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＜環境保全への行動指針＞

１. 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守致します。

２. 電力・ガスなどのエネルギー消費を抑えることにより、ＣＯ２

排出量の削減に努めます。

３. ３Ｒ（減量・再使用・再生利用）の推進を基に、廃棄物の削減に

努めます。

４. 水使用量の削減に努めます。

５. 原材料・副資材の使用量低減を基に、環境に配慮した製品造りに

取り組みます。

制定日：

改定日：

以上の方針を達成する為に、全社一丸となって環境の継続的な改善活動を行い、
社会や地域に貢献します。

環 境 経 営 方 針

＜ 環 境 経 営 理 念 ＞

加島鍛工株式会社は熱間鍛造品の製造活動を行うことにおいて、多くのエネル
ギー・原材料の消費により環境に負荷を与え続けています。これからの地球温暖
化や資源の枯渇に対応するべく、私たちは環境マネジメントシステムを基に、継
続的な環境負荷の低減を図り、循環型社会形成への貢献に努めてまいります。
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● 組織の概要

（１） 名称及び代表者名
加島鍛工株式会社
代表取締役　大久保　基彦

（２） 所在地
大阪府大阪市淀川区田川北３－９－７

（３） 設 立
昭和２３年１２月１６日（創業 昭和１４年３月）

（４） 資本金
１６，１８５，０００円

（5） 事業内容
精密型打鍛造一般鍛鋼品の製造・販売
主な製品 農業機械・産業機械　トランスミッションギャ等

（6） 事業の規模
売上高 461百万円
主要製品生産量 1369t

14名
4,660㎡

工場建物 1,650㎡

（7） 事業年度 ７月～６月

（8） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 代表取締役 大久保　基彦 TEL：０６－６３０８－１２３１

担当者 生産技術課 梶川　勇輝 TEL：０６－６３０８－１２３１
品質課（兼務）

● 認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 加島鍛工株式会社

対象とする組織： 本社・工場

対象とする活動： 精密型打鍛造一般鍛鋼品の製
造・販売

取組の対象組織・活動

従業員数
延べ床面積
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●環境経営組織図及び役割・責任・権限表

全従業員
・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

部門長

・自部門における環境方針の周知

・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活動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、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

環境事務局

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会（班長会議）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

・環境目標、環境活動計画書原案の作成

・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

・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境活動レポートの承認

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

・環境目標・環境活動計画書を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境活動レポートの確認

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

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境目標・環境活動計画書を承認

環境経営組織

環境管理責任者

製造部門 事務部門

品
質
保
証
部

生
産
部

環境事務局

代表者

社長

営
業
部

総
務
部
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● 主な環境負荷の実績

単位 2019年 2020年 2021年
kg-CO2 549,716 577,350 585,835

kg 120 120 112

ℓ 1,500 5,500 0 廃油（再生利用）
㎥ 1,556 1,657 1,771

－ － － － 該当なし

（注）電力の二酸化炭素排出係数： （２０１８年の関西電力調整後の係数使用）

● 環境経営目標及びその実績

（基準年度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 267,422 243,354 248,290 240,680 238,006

