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製品の品質からサービスの品質まで、あらゆる業務を通じて常にお客様の立場に立ってスピーディに

行動します。また、環境問題にも意識を高く持ち、省エネルギー活動等の推進等を通し、

社会に貢献をして参ります。

□会社概要

事業者名 　　東洋製鉄㈱　福知山工場

代表者 　　工場長　　森本　敏昭

所在地 　　〒620-0853　京都府福知山市長田野町2丁目45番地　

環境管理責任者 　　副工場長　山家　一郎　

担当者 　　　　　　　森口　良子

連絡先 　　TEL：0773-20-3100　　　FAX ：0773-20-3105

事業内容 　　カウンターウエイトの製造及び販売

　主要製品 　　鋳造製、板金製カウンターウエイト

事業の規模

　製品出荷額　      4,711,389千円

　主要製品生産量　 　  29,577トン　（2021年度）

従業員　　　　 　　43名

延べ床面積　　 　　13,251㎡　

事業年度　 　　5月～4月

認証・登録範囲・活動

　登録事業者名 　　東洋製鉄株式会社

　対象事業所 　　福知山工場

　対象外 住所 従業員 延床面積

本社 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目15番18号 12名 1,271㎡

京都工場 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字五条本28 60名 6,850㎡

名古屋工場 愛知県半田市板山町1丁目80番地 24名 3,800㎡

碧南工場 愛知県碧南市港南町1丁目1-25 12名 8,952㎡

明石工場 兵庫県明石市二見町南二見10番地4 24名 1,950㎡

播磨工場 兵庫県加古郡播磨町東新島9番地 20名 3,180㎡

出雲仁多工場 島根県仁多郡奥出雲町上阿井2467番地 60名 7,048㎡

出雲仁多第三工場 島根県仁多郡奥出雲町上阿井178番地1 27名 2,160㎡

活動 カウンターウエイトの製造及び販売
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　東洋製鉄の概要
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取得状況

EA21取得済

EA21取得済

EA21取得済

ISO14001取得済

EA21取得済

段階的認証



□事業内容

鋳造関連
カウンターウエイト

パワーショベル
建設機械のパワーショベルは現在、安全性も求められている中で

後方小旋回、超小旋回のタイプが各メーカー共主流になりつつあります。

その中で、自社のカウンターウエイトの現在の役割は、

本機に対し少ないスペースで本来のウエイトの役目をし、

場所によればエンジンカバー的な場合も形状的に対応しています。

また本機のデザインのラインを、ウエイトにも生かすことができ、

デザイン的にも優れた製品を自社の独自技術で生産可能としています。

自社では40kg/1pcs～12t/1pcsのウエイトまで生産可能で

薄い形状や複雑な形状にも対応できます。

寸法・精度においても無加工で製缶品に近い品質・精度をもち、

特に試作時など三次元対応のレイアウトマシンによる測定により、求められている寸法は確実に確認できます。

また、鋳物という性質上、使われなくなった建機のウエイトを再び溶かして使うことにより、リサイクルも可能です。

寸法（幅×高さ） 重量

フォークリフト
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　東洋製鉄の概要

550mm×180mm ～ 3,080mm×1,460mm 40kg/1pcs ～ 12t/1pcs
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　　　３．より良い地球環境の実現を目指して、環境保全に関わる社会の幅広い層との連携を密にし、

