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１． 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守することに努めます

２． 電力及び自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減に努めます

３． 省資源・廃棄物削減・リサイクルの推進に努めます

４． 水使用量の削減に努めます

５． 化学物質の適正管理に努めます

６． グリーン購入に努めます

７． 簡易包装により、顧客の廃棄物削減に努めます

制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

環 境 経 営 方 針

2020年3月5日

藤原　稔也

2014年7月15日

シール関連製品の販売事業活動の中で、環境保全が経営の重要課題であることを認識し、
全社一丸となって自主的・積極的・継続的に、環境保全活動に取り組みます。
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□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

内外産業株式会社
代表取締役社長　藤原　稔也

（２） 所在地
本　社 大阪府大阪市西区京町堀2丁目14番20号
彦根営業所・彦根工場 滋賀県彦根市小泉町78-12
伊丹営業所・伊丹工場 兵庫県伊丹市北河原5丁目1番5号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 専務取締役 藤原　崇行
担当者 管理部　 青木　涼真 TEL：06-6441-6391

（４） 事業内容

シール関連製品の加工及び販売、産業機器製品の製造
主要製品：パッキン、バルブ

（５） 事業の規模
製品出荷額 20.5 億円

本社
彦根営業所
彦根工場

伊丹営業所
伊丹工場

合計

30 24 5 59

850 1,321 1,458 3,629

（６） 事業年度 10月～9月

（7） 認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 内外産業株式会社

対象事業所： 本社

彦根営業所・彦根工場

伊丹営業所・伊丹工場

対象外： なし

活動： シール関連製品の加工及び販売、産業機器製品の製造

従業員　　　　　

延べ床面積　　　
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（8） 実施体制図及び役割・責任・権限表

課員　　福井　啓二

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

係長　　藤居　良行

代表者（社長）

環境管理責任者

大阪本社

課長　　東脇　有吾

・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

・環境経営システムの構築、実施、管理

・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

・経営資源を用意をする

部門長

役割・責任・権限

・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

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・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

・実施体制の構築

所長　　山口　和秀

代表取締役社長

藤原　稔也

EA21推進委員会

彦根営業所/彦根工場

課長　　伊藤　一人

環境管理責任者
専務　　藤原　崇行

部長　　福栄　浩一

青木　涼真

伊丹営業所/伊丹工場

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

環境事務局

・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）

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・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、責任及び権限を定め、各自の役割を全従業員に周知

・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境目標・環境活動計画書を承認
・全体の評価および課題とチャンスを明確化し、環境管理責任者に必要な指示を出す
・環境活動レポートの承認

　試行・訓練を実施、記録の作成

環境事務局

・環境目標、環境活動計画書原案の作成

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・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

全従業員

・自部門における環境方針の周知

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
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□主な環境負荷の実績

単位 65期 66期 67期 68期 69期

127,747 123,132 117,839 104,845 102,690

82,255 74,106 69,129 72,734 67,331

45,492 49,026 48,710 32,111 35,359

トン 4 3.6 3.2 3.6 3.6
トン 22 32 41 29 32
㎥ 2,224 2,303 1,848 1,996 1,969

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.516 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

◆0.516kg-CO2/kWh(関西電力2013年度調整後の排出係数)

□環境経営目標及びその実績

（基準値) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 83,430 77,590 67,331 76,756 75,921

基準年比 62期・65期 93% 81% 92% 91%

kg-CO2 50,540 47,002 35,359 46,497 45,992

基準年比 62期 93% 70% 92% 91%

133,970 124,592 102,690 123,253 121,913
62期・65 94% 77%

kg
3,912 3,638 3,574 3,599 3,559

基準年比 63期 93% 91% 92% 91%

ｔ 34.4 33.0 31.8 32.70 32.36

基準年比 64期 96% 92.5% 95% 94%
㎥ 2,262 2,104 1,969 2,081 2,059

基準年比 62期・66期 93% 87% 92% 91%
㎏ 61 69 44

63期 適正管理 適正管理

㎏ 963 953 919 944 925

68期 99% 95% 98% 97%

kg-CO2

総排水量

廃棄物排出量

　一般廃棄物排出量

ダンボール廃棄量の削減

kg-CO2

電力による二酸化炭素

自動車による二酸化炭素

上記二酸化炭素排出量合計

％

製品・サービスへの環
境配慮

5654 39

　産業廃棄物排出量

※移転後の彦根ではウォーターカッターの使用による水の使用量の増加により基準年を変更している

※電力による二酸化炭素の削減の項目において、彦根営業所・彦根工場は2016年2月に移転したため基準年を62期から65期に変更
している

産業廃棄物の削減

水道水の削減

項　目

化学物質の適正管理

一般廃棄物の削減

グリーン購入の推進
58

70期 71期

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

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2020/10～2021/9

69期

二酸化炭素総排出量

基準年
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□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
数値目標：○達成　×未達成
◎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

数値目標 〇
○
○
○
△
×
○

数値目標 ○
○
○
○

数値目標 ○
△
○
○
△

数値目標 ○
○
○
○
△

数値目標 -
○
○
○
△

数値目標 ○
○
○
○
△

数値目標 ×
○
○
○
△

数値目標 ○
○
○
○

□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ある。

シンナーの保管

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。
なお、関係当局よりの違反、訴訟等の指摘は、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