基準年比 (2012年) 91.0% 92.8% 90.0% 89.0%

kg-CO2/t 149 135 181 134 132

（生産量当たり）

基準年比 (2012年) 91.0% 122.1% 90.0% 89.0%

kg-CO2 15,687 13,962 11,077 13,805 13,648

基準年比 (2010年) 89.0% 70.6% 88.0% 87.0%

kg-CO2 7,348 7,128 6,823 7,054 6,981

基準年比 (2018年) 97.0% 92.9% 96.0% 95.0%

kg-CO2/t 5.0 4.8 5.0 4.8 4.7

（生産量当たり）

基準年比 (2018年) 97.0% 99.8% 96.0% 95.0%

kg-CO2 389,865 354,777 319,645 350,878 346,979

基準年比 (2012年) 91.0% 82.0% 90.0% 89.0%

kg-CO2/t 217 197 234 195 193

（生産量当たり）

基準年比 (2012年) 91.0% 107.8% 90.0% 89.0%

kg-CO2 680,322 619,221 585,835 612,417 605,614

基準年比 86.1%

kg 152.0 138.3 112.0 136.8 135.3

基準年比 (2012年) 91.0% 73.7% 90.0% 89.0%

ℓ/t 2.667 2.427 0.000 2.401 2.374

（生産量当たり）

基準年比 (2012年) 91.0% 0.0% 90.0% 89.0% ※1
㎥ 2,719 2,447 1,771 2,420 2,393

基準年比 (2011年) 90.0% 65.1% 89.0% 88.0%

製品の - 3系統中 3系統中 3系統中 3系統中

不良率削減 - 系統達成3 系統達成2 系統達成3 系統達成3 ※2

※1　廃油は油水分離処理済みです。

※2　製品への環境配慮に関して、弊社では不良品の削減に取り組んでおり、鍛造ライン3系統それぞれにおいて

　　　不良率の高い製品を1つずつ取り上げ、その不良率を前期よりも低減する事を掲げています。

※　PRTR法対象物質の使用はありません。

産業廃棄物（廃油）の
削減

節水

製品への環境配慮

電力の二酸化炭素
排出量削減

　CO2換算係数
0.334 kg-CO2/kWh

ガソリン・軽油の
二酸化炭素排出量削減

（自動車燃料）

軽油の
二酸化炭素排出量削減
（社内利用分燃料）

都市ガスの二酸化炭素
排出量削減

CO2換算係数
0.0506 kg-CO2/MJ

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物（紙ゴミ）
の削減

※2018年度より電力に関する二酸化炭素排出係数を0.523kg-CO2/kWhから0.334kg-CO2/kWhに変更しています。

　比較の為、2016年、2017年の二酸化炭素総排出量も電力の二酸化炭素排出係数0.334kg-CO2/kWhを使用し、

　算出しています。

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値 2021年 2022年 2023年

　一般廃棄物排出量
　産業廃棄物排出量
総排水量
化学物質

0.334kg-CO2/kWh

項　目
二酸化炭素総排出量
廃棄物排出量
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● 環境経営計画の取組結果とその評価

達成状況 継続／変更

×
◎ 継続
◎ 継続
◎ 継続
△ 継続

　<取組紹介欄>
・昼休み、残業時等不必要な照明は消灯する
・ロッカー室や倉庫、トイレ等の照明は、普段は消灯し、使用時のみ点灯する
・照明器具は、定期的に清掃・交換する
・電力のデマンドコントロールを採用する（ピークカット対策）
・できるだけ効率の良い製品生産を目指す
・コンプレッサーは必要十分な低圧力で使用する。

達成状況 継続／変更

○
◎ 継続
○ 継続
◎ 継続

　<取組紹介欄>
・エコドライブ等を励行する
・タイヤの空気圧を定期的に確認し、適正値（メーカー指定の空気圧）を保つ
・共同輸配送、帰り荷の確保に取組む

達成状況 継続／変更

×
○ 継続
△ 継続

　<取組紹介欄>
・フォークリフトのエコ運転を励行する
・できるだけ効率の良い製品生産を目指す
・エンジンコンプレッサー使用時の作業効率の向上（7月～9月）

達成状況 継続／変更

×
○ 継続
◎ 継続
◎ 継続
◎ 継続

　<取組紹介欄>
・加熱炉の保守点検を徹底し、火の漏れ等をなくし、燃焼効率を向上させる
・ライン稼動前の加熱炉の着火時間を見直し、使用するガス量を減らす
・加熱炉の待機温度の見直し、変更
・ライン稼動時、加熱炉の設定温度を製品重量に合わせた必要最低限の温度とする