福知山工場長

□主な環境負荷の実績

項　目 単位 2017年実績 2018年実績 2019年実績 2020年実績 2021年実績

電力※1 282,274 296,900 267,555 243,277 273,778

ｶﾞｿﾘﾝ 15,893 15,836 12,865 11,749 12,616

軽油 24,822 22,984 21,266 24,078 24,761

灯油・ガス 5,071 4,585 3,014 4,571 3,058

合計 328,060 340,305 304,700 283,675 314,213

一般廃棄物 900 610 380 438 430

産業廃棄物 36,510 45,500 101,045 35,340 40,990

不良廃却（有価物） 90,995 50,599 63,792 16,080 32,650

合計 128,405 96,709 165,217 51,858 74,070

㎥ 3,335 3,065 3,111 3,620 4,135

※1　排出係数：0.418 特定排出者が平成31年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる

平成30年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数 契約電力会社：関西電力

（令和2年1月7日　環境省報道発表）
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　＜環境憲章＞

　　　１．人と環境にクリーンな商品を提供するため、製品の製造・使用・廃棄に至る

　　　　　すべての段階において環境に配慮した企業活動を行う。

　　　２．環境保全を大切にした企業活動を進めるため、各工場間の連携を更に高めマネジメントの

　　　　　強化に勤める。

　Plan   | 方針・目標・計画

環 境 経 営 方 針

　＜環境理念＞

　　　　クリーンで安全に優れた品質の製品を提供することにより、住みよい地球と豊かな社会づくりに貢献する。

　　　　　③ 水の使用量の削減

　　　　　④ 特定化学物質の適正管理

　　　　　⑤ 環境に配慮した生産活動

　　　　　⑥ 社会貢献活動への参加

　　　２. 環境関連法規制や当社の約束した事を遵守します。

　　　　　情報の公開を行い、社会公共の環境改善活動に協力参加すると共に啓発活動を推進する。

　＜環境保全への行動指針＞

　　　１. 次の事項について環境目標・活動計画を定め、継続的な改善に努めます。

　　　　　① 電力及び燃料の二酸化炭素削減

　　　　　② 廃棄物削減及び再資源化の推進

二酸化炭素総排出量 kg-CO2

廃棄物排出量 ｋｇ

　　　３. 上記の環境経営方針を従業員に対し周知します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：2013年7月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東洋製鉄株式会社

森本　敏昭

                                                                改訂日：2020年4月1日

総排水量
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□環境経営目標及びその実績

（実績）

基準年度
（実績） （目標） （実績） （達成） （目標） （目標）

達成

率

kg-CO2 282,274 243,277 270,983 273,778 268,160 265,337

(基準年度比)％ 96% 97% 95% 94%

(原単位)kWh/㎥ 24.5 23.4 23.6 22.1 〇 ##

ガソリン　kg-CO2 15,893 11,749 15,257 12,616 15,098 14,939

軽油　kg-CO2 24,822 24,078 23,829 24,761 23,581 23,581

(基準年度比)％ 96% 95% 94%

(軽油原単位)L/㎥ 0.344 0.353 0.330 0.331 ×

（kg／年） 900 438 864 430 855 846

(基準年度比)％ 96% 95% 94%

（kg／年） 36,510 35,340 35,050 40,990 34,685 34,319

(基準年度比)％ 96% 95% 94%

（㎥／年） 3,335 3,620 3,202 4,135 3,168 3,135

(基準年度比)％ 96% 95% 94%

（kg／年） 90,995 16,080 87,355 32,650 86,445 85,535

(基準年度比)％ 96% 95% 94%
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　Plan ・Check  | 目標・計画

環境経営目標 単位

2017年 2020年 2021年 2022年 2023年

一般廃棄物の削減 〇 ##

産業廃棄物の削減 ##

電力の二酸化炭素排

出量削減

自動車二酸化炭素排

出量削減
##

✖

〇

✖

##

溶剤使用量の把

握と適正管理

溶剤使用量の把

握と適正管理

##

不良廃却量の削減 〇 ##

社会貢献活動

コミュニケー

ション活動の充

実

地域活動への参

加

地域活動への参

加

水使用量の削減 ✖

特定化学物質の適正

管理

溶剤使用量の適

正管理

溶剤使用量の把

握と適正管理

溶剤使用量の把

握と適正管理

溶剤使用量の把

握と適正管理

溶剤使用量の把

握と適正管理
〇
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〇
地域活動への参

加

地域活動への参

加



□実施体制

（正）

（副）

梅原　里枝

塩谷　真帆

今福　沙織

所属

・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

・環境経営活動レポートの承認

・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

・環境経営目標・環境経営活動計画書を確認

・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営活動レポートの確認

・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、環境経営活動計画書原案の作成

・環境経営活動の実績集計

・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

・環境経営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）

・環境経営方針の周知

・従業員に対する教育訓練の実施

・環境経営活動計画の実施及び達成状況の報告

・手順書の作成及び手順書による実施

・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

・問題点の発見、是正、予防処置の実施

・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

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
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　Plan ・Check  | 目標・計画・体制