電力による二酸化炭素削減

・エレベーターの使用を控え、階段を使用する

・不要照明の消灯

・梱包材の再利用

取り組み計画

今期もコロナの影響が大きく結果に影響する形となった。
電力および自動車燃料による二酸化炭素の削減は大きな削減率を達成できたが一方で社内業務の増加に
よる一般廃棄物の増加、大阪および伊丹の水道水の増加が見られた。彦根は業務の増加によるウォーター
カッターの使用が増えていたが、大きな削減をすることが出来ていた。
このことから、コロナにより大きな削減率を達成することが出来た一方で、コロナによる目標を達成できな
かった部分もあった。
引き続きコロナによる影響が出ると考えられるが、終息後に削減が出来なくなることが無いように今一度、
社員全員の環境に対する考え方を改めてもらい、自発的な削減方法を積極的に行ってもらうとともに今期で
目標の達成が出来なかった部分の原因を追求し改善に繋げていける環境を整えていく。

取組結果とその評価、次年度の取組内容

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

廃棄物の量が基準年と比べ9％程削減が出来ていた。
業務の増加に伴い紙などの量も増えたが、各営業所が
再利用を徹底していたことで廃棄を抑えることが出来
ていた。
今後さらなる再利用化のため、環境の整備を行ってい
く。

・パソコン、コピー機等のＯＡ機器を省電力に設定

・帳票見直しによる印刷物の削減

化学物質の適正管理

・容器の蓋の徹底

・３Ｓ活動の推進
・リサイクルしやすい製品の購入

・作業ミスによる廃棄量の削減

コロナ禍の影響下も目標達成の要因の一つでもある
が、全体的に電気使用の削減を行えていた。月ベース
では目標値の達成を出来なかった月もあるが実際には
目標値として設定していた数値以上の削減率を出せて
いた。
この結果を周知し、今後も同様の電気使用の削減を一
人一人が行っていける環境を整えていく。

産業廃棄物の削減
・

・作業改善・業務改善の推進（部門別活

自動車燃料による二酸化炭素削減

適用される法規制

プラスチックダンボールの使用を開始

・トイレに擬音装置取り付け

・事務用品グリーン購入比率向上

一般廃棄物の削減

・自動水栓取り付け

製品・サービスへの環境配慮

・代替物質の検討

今期は基準年と比べて20％程削減が出来ていた。
コロナの影響による削減が一番の要因であったが、終
息後も同じ削減を行うため可能な範囲で自動車燃料の
使用を避ける環境を整えていく。

・分別の徹底

彦根の水道水の削減は50％程削減が出来ているのに対
し、大阪と伊丹の合算が思うような結果が出せていな
かった。
目標を達成できた月と出来なかった月の違いを明確化
し、削減目標の達成を徹底していける環境を整える。

グリーン購入の推進

適性に管理が出来ている
・有害性物質の表示の徹底

・素材別ボックスの設置

ダンボール廃棄量削減の開始

・アイドリングストップ
・効率的なルートで配送
・エリア別営業活動の見直し

・節水シールの貼り付けとポスター掲示
・節水弁取り付け

水道水の削減

・シュレッダー廃紙のリサイクル化

騒音・振動規制法

フロン回収破壊法
消防法

・省エネ性能の高い電気製品の購入

ダンボール容器の再利用化

一般廃棄物、産業廃棄物（廃プラ、木くず）

消防法（危険物）

危険物の保管

コンプレッサー

業務用空調機

廃棄物処理法
適用される事項（施設・物質・事業活動等）

・燃費のよい自動車の採用

・夜間、休日はパソコン、プリンターの主電源を切る

ウォーターカッターの使用により廃プラの量が増えて
いたが、ミスを減らすことで僅かな数値であったが目
標の達成が出来た。
引き続きミスによる廃プラの廃棄増加が起こらないよ
うに徹底していく。

・作業ミスによる使用量増加の抑制

適正に管理が出来ていた。
引き続き段ボールや梱包材の再利用、プラスチックダ
ンボールの使用による受渡を徹底していく。

・有害性の少ない資材の購入

事務用品の購入サイトを変更したばかりでグリーン商
品の購入が出来なかった。来期からは各営業所毎でグ
リーン商品で代用できるものに関しては可能な範囲で
変更してもらうが、2017年度のガイドラインよりグ
リーン購入の項目が消えたのでどのように対応するの
か検討する。
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□これまでの環境活動の主な取組

照明のLED化

　　照明のセラミックメタルハライド化照明のLED化、業務用エアコンの更新
・彦根営業所/彦根工場 ・伊丹営業所/伊丹工場

・大阪本社
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2013年度（62期）

2014年度（63期）

2015年度（64期）

2016年度（66期）

2017年度（66期）

2018年度（67期）

2019年度（68期）

2020年度（69期）

2013年度（62期）

2014年度（63期）

2015年度（64期）

2016年度（66期）

2017年度（66期）

2018年度（67期）

2019年度（68期）

2020年度（69期）

128,067

145,559
143,032
149,159

【総ＣＯ2（kg）／百万円】

123,132
117,839

102,690

・総ＣＯ2（電力及自動車燃料）の推移
総ＣＯ2（kg）

　（２）総二酸化炭素排出量の推移

50

104,845

48

89
82
78
65
56
51

・原単位（総ＣＯ2／百万円）の推移
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