都市ガスによる二酸化炭素排出量の削減

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

数値目標
加熱炉の保守点検 基準年度と比べて生産量は▲２４％となっており、生産効率が悪く目

標達成できなかった。
個々の設備のメンテナンスを怠らず、少しでも効率アップにつなげら
れるよう努力すること。
また、２Ｔラインの加熱炉については2022年秋に蓄熱槽及びバー
ナータイルの更新工事を行うことで燃焼効率の改善を期待したい。

加熱炉の着火時間の見直し
加熱炉の待機温度の見直し
ライン稼動時の加熱炉の設定温度

フォークリフトのエコ運転 年間の目標に対しては未達となりました。
基準年度と比較しても生産量は減少していることにより、原
単位としての達成は困難であったように思う。
次年度の目標達成に向けて努めること。

効率の良い製品生産

タイヤの空気圧の確認
共同輸配送、帰り荷の確保

自動車燃料等による二酸化炭素排出量の削減（社内利用分燃料）

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

数値目標

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

数値目標
エコドライブ 目標値を達成している。

５月より社有乗用車１台を電気自動車に更新した。
今後の削減率を注視していきたい。

不必要な照明の消灯 基準年度と比べて生産量は▲２４％となっており、生産効率
が悪く目標達成できなかった。
個々の設備のメンテナンスを怠らず、少しでも効率アップに
つなげられるよう努力すること。

照明器具の清掃・交換
デマンドコントロール
効率の良い製品生産

自動車燃料等による二酸化炭素排出量の削減（自動車燃料）

（数値目標に関しては○（達成）、☓（未達成）の二段階評価であり、
生産量に左右されるものは原単位で評価しています）　　　　　　　

電力による二酸化炭素排出量の削減

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

数値目標

◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった
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達成状況 継続／変更

○
◎ 継続
○ 継続

　<取組紹介欄>
・使用済み用紙、裏紙などをできる限り利用する
・コピー機は、ミスコピーを防止するため、使用後に設定をリセットする

達成状況 継続／変更

○
○ 継続
○ 継続

　<取組紹介欄>
・潤滑油の使用量を必要最低限とする
・排油を精油（不純物の除去）し、出来る限り再利用する

達成状況 継続／変更

○
◎ 継続
◎ 継続

　<取組紹介欄>
・手洗い時、洗濯時は節水する
・洗車を必要最小限にし、節水を心掛ける

達成状況 継続／変更

2/3
◎ 継続
◎ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 継続

　<取組紹介欄>
・金型の見直し
・鍛造方法と作業手順の確認、見直しをする
・離型剤、その他要因の見直し
・不良品の原因と対策、再発防止を徹底する
・保守点検を強化し、トラブルによるライン停止をなくし、生産効率を上げる

金型の見直し 目標達成は２ラインとなっている。
月例会議での不良品対策・製品検査班からのフィードバック
などにより徐々にではあるが不良率も低減してきていると思
われる。今後もより一層の削減意識を持ち、改善に努めるこ
と。

鍛造方法と作業手順の確認、見直し
離型剤、その他要因の見直し
不良品の原因と対策、再発防止
保守点検の強化

製品への環境配慮

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

数値目標 （3ライン中の目標達成ライン数を記載）

手洗い時、洗濯時の節水 目標値は達成しているが、削減の意識を忘れぬよう努めるこ
と。洗車を控える

節水

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

数値目標

産業廃棄物（廃油）の削減

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

数値目標
潤滑油の使用量削減 目標としては達成していることになっているが、前年度の終

盤に多量の廃棄があったこともあり、今年度は廃棄なしと
なっているが、次年度にまた大量廃棄とならないように廃棄
に関する取り決めをしていくべきである。

排油の再利用

使用済み用紙、裏紙の利用 年間を通して、目標達成できていることは評価できる。
より一層の削減に努めること。コピー機使用後にリセット（印刷ミス防止）

一般廃棄物（紙ゴミ）の削減

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

数値目標
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達成状況 継続／変更

◎ 継続

　<取組紹介欄>
・定期的な郊外周辺道路の清掃

● 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、
　 訴訟等の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。