代表者 対象外

工場長 森本　敏昭
本社

京都工場

副工場長 山家　一郎
出雲仁多第三工場

環境事務局

森口　良子

名古屋工場

名古屋碧南工場

明石工場

播磨工場

環境管理責任者 出雲仁多工場

役割・責任・権限

代表者

環境管理責任者

環境事務局

全従業員

TOYO SEITETSU Report 2021

加門　静香

現場　部門長 事務所　部門長

浦岡　善宏

大森　孝彦



地球の平均気温が

だんだん上がってくることです。

2016年はこの130年間で一番高い気温でした。

このまま気温が上がり続ければ

大雨が増えたり、台風が大型化したり

多くの動物や植物が死んでしまうなど

世界中で大きな影響が出ると考えられます。

国土交通省　気象庁HP より

温室効果ガスが増えすぎたからです。

地球の大気には「温室効果ガス」と呼ばれる熱を逃がしにくくする気体が含まれています。

今この温室効果ガスが増えすぎて、地球が熱くなっているのです。

一番温暖化につながっている温室効果ガスは、二酸化炭素。

二酸化炭素が排出され

温暖化につながります
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　☆ちょっと BREAK TIME☆

　地球温暖化ってなに？

　どうして気温が上がっているの？
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火力発電所で石油や

石炭が燃やされ

車を動かすとガソリンが燃やされ

ものを捨てると

ごみ焼却場で

ごみが燃やされ



温暖化防止に向けた世界の約束です。

気温上昇を止めるためには

人間が出す温室効果ガスの量を

実質0（※）にしなければならない

ことが分かってきました。

そこで、世界中の国々が集まって

2015年に「パリ協定」という

約束を作りました。

パリ協定には

「今世紀後半に人間が出す

温室効果ガスの量を実質0に

する」という内容が

含まれています。

（※）温室効果ガスの「人為的排出」と「人為的吸収」を均衡させることにより

「排出量を実質的に0にする」ことをさします。

省エネ+再エネで実現しよう！！

再生可能エネルギー

などでまかなう量

化石燃料とは 石炭、石油、天然ガスの事。使うと、二酸化炭素がたくさん出る

再生可能 太陽光、水力、風力などから得られるエネルギーのこと

エネルギーとは 使っても、二酸化炭素が全く（または、ほとんど）出ない

「使うエネルギーの量を減らす（省エネ）」「再生可能エネルギーの量を増やす」ことで

私たちが出す二酸化炭素の量を、実質0に近づけることが出来ます。

そしてこれは「ガマン」ではなく「選ぶ」ことで実現できます。

決して電気を使わない生活に逆戻りするわけではありません。
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　実質0ってどうするの？

使

う

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

量
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　☆ちょっと BREAK TIME☆

　「パリ協定」ってなに？

使うエネルギーの

量を減らす（省エネ）

「パリ協定」で、世界は

「温室効果ガス排出量実質0」に合意!!

化石燃料で

まかなう量

再生可能エネルギー

などでまかなう量

減らす

増やす



 事業継続計画=Business Continuity Plan 

災害・事故・テロなどの緊急事態が

発生したときに、重要な事業がストップしないように

あるいはストップしたとしても被害が

最小限に済むように、

取り決めておく計画。

①いつ、何が起きるか誰にもわからない

緊急事態が起こったとき事前にどうするか決めておく事で、

リスクの発生直後から迅速に動き出すことができる

事業の早期再開へと繋がる。

②事前に決定しておく事で冷静な対応

避難方法、避難ルート、避難場所をあらかじめ決めておくことで、

従業員の命を守ることができる

③供給連鎖を止めない企業努力の要求

1つの製品の物流が止まることで、普及する製品やサービスの供給停止に繋がる可能性がある

④ステークホルダー（＝取引先・顧客）の信頼を得る

入念に対策を取り、BCPを策定していることを公にすることで

取引先、顧客などのステークホルダーの安心と信頼を得る

企業として社会からの安心と信頼を得ることは

事業を継続していくうえで特に重要
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　☆ちょっと BREAK TIME☆

　「BCP」ってなに？

　BCPの導入が必要な理由
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□環境経営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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　Do ・Check  | 取組内容・評価

