
発行日： 2021年5月12日

（対象期間：2020年5月1日～2021年4月30日）
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私たちは経営理念でも社員一同、社会に役立つ

人間になることを目指しています。

社会の役に立つことの最低限の行動として

私たちの暮らす地域の環境を守ることを

考えずにはいられません。

私たちにできる環境経営とは何か。

今後とも社員一同で考えていきたいと思います。

代表取締役 福地守
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大阪市平野区加美北3-6-21

TEL：06-6791-7176（代）

FAX：06-6794-4906  

各種自動車用部品

自動車用部品

建築用部品の冷間鍛造及びプレス加工

溶接加工

各金型設計製作

昭和36年4月　福地金属製作所として発足

昭和42年4月　株式会社設立

平成１２年４月　代表取締役　福地守

平成25年8月　エコアクション２１認証取得

1000万円

福地守

１５人

創業年月日

営業種目

所在地

代表取締役

社員数

資本

MAIL：info@fukuchi-kinzoku.co.jp

https://www.fukuchi-kinzoku.co.jp/

Webサイトが新しくなりました！！
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■お車でお越しの場合：

西名阪からお越しの場合阪神高速 平野IC下車

近畿道吹田方面からお越しの場合 八尾IC下車

阪神高速環状線からお越しの場合 天王寺IC下

車

■電車でお越しの場合：

JR大和路線平野駅下車（徒歩15分）

■お車でお越しの方へ

本社工場（新工場側）に駐車場を設けております

お越しの際は駐車くださいませ

（駐車場が満車の場合は

周辺にコインパーキングがございます

長時間駐車の場合はそちらへお願いいたします）
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福地金属（株）はこれまで主に「自動車部品の加工前素材」として、冷間

鍛造により数多くの製品を仕上げてきました。仕事を通してお客様と共に

幸せになれるよう日々「工夫・改善」を続け、「楽しい提案」を実現して

いきます。

5



こんな部品を作りたい、予算が決められていて無駄なコストを削減したい、
こんな複雑なもの製造できるのだろうか、プレゼン用に1個単位での試作が
ほしい…
お客様の様々な悩みや疑問をお聞かせください。
お客様の求める“形”“答え”を
わたしたちは一緒に悩み、創り上げたいと願っています。

他社で製造をお願いしたが断られてし

まった。

予算が合わない、ロットが合わない…

特殊な形過ぎてできない、など様々な理由で断られた。

そんな時は

どこに相談すればいいかわからない。
完成品のイメージはあるが、

どこにお願いして、どのような工程で

製造していいかわからない。

多種多様な金型のストックが可能にする超スピード、

低コスト試作！

福地金属では常に「粗型」と呼んでいる金型をストックしており、お

客様の急なご依頼にもその様々な荒型を使い、１から作成するよりス

ピーディに、かつ低コストで試作品を製造することができます。

早く、安く試作をしたい！
期日が近づきつつあるが、かけられる予算は限られて

いる。

他社で出来なかったものを持ってきてください！
他社ではできなかったことでもぜひ、ご相談下さい！

弊社は様々なご要望にお答えしながら、お客様と一緒に、

スキルアップして参りました。

無理だろうと思うものでも一度ご相談ください！

そんな時は

そんな時は

そんな時は

そんな時は

まず福地金属にご相談下さい！
弊社は大阪、ものづくりの町で長年製造業を続けてまいりました。

どのような工程で製造すれば一番無駄なく出来るのかご提案できます。

また、もし弊社だけでは対応できないものでも、お付き合いのある協力会社、大阪ものづ

くりのネットワークで、必ず御社の思い描く製品を作成することができます！
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◆環境方針をそのまま転記してください。
1

• 組織概要

２
• 認証・登録の対象組織・活動

３
• 実施体制

４
• 経営方針

５ • 環境経営目標・実績

６
• 環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取
組内容

７
• 緊急事態対応訓練

８
• 環境関連法規への違反、訴訟の有無

９
• 代表者による全体の評価と見直し・指示

１０
• 環境活動の紹介

目 次

１１

１２
• ３S活動の紹介

• 環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取
組内容
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◆社長名（代表者名）はワープロ文字で結構です。

◆組織の概要

・無人の資材倉庫や製品倉庫等も事業活動していれば記載します。

1.組織の概要

（１）名称及び代表者名

福地金属株式会社 代表取締役 福地 守

（２）所在地

本 社 大阪市平野区加美北3丁目6番21号

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者及び担当者 福地 正樹 TEL：０６－６７９１－７１７６

