃棄物の削減

・数値目標 基準年と比べてパレット廃棄量が
減少している。
ただし通常規模であるため2018年
基準値が異常値である可能性もあ
り、今後見極めていきたい。

・工程ロスの削減

・梱包方法の効率化

・分別の徹底による有価物化

・買換え時は燃費マークを優先する

一般廃棄物の削減

・数値目標 基準年と比べて21％削減となっ
た。しかし、コロナ禍の下でイレ
ギュラーな状態であるため推移を
見守る。

・分別ボックスの設置

・裏紙使用

・古紙のリサイクル化

・生産設備のムダ防止

・圧縮空気洩れの定期点検・修理

・白熱灯をLED電球に交換

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・数値目標 コロナ禍の影響で車を使った営業
が減ったため、燃料使用量が減少
した。
イレギュラーな状況であるため、
このまま推移を見守る。

・アイドリングストップ

・急加 の抑制

・冷房の控えめ使用

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）

電力による二酸化炭素排出量の削減

・数値目標 新加美工場の本格稼働により電力
使用量が増加している。
コロナ禍の影響で生産状況がイレ
ギュラーな状態が続くため引き続
き推移を見守る。
2022年10月より溶接第一工場稼働
予定。

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・生産工程の待機時間短縮

・昼休みの消灯

・不要照明の消灯

・OA機器の省エネモード設定



□環境関連法規等の遵守状況及び違反訴訟等の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規制 次の通りである。

なお違反、訴訟等は、過去3年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

高圧ガス保安法 アルゴンガス等ボンベ類

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

鉄道運輸業界 、コロナ禍の影響を大きく受けている。
鉄道車両部品の製造を手掛ける当社も、少なからず影響を受けた１年となった。
今後の見通し 不透明感が大きいが、工場、倉庫の集約も計画しており、生産性向上
を目指していく。このことにより引き続き環境負荷の低減を目指すこと。
また品質マネージメントシステムとの連動も考慮した活動としていくこと。

下水道法 洗浄液ピット

消防法 シンナー

自動車NOｘ・PM法 社用車

フロン排出抑制法 業務用空調機、エアドライヤ

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法
一般廃棄物、
産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃ガラス、廃油等）

騒音規制法・振動規制法 空圧機、送風機、高 切断機、シャーリング


