
作成日：2022年11月16日

（対象期間：2021年6月1日～2022年5月31日）

本社 工場

取扱商品： 段ボール加工用刃

認証番号0011613

第二工場



　昭和３５年創立以来、紙器・段ボール加工用等の刃物一筋に製造して

まいりました。設計段階から成型加工、熱処理、研磨仕上げまで一貫加工を

手掛けています。

　このような生産活動を通して環境改善することが、お客様や地域の方と

ともに発展していくことに繋がると信じています。

　従業員一人一人が、工場から排出するCO2や廃棄物等の削減に努め、

企業の社会的責任を果す決意です。

次の事項について、環境目標・計画を定め、継続的な改善に努めます。

1．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

2．電気等の二酸化炭素排出量の削減に取り組みます。

3．廃棄物の削減や再生利用に取り組みます。

4．節水に努めます。

5．焼入れオイル等の化学物質使用を適正に管理します。（廃油の適正管理）

6．グリーン購入に努めます。

7．環境配慮製品の開発及び販売に努めます。

制定日：2016年 5月10日

改定日：2022年 1月19日

代表取締役社長

環 境 経 営 方 針

近畿刃物工業株式会社
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□組織の概要

（１）名称及び代表者名
近畿刃物工業株式会社
代表取締役社長　阿形　清信

（２）所在地
本社・工場 大阪府守口市大日町３丁目３３番１２号
第二工場 　　　　　　　　〃
第三工場 大阪府守口市佐太中町１丁目９番２０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 阿形　恒三 TEL：06‐6901‐1221
推進委員 田中　豪 〃
担当者 谷山　結子 〃

（４）事業内容
紙器・段ボール用刃物製造販売
段ボール加工刃物、紙工業用刃物、金属加工刃物

（５）事業の規模
売上高 4.9 億円 (2021年度）

※資材置き場の為

（６）事業年度　： ６月１日～５月３１日

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 近畿刃物工業株式会社
対象事業所  ： 本社工場・第二工場

第三工場

＊全サイトを対象にしています。対象外の事業所ありません。

活動 ： 紙器及び段ボール加工用刃物製造、販売

第三工場 合計

0※ 44
63 1,749

本社･工場・第二工場

従業員　　　   人　　 44

延べ床面積　   ㎡　 1,686
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□実施体制図及び役割・責任・権限表

・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

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
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

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

部門長

 EA21推進委員会　田中 ・環境活動計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

・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

環境事務局  ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会　田中の事務局
・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

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

役割・責任・権限

実施体制図及び役割・責任・権限表

（8名） （4名） （28名）

（第２工場含む）
阿形専務 阿形清信社長 安宅総括部長

総務・営業部 品質管理部 製造部

阿形恒三専務

環境事務局

谷山

EA21
推進委員会

田中

代表者

阿形清信社長

環境管理
責任者
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□主な環境負荷の実績と目標

□環境目標及びその実績
本社及び第2，3工場の合計

基準値

（基準年度) （目標） （実績） 年度目標
kg-CO2 203,242 209,339 229,486 236,371

基準年比 103% 113% 103%
kg-CO2 557 540 524 508

基準年比 97% 94% 97%
kg-CO2 6,287 6,287 6,522 6,522

基準年比 100% 104% 100%
kg-CO2 210,086 210,086 236,532 243,401

kg 2,657 2,524 2,701 2,566

基準年比 95% 102% 95%
L 2,600 2,340 1,400 1,260

基準年比 90% 54% 90%
kg 22,261 21,148 26,781 25,442

基準年比 95% 120% 95%
kg 36,547 34,720 43,129 40,973

95% 118% 95%
㎥ 651 618 640 608

基準年比 95% 98% 95%
購入率％ 25% 10% 16%

－

行動目標 ― 次項参照 次項参照

行動目標 ― 次項参照 次項参照 ○

kwh/万 120.30 123.91 120.90 124.53

基準年比 103% 100% 103%

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

廃油の削減

○

2022年度

2020年

電力の削減

☓

都市ガスの削減
（行動目標） ○

2021年6月～2022年
5月

自動車燃料の削減

☓

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減
（行動目標） ☓

次回より
行動目標へ

電力の削減
(生産販売高原単位）

○

金属屑(混合物)の削減

☓

金属屑（有価物）の削減

☓

水道水の削減
（行動目標） ☓

グリーン購入の推進
○

寿命が分かる刃の開発
（行動目標）

△

化学物質の適正管理

単位 2020年実績 2021年実積 2022年目標

kg-CO2 210,086 236,532 243,401 ※2020年度より
L 3,600 2,600 1,300 前年結果を
kg 20,905 22,261 21,148 来期の基準値とする
kg 39,993 36,547 32,893
㎥ 623 651 586

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.522 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ　関西電力2013年度基礎排出係数

項　目

二酸化炭素総排出量

廃油

産業廃棄物(混合物）

有価物（金属）

水使用量　
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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