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。

● 外部からの環境上の苦情・要請等

●緊急事態対応訓練（社内安全大会）

□通報訓練　　　☑消火訓練　　　□避難訓練
☑その他（災害発生時のマニュアルの確認、AEDの使い方の講習）

手順書の変更の必要性　　　□あり　　　　☑なし

実施内容：

火災、地震を想定し、マニュアルの確認を行った。

また、大阪ガスセキュリティサービスさんから講師をお呼びし、AEDの
使い方と心肺蘇生に関しての講習を受けた。

評価：

実際にAEDを使用し、非常時の対応を学ぶことができた。

実施状況の様子

実施日： 2022/7/8 実施場所： 会議室、鍛造工場前

参加者：
服部 慶治、梶川 勇輝、森本 正志、北川 芳行、荒木 俊浩、石橋 翼、榎
木 健一、野村 淳希、橘高 数武、槙田 英治、蒲生 大介、桐畑 亮平

大阪市条例
一般廃棄物の収集・運搬

資源化可能な紙類の焼却工場への搬入の禁止

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。

特になし。

緊急事態の想定： 火災の発生、地震の発生、救命措置の発生

騒音規制法、振動規制法 機械プレス（4台）、鍛造機（3台）、空気圧縮機（6台）
公害防止組織法 機械プレス（300t超）、鍛造機 落下部（1t超）で選任・届出
フロン排出抑制法 業務用エアコンの点検義務（事務所２台、工場３台）

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）
大気汚染防止法 金属鍛造炉（ガス）3台
廃棄物処理法 スクラップ（有価物）、廃油（産業廃棄物マニフェスト）

社会貢献

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取り組み計画

清掃活動 社外周辺は綺麗に掃除できているかと思います。今後もより
一層綺麗になるように心がけます。
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● 代表者による全体の評価と見直し・指示

環境経営方針 ☑変更なし □変更あり

環境経営目標・計画 ☑変更なし □変更あり

実施体制他 ☑変更なし □変更あり

● これまでの環境活動の紹介

【電力の削減】・【自動車燃料等の削減（社内利用分燃料】・【都市ガスの削減】・
【製品への環境配慮】（不良率の低減）の一部において目標達成できなかった。
この主たる要因としては生産量の減少にあり、基準年度（【電力の削減】・【都市ガ
スの削減）と比較すると生産量は▲２４％という状況です。
計画的な設備保全や高効率な設備への更新などを検討し、効率の良い稼働を目指して
いきたい。
目標達成に向かって社員一丸となって努力したい。

弊社では全社員一丸となって、社内はもちろんのこと、構外周辺に至るまで清掃活動
を徹底し、より良い職場・環境づくりに力を注いでいます。
鍛造業は少なからず環境に負荷を与えてしまう業種ではありますが、できる限り綺麗
な職場、できる限り綺麗な環境であり続けたいという気持ちは全社員一緒です。
エコアクション21を通じての二酸化炭素排出量の削減・節水など大きな目標もありま
すが、日々目にする小さなゴミや小さな汚れなどに対しても目を背けずに、しっかり
向き合っていきたいと考えております。
今後、この気持ちをより一層大きく持ち、よりよい製品づくりを目指し、社会や地域
に貢献いたします。

【弊社の二酸化炭素排出量削減への取り組み】

・2004年　加熱炉にリジェネバーナ方式を採用（CO2排出量35％削減）
・2014年　事務所の建て替えに伴い、下記の通り実施
　　　　　　　省エネエアコン（インバータ搭載）の採用
　　　　　　　全照明のLED化
　　　　　　　窓の二重窓化（ブラインド内蔵）
・工場のエコ照明の取付けを推進中

2022年7月15日
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