（４）事業内容

冷間鍛造製品の製造

主要製品：自動車部品、建設機械部品、農業機械部品

（５）事業の規模

売上高 H31 309,742 令和2年 255,118 （千円）

作業員15人 延べ床面積（㎡） 759

（６）事業年度 5月～4月

登録事業者名 ： 福地金属株式会社

対象事業所 ： 本社

対象外 ： なし（全社認証取得範囲）

活動 ： 冷間鍛造製品の製造
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代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任
・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
・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表を承認
・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

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及び最新版管理
・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）

ＥＡ２１会議 ・環境活動計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

グループリーダー ・グループリーダーにおける環境方針の周知
・グループリーダー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
・時部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び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

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

出席者　　開催日：奇数月の第2水曜日
環境管理責任者＋環境事務局＋グループリーダー＋EA21チーム

役割・責任・権限

代表者：福地守

環境管理責任者

福地正樹
環境事務局

福地正樹

EA21会議（３S会議）

金型技術部

福地正樹
品質管理部

中西

製造部

金澤

総務部門

福地守
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◆事業の規模

◆事業の規模

・複数の事業所ある場合は表でまとめてください。

・この事業内容は認証登録証に記載されます。

・環境負荷の自己チェックシートの総排水量の合計

・食品業は非表示行を再表示して、食品廃棄物再資源化率を記載してください。

経営理念

品質方針

環境経営方針

・私達は、絶えず工夫と改善を続け

お客様により役立つ商品を送り出す事を目指します。

・私達は、お互いに相手を尊重し合い

仕事を通じて共に成長し社会に役立つ人間になることを目指します。

・私達は、私たちの持てる限りの力を合わせ

互いに幸福な生活の実現を目指します。

会社一丸となって持てる限りの力を合わせ

お客様が求める製品・部品加工を追究し、真心を持って提供する。

当社は、冷間鍛造品の生産活動における環境負荷低減をめざし、

可能な範囲において、環境保全のために目標を設定し全社一丸となって

持てる限りの力を合わせ自主的・積極的・継続的な改善活動に取り組みます。

１．電力・化石燃料の使用に伴う二酸化炭素排出量の削減

２．廃棄物の削減及び再資源化

３．水使用量削減

４．原材料及び事務用品のグリーン購入の推進

５．環境に配慮した製品の普及

環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

この方針は全社員に周知し公表します。
制定日 ： 2012年11月3日

改定日 ： 2019年8月4日 代表取締役 福地 守
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□環境経営目標及びその実績

基準値 2021年 2022年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 69,516 62,565 64,442 60,479 58,394

基準年比 2019年 90% 93% 87% 84%

kg-CO2 3,097 2,973 2,951 2,880 2,880

基準年比 2019年 96% 95% 93% 93%

kg-CO2 72,613 65,538 67,393 63,360 61,274

kg 536 483 711 429 375

基準年比 2019年 90% 133% 80% 70%

㎥ 142 135 157 135 133

基準年比 2019年 95% 111% 95% 94%

件 10 10 9 9 9

基準年比 2019年 100% 90% 90% 87%

＊都市ガスは少量のため目標としていない。

□主な環境負荷の実績

単位 2018年 2019年 2020年

kg-CO2 97,320 72,699 67,492

kg 898 1,066 1,201

kg 548 536 711

kg 350 530 490

㎥ 270 142 157

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.418 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

水道水の削減

　(関西電力　2017年度調整後排出係数）

一般廃棄物排出量

総排水量

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

製品への環境配慮

提案

項　目

年度都市ガスの二酸化炭素排出量は
100kg-CO2でした。

なお、2020 100kg-CO2でした。

産業廃棄物排出量

クレーム件数

　　　　　　　　年　度
　　項　目

2020年

電力による二酸化

炭素削減

自動車燃料による

二酸化炭素削減

97,320

898 548 350 270

72,699

1,066 536 530 142

67,492

1,201 711 490 157

KG-CO2 KG KG KG ㎥

二酸化炭素総排出

量

廃棄物排出量 一般廃棄物排出量 産業廃棄物排出量 総排水量

環境負荷の実績

2018年 2019年 2020年
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◎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

達成状況 次年度

数値目標 ×

○ 継続

△ 継続

○ 継続

○ 継続

数値目標 ○

○ 継続

数値目標 ×

○ 継続

○ 継続

○ 継続

・分別の徹底

評　価
（結果と次年度の取組計画）

□上方修正　□下方修正　■基準見直し

今年は仕事の稼働は落ち着いているが
昨年とあまりかわらない
第一工場（南）はあまり変動ないが第
一工場（北）、第二工場のゴミ重量が
約2倍になっている、従業員が増えたわ
けでもない。ゴミ袋数が増えているの
が明らかである。来期は目標を決め、
ゴミの削減に努める