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・空調省エネタイプ更新

現場トイレ・事務所トイレ・更衣室・会議室・B棟北側照明のLED化やゴーヤのみどりのカーテンを

試みたことにより昨年度の実績にくらべ使用量減少したものの、生産量増加による残業時間の増加

や塗装ブースの増設が要因となり目標未達に終わる。

・LED照明切替

TOYO SEITETSU Report 2021

昨年引き続きみどりのカーテン実施

現場トイレ・事務所トイレ照明LED化

男子・女子更衣室　照明LED化

B棟北側LED

事務所2階　会議室照明LED化

事務所西側・2階会議室空調更新

電力 削減

100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000

2017年度 2019年度 2020年度 2021年度

kg-CO2

目標

基準年値

達成率

99％



達成状況

〇

〇

〇

ガソリン使用量

達成状況

〇

◎
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　Do ・Check  | 取組内容・評価

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・アイドリングストップ、エコドライ

ブ
感染症の影響により人の往来を極力避ける風潮になり、社用車の使用はほぼ通勤時のみになるため

ガソリンの使用も減少

しかしながら生産量増加により、リフト燃料の軽油使用が増加した。

・効率的なルート配送及び営業ルート

・分別の徹底 毎日発行する書類の両面集約コピーするようにプリントレイアウトの改善を試みる

毎回パトロールでの小さな指摘アリ。全員の分別意識がまだ少し足りない。

再度各部署担当者へ周知し分別の徹底を呼びかける。・従業員への意識を高める呼びかけ
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・公共交通機関の利用

軽油使用量

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

ごみの分別の徹底プリントレイアウトの改善

一般廃棄物 削減
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達成状況
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△
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達成状況
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〇

△
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　Do ・Check  | 取組内容・評価

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・梱包、包装資材の削減

月一回の省エネパトロールを実施する。主にゴミの分別の徹底、エアコン消し忘れ、設定の正常値

の確認。部署ごとの担当者を選出し、各部署に呼びかけをする。

また省エネ対策の改善案として、輸入品の梱包材の改善により産廃の削減に繋げた。

・消耗品（ペーパー）使用量削減

・パテ使い切り

輸入品梱包材の改善

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・水道配管からの漏水を定期的に点検
徐々に使用量増加傾向

水道配管からの漏水の恐れあり

リスクアセスメント　レポート掲示 溶剤拡散・飛散
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取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・有害性物質の表示、記録、管理

溶剤の適正管理

溶剤拡散・飛散ぼうしについて従事者からの案が大掛かりな内容でもう少し簡易的にできないか、

一旦保留。

・有害性物質の使用者に対して再認識

・溶剤拡散・飛散防止

産業廃棄物 削減

溶剤使用適正管理
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達成状況
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〇

達成状況
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13

　Do ・Check  | 取組内容・評価

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・長田野工業センター主催の地域活動

への積極的な参加
社内独自のクリーンパトロールを毎月実施している。

地域貢献活動の感謝状 社内クリーンパトロール

・輸入製品の不良廃却量の削減 コロナ影響から製品出荷の数量も減り、それに伴い中国品の仕入れ量も大幅に減らしたためでもあ

るが、前年に比べ不良廃却量が減少したのは製品不良が発生した場合は速やかに中国製造メーカー

へフィードバックし、よく連携が出来て結果の表れだと思われる。・仕入先への教育

　　不良廃却品削減

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・全員参加防災訓練の実施

昨年同様に屋外消火栓使用方法、普通救命講習も取入れ、従業員の知識を広げて緊急事態に備え

る。

今後毎年訓練をする事で緊急事態でも焦ることなく、初期消火、通報、避難、救命ができることを

目指す。

消火器使用の消防訓練 AED使用の救命講習

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）
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不良廃却品 削減
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達成状況

◎

達成状況

◎

社内管轄の安否確認サービスの開始
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取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・BCP

災害・事故・テロなどの緊急事態が起こった際に、従業員の安否確認及び指示が出来るように社内

のサービスを開始することが出来た。今まで企業が個人情報の管理をしていたことに比べて、この

システム導入後は各個人が連絡先の管理を行うため、日々最新の状態が保持出来る。万が一リスク

が発生しても直後から全従業員に周知でき迅速に動け、事業に支障をきたすことを最小限に食い止

めることができることが実現した。

　Do ・Check  | 取組内容・評価

取り組み計画 評　価（結果と次年度への取組内容）

・太陽光発電

今期は若干発電量が減少するするものの、定期的な点検・整備により発電量が使用量を上回る結果

となる。継続して停電や異常を検知した場合は装置自体が停止し、発電しなくなるためこまめな確

認を行う。

今期も昨年に引き続き感染症の影響で換気しながらの空調の利用などで電力使用量の増加する。設備投資によるLED化及び空調設備の更新による電力使用量の削

減の目標達成を目指し試みたが目標値には達しなかった。

また昨年から継続している月１回の省エネパトロールは、現場各部署の省エネにつながる案を出し合い、改善活動実施に繋げていくことができた。実際に数字と

して現れてくることは少ないかもしれないが、現場の声に耳を傾け活動できたことに成果を感じる。

次年度も全従業員の意識を高めるため、たくさんの意見を取り入れて工場全体で省エネ対策に取り組みできるようにしていく。
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総括
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□環境関連法規制等の順守状況