　 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 ×

〇

〇

△

△

〇

数値目標 〇

△

△

数値目標 ×

◎

◎

◎

◎

数値目標 ×

△

数値目標 〇

〇

〇

数値目標 ×

〇

〇

数値目標 ×

〇

〇

〇

数値目標 ×

〇

×

△

数値目標 〇

○

○

行動目標 △

×

×

×

〇

行動目標 〇

〇

〇

〇

〇

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

・目標未達成。昨年比較で売上が大幅に上がっている事が要因と考
える。・各部署ごとの空調温度の適正化

・不要照明の消灯

・デマンド設定を変更
・省エネタイプ(エネルギー効率の高い）エアコンへ更新

【中期計画】

・生産工程の短縮

都市ガスによる二酸化炭素削減

・昨年に引き続き、都市ガスは湯茶沸かし程度。今後も節約を心掛
ける。・湯茶沸かしのみ使用

・節約に努める

・自動車燃料の削減

・共同配送の実施

一般廃棄物の削減

・収集したデータに基づいて不要な廃棄物を排出しない様努めた。
継続して実施を行う。・昨年のデータを見比べる事で

　意識レベルを上げる

・営業間の効率的なルート配送による削減及び、不要不急なエアコ
ン使用の削減とアイドリングストップの実施。・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

【中期計画】

・大幅に増加している。昨年比較で売上が大幅に上がってる事が要
因と考える。・5S活動の推進

・リサイクルＢＯＸの設置

廃油の削減

・目標達成。今期は昨対90%に設定。

・交換頻度回数を削減

・使用可能な廃油をリサイクルする

金属屑(混合物)の削減

廃棄有価物（金属）の削減

・大幅に増加している。昨年比較で売上が大幅に上がってる事が要
因と考える。・作業ミスによる廃棄量の削減

・素材別ボックスの設置
・5Ｓ活動の推進（部門別活動計画書で運用）

寿命が分かる刃の開発

水道水の削減

・引き続き節水に努める。

・節水シート掲示

【中期計画】

・雨水利用による植木の水やり

・洗浄工程の改善

グリーン購入の推進
・グリーン購入への切り替え実施を進め、前年で16％の購入比率。
引き続き、グリーン購入が可能な製品があれば切替を検討する※次
年度より【活動目標】へ移行する（仕入先の管理システムが変わ
り、数値での集計が困難となった為）

・事務用品グリーン購入比率向上

【中期計画】

・目標値の設定

・新型コロナウイルスにより、展示会への出展が出来なかった。

・環境配慮製品の販売促進

化学物質の適正管理

・引き続き、取扱い方法を徹底。
今後も継続的に実施する。

・新規化学物質のリスクアセスメントの実施

・クエンチオイル漏らさない

【中期計画】

・リスクアセスメント結果の周知

・皮膚にくっつけない

・市場調査

・展示会出展

・データ収集
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□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。

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。

□代表者による全体の評価と見直し

□環境活動の紹介

・コロナ禍の特殊事情に関わらずEA21の活動による効果は徐々に出てきていると感じる。
 今後、電力に関しては、より細かく把握していく必要がある。
・産業廃棄物処理に関して、端材のリサイクル方法を外部に向けて発信する事で、無駄にならないよう取り組ん
でもらいたい。
・新社屋の完成に伴い、環境に配慮した設備を導入。
・インフラに関しては良い状態だと感じる。
・今後のEA21の浸透具合がより高まっていく事が数字に繋がる事を期待している。アフターコロナは生産効率向
上を目指す。
・方針：変更なし　目的・目標：変更なし　実施体制：変更なし

消防法 少量危険物倉庫、消火器、火災警報器

高圧ガス保安法 アセチレンガス、液体酸素、液体窒素、レーザー加工機用混合ガス

労働安全衛生法 リスクアセスメントの実施

騒音・振動規制法 空圧機、送風機

フロン排出抑制法 業務用空調機

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（廃油、金属クズ（有価物）、廃プラ等）

産業廃棄物保管 状況

産業廃棄物保管 表示板 少量危険物取扱所 表示
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節電啓発シート

デマンド表

工場内ＬＥＤ

照明配置図

節水シートハイブリットファン

分別ゴミ箱
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塩タブレット設置

室外機日除けカバー

遮熱塗料壁

アルミサッシ窓

冷却タオル アイスベスト

空調服スポットクーラー
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2018年度最新空調整備 P11,12参照 2018年度最新空調整備 ※P11,12参照

中央温度管理コントローラー アルミサッシ

※レポート終わりページにエアコン導入の際の当社の

環境配慮の考え方を記載しています（ダイキンHPより）
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工場内から外へ避難
訓練の講評

消火器の取扱訓練

人命救助訓練
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エアコン導入時の当社の環境配慮への想い（ダイキンHPより）
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