・発生したごみは可能な限り、圧
縮・減量している

デマンド目標１３０ｋWに対し、１２２
ｋWで収まっている。
電気料金は昨年より安いが、仕事の割
合からするとやすくなっているのか判
断ができない。電力会社をグリムスパ
ワーに変え良くなったのかわかりにく
い。
工場内の照明もLEDになっており、電気
工事などで一か所に電気のスイッチを
集め、管理しやすくなった。

・空気圧縮機のエア洩れ点検

・デマンド値管理

・不要照明の消灯

・空調温度の適正化（冷房２７℃　暖房２０℃）

電力による二酸化炭素削減

取り組み計画

・アイドリングストップの呼びかけ

自動車燃料による二酸化炭素削減

□上方修正　□下方修正　■基準見直し

昨年まで軽自動車のみでもう一台の乗用車
が含まれていなかった
今期は乗用車も記録した。
未だ営業部というのはないので、社長が外
回りにいくことがあるくらいだが
来年度は今まで運送を頼んでいたところが
辞めるので運送することも
増えてくると考えられる。その際は活動の
取り組みとして考える

■上方修正　□下方修正　□基準見直し

0

一般廃棄物の削減

0

・紙屑のリサイクルを徹底する
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数値目標 ×

△ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 検討

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

・省工程提案

・金型の修正、耐久性のある金型提案

・社外不適合品流出削減

水道水の削減

■上方修正　□下方修正　□基準見直し

エコキャップの回収数が今までで
一番多く、家庭での協力も増えてい
る
近隣の会社前によくゴミが落ちてい
る
近隣も協力できないのか検討したい

社会貢献

・近隣の清掃

・外観不良スクラップ数 クレームが9件で減少はしている。
クレームの主な原因は凡ミス、未熟、
工程不安定、作業標準書の不具合であ
る。来年度は品質の学習会、個人のス
キルアップを高め
不適合製品及びクレームの削減に努め
る

・プルトップ集め

前年度と購入した量は変わっていな
い。防錆油以外で使用する量を削減で
きるように計量し、監視していく。

無駄な使い方をしていないか
購入の頻度などを比べ、どんな時にど
の程度使用しているか調べていく

その他環境への配慮

・無駄を出さない加工技術

・金型再利用

・エコキャップ集め

製品への環境配慮提案

・手洗い時、日常的に節水を励行
している

第二工場の4月使用量が増えているのは
新しく機械が導入され、その際に切削
油で使用したためである。来期からは
少し、増えると考えられる。
7月に第一工場での３～４培の使用量に
なった原因は未だわからない。
後半は特に増えることもなかった。来
年度は水量の目標も決め監視してい
く。

・灯油使用量(購入ℓ）
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火災訓練、消火器の使用方法練習、消火器の配置の確認を実施した。
初めて火災訓練をする人や、消火器の使用方法がわからない人が多く
良い訓練だった。訓練では多くの問題点が上がった。消火器がどこに
あるのかわかっていない人、訓練であっても自分が何をしたらよい
か、行動がわからない人がいた。
また、発見者が火災の場所、何が燃えている、状況の把握、事務所へ
の報告の伝達が確実でない。
普段から消火器の位置の把握をし、全社員で協力し、迅速に対応でき
る体制を作れるよう、訓練の実施を繰り返していく。

日時　2021/4/16   15:15~15:50

内容：火災訓練及び消火器の使用方法（消火器の配置図見直し）

手順書の変更の必要性：　□有　　■無　　（該当項目を■）

消火器の見直しをしました。
上記の火災もあったため、消火器の数を増やしました。
また全員に消火器の配置を再確認するために
「消火器の配置図」を製図し、掲示板に提示し周知いたしました。

来年度は避難訓練（地震）、火災訓練を実施します。
特に秋から冬は火災が発生の可能性が大いにあると思うので
十分に訓練をしたいと思います。

参加者：全社員（1名欠席）
撮影場所：駐車場　撮影者：正樹

担当者：正樹

試行・訓練結果の評価
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法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