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。

環境関連法規制等の順守状況の評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。

なお、関係当局よりの違反等の指摘及び訴訟は、過去３年間ありません。

遵守評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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廃棄物処理法

一般廃棄物、産業廃棄物（混合廃棄物、廃プラ、可燃物、

金属くず、木くず、ダスト、引火性廃油）

PCB含有電機工作物の処分

○

騒音規正法 圧縮機、送風機

振動規正法 圧縮機

　Do ・Check  | 取組内容・評価

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

NOx・PM法 社用車トラック、社用車乗用車

消防法 危険物保管

省エネ法 エネルギーの使用

大気汚染防止法 特定施設（乾燥炉・湿式ブース・塗装施設）

フロン排出抑制法 業務用冷凍空調機器

ＰＲＴＲ法 特定化学物質

労働安全衛生法 有機溶剤健康診断実施・リスクアセスメント

悪臭防止法 有機溶剤健康診断実施
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□エアコンの使い方を選ぼう

●　エアコンの風量は「弱」より「自動」の方が省エネ。 ゴミ袋

●　家族別々の部屋にいるより、1つの部屋に集まった方が

　　エアコンの使用を減らせて省エネ。

【冷房の設定温度を27度から28度に1度上げた場合】

□シャワーの使い方を選ぼう

●　家で使うエネルギーの約３分の１はお湯を沸かすために ゴミ袋

　　使われているよ。

●　シャワーヘッドを節水型にすると省エネ。

【夏に家族３人が40度のシャワーを1人１日1分短縮した場合】

□電気の使い方を選ぼう

●　電気はこまめに消した方が省エネ。 ゴミ袋

●　早く寝て早く起きると、電気をあまり使わなくて省エネ。

【54Ｗの照明の点灯時間を1日1時間短縮した場合】

□テレビの見方を選ぼう

●　テレビは、番組や時間を決めて見よう。 ゴミ袋

●　テレビの代わりに読書をしてみよう。

●　テレビの省エネモードを選ぼう。

【液晶テレビ（100Ｗ）を見る時間を1日1時間減らした場合】

□飲み物を選ぼう

●　ペットボトルは、作る時、ごみとして燃やすとき、 ゴミ袋

　　リサイクルする時に、二酸化炭素が発生するので

　　ペットボトルより水筒にお茶などを入れて飲もう。

【ペットボトル（軽量）500ｍｌを1日1本買わなかった場合】
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　☆私たちが出来る事☆

未来のために、いま選ぼう

二酸化炭素　932ｇ

×17個分

二酸化炭素　806ｇ

×14個分
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二酸化炭素　186ｇ

× 3個分

二酸化炭素　345ｇ

× 6個分

二酸化炭素　487ｇ

× 9個分

1週間の取組みで

二酸化炭素は

どれくらい減る？



□次年度への取組み

□代表者による全体評価と見直しの結果・指示

環境経営方針、環境経営目標、実施体制は変更なし

福知山工場長

森本　敏昭

東洋製鉄株式会社福知山工場

〒620-0853

京都府福知山市長田野町2-45

電話:0773-20-3100

FAX:0773-20-3105

発行　2022年7月29日
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　Action  |  代表者全体評価・見直し・指示

電力使用量削減 LED化・空調更新設備投資し、昨年の使用量を比較すると実際に削減できた数値になっている

産業廃棄物削減
中国からの梱包木材の排出経路が一部回復したものの、自社で排出の場合も多々ある。

目の前の分別の徹底から改めて見直す。

2022年5月10日

・漏水箇所の修繕の検討

・省エネ会議・省エネパトロールを介し、一人一人の意識づけの強化
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溶剤使用適正管理
中期計画の溶剤拡散・飛散防止対策を計画して取り組めるようにする

→従事者の意見を取り入れたが大がかりな設備投資になるので一旦保留にした。

省エネ活動 省エネパトロール等、一人一人が常に改善と問題意識を持って活動し、改善案を出し合い目標に向かって全員で取り組む

今後PDＣAサイクル利用分析し、引き続き環境活動を継続して取り組む。

次年度の具体案として漏水箇所の修繕の検討、省エネパトロール、省エネ会議を行動・検討し各自の様々な意見に耳を傾け、提案を取り入れ目標達成

に繋がるよう努める。

水道水使用量削減 排水管からの漏水と思われる。次年度、ほかの工事とあわせて漏水箇所の修繕を検討する


