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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します

２． 電力、燃料による二酸化炭素排出量の削減に取り組みます

３． 廃棄物の削減とリサイクルを推進します

４． 節水行動や作業改善で水使用量を削減します

５． 化学物質の適正管理に努めます

６． 5S活動から、環境に配慮した生産活動に努めます

制定日：

改定日：

代表取締役社長

2021年2月1日

　環 境 経 営 方 針

2015年8月31日

森本　茂信

 当社は熱間鍛造の事業を行っている。企業責任の重大
さを自覚し技術開発を進め、事業活動を通じて、地球温
暖化の緩和に向けた取り組みや様々な環境活動に全員参
加で自主的・積極的に継続的改善に取り組みます。



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社　多田鉄工所
代表取締役社長　森本茂信

（２） 所在地
本　社 大阪府大阪市西淀川区中島2-13-96

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 森本茂信 TEL：06-6473-7356
担当者 森本吉彦 TEL：06-6473-7356

（４） 事業内容
熱間鍛造
主要製品：産業車両、鉄道部品、電力架線部品

（５） 事業の規模
製品出荷額 2.3 億円
主要製品生産量 250 トン

本社
従業員　　　　　 4名
延べ床面積　　　 1250㎡

（６） 事業年度 2月1日～1月31日

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 株式会社　多田鉄工所
対象事業所： 本社
対象外： なし

活動： 熱間鍛造による金属部品（産業車両、鉄道、電力架線）の製造



□環境経営組織図及び役割・責任・権限表
更新日：

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
・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、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）
・環境活動計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

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
・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

役割・責任・権限

代表者
森本茂信

環境管理
責任者

環境事務局
森本吉彦

工場部門
田中智

森本茂信

2015年8月31日



□主な環境負荷の実績

項　目 単位 2014年 2020年 2021年 2022年
kg-CO2 272,372 177,890 164,255 180,293

廃棄物排出量 kg 360 496 495 420
kg 360 496 495 420
kg 0 0 0 0

総排水量 ㎥ 633 521 517 601
※電力の二酸化炭素排出量換算値;
    2022年度より関西電力排出係数（調整後）0.351kg-CO2/kWhを採用
※灯油の二酸化炭素排出量も含む

□環境目標及びその実績

基準値 2021年 2023年 2024年

（基準度) （実績） （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 188,247 104,432 180,717 111,655 110,124 109,183

（kWh） (536,315) 296,681 514,862 318,104 313,744 311,063

基準年比 2014年 55% 96% 59% 59% 58%

kg-CO2 75,570 52,257 71,791 60,553 59,927 59,322

基準年比 2014年 69% 95% 80% 79% 79%

kg-CO2 8,019 7,566 7,779 8,085 8,003 7,923

基準年比 2014年 94% 97% 101% 100% 99%

kg-CO2 271,836 164,255 260,287 180,293 178,054 176,428

kg 360 495 306 420 416 412

基準年比 2014年 138% 85% 117% 116% 114%

㎥ 633 517 570 601 595 589

基準年比 2014年 82% 90% 95% 94% 93%

2022年

　一般廃棄物排出量
　産業廃棄物排出量

一般廃棄物の削減

都市ガスによる二酸化炭素
削減

二酸化炭素総排出量

電力による二酸化炭素削減

自動車燃料による二酸化炭

上記二酸化炭素排出量合計

水道水の削減



□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

　 活動：◎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 ○
○
○
.△
×

数値目標 ○
△

数値目標 ×
○
○

数値目標 ×
△
○
○
△

数値目標 ×
○

数値目標 -

〇
×

□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。

騒音・振動規制法

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、違反、訴訟等も過去３年間ありませんでした。

・分別の徹底

・アイドリングストップ
・効率的なルートで配送

自動車燃料による二酸化炭素削減
基準年と比較すると納品する量が減り、チャーター
便による納品がなくなり
人手にも余裕があるため自社便の活用が増えたこと
が原因

一般廃棄物の削減

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取組内容
電力による二酸化炭素削減

一時的に廃棄物が増えるが、不要なものの処分をす
すめ作業スペースを広げる

都市ガスによる二酸化炭素削減
若干仕事量が戻ってきているが、短納期の割り込み
も増え、無駄に装置を動かすことが増えている
段取りよく仕事を進めることが、より必要になって
いる
基準年と比べると仕事量が少ないため目標達成した
と思われる

・加熱炉の空気比

消防法

・シュレッダー廃紙のリサイクル化
・帳票見直しによる印刷物の削減

清掃活動は、朝礼後毎朝行ったが、整理整頓が行え
ていない。
終業後に使用した道具を元に戻すことの習慣づける
教育を行う必要がある
整理整頓の意識づけのむずかしさを痛感する

・朝礼後の清掃活動

・冶具、道具の整理整頓

水道水の削減
仕事量が若干もどり、水の使用量も増加

・節水シールの貼り付けとポスター掲示

デマンド監視など電力使用量に注意した結果、目標
値（330kw）は達成できた。

デマンドの目標値を下げることを目標に取り組む

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・不要照明の消灯
・空気圧縮機のエア洩れ点検
・作業改善・業務改善の推進（部門別活動計画書で運用）

【目標未達成時の挽回策】
エア漏れ箇所の補修をおこなう

消防設備の定期点検

・梱包材の再利用

空圧機（鉄工団地により届出対象外）

適用される事項（施設・物質・事業活動等）
廃棄物処理法

適用される法規制
一般廃棄物、廃水銀灯

3S活動の推進



□緊急事態対応の試行・訓練
実施日：2022年12月26日

火災対応手順書の有効性テストを兼ねての通報訓練及び消火訓練を実施した。

参加者：6名

概ね順調に訓練できました。

手順書の変更無し。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

2023年度、2024年度の目標値は、2022年度の実績をもとに全面見直しが必要である。

□環境活動の紹介

無事故を掲示し、安全への意識を高める取り組みをおこなっている

燃料費の高騰もあり、効率的な作業の進め方の必要性がさらに高まっている。
短納期の割り込みをどのように対応するかがポイントと考えるが、効率よくと割り込みの短納期は相
反することになるので、対策が見つかっていない