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。

環境に関する苦情等はありませんでした。

変更の必要性
環境経営方針 変更なし
環境経営目標・計画 実績を考慮し見直す
実施体制他 変更なし

フロン排出抑制法 業務用空調機、エアドライヤー

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。

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物

騒音規制法・振動規制法 空圧機、送風機、工作機

消防法（危険物） シンナーの保管

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

環境、日本だけでなく世界で流行しているコロナ感染が始まり、弊社は6割
ほどの売り上げが自動車部品であり、自動車の生産が下がりつつあり
後半になるにつれ、売り上げが下がっていきました。
この状況でどのように利益を上げていくのかは、やはり３S活動やEA活動と
いったこと重点的に強化し、プレスの生産能力、段取り時間の削減を目標
に動いていかなければならない。材料費の上昇もあり、少しでも不良、スク
ラップを減らしていくことや、作業員の時間の効率化を考えていかなければ
なりません。
EAや３Sの活動は他社と比べ時間は取っているが、計画性が弱いので
来期は誰が何をするのか、具体的に計画を立て、若手が中心に行動して
行ってほしいと思います。

適用される法規制
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活動報告（本年度の主要な活動内容）

社会貢献 近隣清掃およびエコキャップ・プルトップ回収

消灯のシールを電灯のスイッチの横に貼り、消灯を促
す。

３Ｓ活動

温室効果ｶﾞｽ排
出量

消灯の奨励

項　　目

水使用量

コピー用紙

デマンドの管理

廃棄物

活動内容

廃棄場所の標
識設置

手洗の節水

その他

社員の啓蒙活動を推進するために、ミーティング時に
は実績報告と削減啓蒙を行なう。

３Ｓ活動を実施することで、効率的（全体最適）な生産
と、効率的な（全体最適）な管理ができます。（写真下
記参照）

毎朝朝礼時の声掛けと共に、水道の元栓を絞り、節
水シールを貼り節水意識を高める。蛇口のこまめな開
閉。

従業員全員が、正しい分別・リサイクル推進より廃棄
物排出量削減。

紙の裏面活用を実施・ﾒｰﾙ等の電子化を活用により
消費量削減。

デマンドの知識を高め、意識管理できるようにした。

啓蒙
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2020年度収集

数量（個） ２，２２５個

ＣＯ２削減（ｇ） 約１６，２９８
g

金額（円） 約５１円

＊約430個で3,150ｇのCO２が発生

＊約430個で10円のワクチン代・ポリオワクチンは1人分20円

４２０ヶ

１０日に１回、朝礼後の清掃時は近隣の清掃を行っています。
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ぜひ、ご覧ください。

整理

整頓

清掃

大阪ケイオスによる

わが社のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ

NFV n f v

大阪同友会エコフェスティバル２０２０

「環境レポートエコフェス大賞」を

いただきました。

ISO9001:2008を取得 大阪市工業会連合会の匠に選ばれました。 ３S活動

18
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◇3S改善活動紹介

●私たちは毎朝10分程、エリア別で工場及び近隣を３Sし

ています。また約1~2か月に4時間の改善活動日を実施し

ています。小さいことでも普段の作業の中で不満や、気に

なったことを「３Sプラスワンシート」という改善案の紙に記

入し、３Sブースに投票箱を設けています。

●個人別に提出件数を集計して最も提出した方や

内容が良かった方に評価をしています。

モチベーションアップ向上に！！
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◇3S改善活動紹介

before after

●現場の方が業務終了時に手洗いをす

る場所を活用して、３Ｓ，ＥＡブースを作り

ました。３Ｓ改善の例や３Ｓプラスワンの

関連を掲示しています。

３Ｓのプラスワンの記録の保管も行い

だれでも見れるようにしています。

ちなみに木材の台は、壊れて廃棄のパ

レットや木材を使用して製作しています。
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◇3S改善活動紹介

before after

●金型技術部署の作業台のペンキが

剝がれて錆や汚れが多かったので

一色の色で統一して新しく生まれ

変えました。

工具も色々な場所に置いていたので

中央の作業台に集め、100均などで手に

入る容器をひっかけれるようにし、収納

場所を増やしました。探す手間もなくなり、

とても使いやすくなりました。
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◇3S改善活動紹介

before after

●現場のプレス備品、金型パンチなどは

各約３０～５０点ほどあり、棚は数十年前

から使用しており、新工場ができたことも

あり、棚が新しく出来ました。

綺麗に、種類ごと「パンチ、ダイス、ガイド、

ストリッパー、製品」に分かれており、

大きさも、φ○○と表示があるので

すぐに取り出せます。

担当者はわかりますが新入社員はわか

りにくいのでもう少し、改善が必要です。
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◇3S改善活動紹介

before after

●プレスの金型を止めるためのボルトや

自動機で使用しているボルトの在庫棚

ですが在庫の数がわかりません。

必要な時にない場合があり

すぐに必要なため買いに行っていました。

そんなことがないように、必要な在庫を

ラミネートで表示しており、枠ごとに

種類を分類して、混ざらないようにしてま

す。必要なものと必要でない種類に分け

ることが出来たことで十分なスペースを

確保できることができました。
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