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環境経営方針

＜環境経営理念＞

当社は、歯車装置の製造事業活動において環境に影響
する業務であることを認識し、社会に認められる企業で在
り続けるため、地球温暖化問題への取り組みや地域の環
境活動に自主的・積極的に取り組みます。

＜環境保全への行動指針＞

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．節水に努め水の使用量を削減します

５．化学物質を適正に管理します

６．会社周辺の清掃活動を行います
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組織の概要

株式会社ハーティス
ＨＡＲＴＹＳ Ｃｏ，ＬＴｄ

名称 株式会社ハーティス

代表者名 服部 匡

所在地 大阪府東大阪市弥生町14番２号

事業内容 歯車装置の製造

事業年度 ５月１日～４月３０日

部署 名前 連絡先

環境管理責任者 技術部 本山 昌司 TEL:072-983-3333

環境管理担当者 資材部 山元 誠 TEL:072-983-3333

環境管理担当者 資材部 関澤 史浩 TEL:072-983-3333

２０２０年度 単位 合計

売上高 万円 ３５，７３９万円

従業員 名 ２１名

延べ床面積 m² １０３３．１２ｍ²

認証・登録の対象組織・活動

登録組織名 株式会社ハーティス

対象事業所 本社

活動 歯車装置の製造



環境経営組織図及び役割・責任・権限表

株式会社ハーティス
ＨＡＲＴＹＳ Ｃｏ，ＬＴｄ

代表者
服部 匡

環境管理責任者
本山 昌司

環境事務局
山元 誠
関澤 史浩

品質管理課業務部技術部資材部製造部

役割・責任・権限

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、時間等経営資源を準備
･環境管理責任者を任命
･環境経営方針の策定・見直し
･環境経営目標・環境経営計画書を承認
･代表者による全体の評価と見直し、指示
･環境経営レポートの承認

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
･環境経営目標・環境経営計画書を確認
･環境活動の取組結果を代表者へ報告
･環境経営レポートの確認

環境事務局 ･環境管理責任者の補佐、全従業員の事務局
･環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施
･環境経営目標、環境経営計画書原案の作成
･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の管理
･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
･環境経営レポートの作成・公開（事務所に備え付けと地域事務局への送付）

全従業員 ･環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚
･決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

制定日：2016年7月21日



2020年度環境負荷の実績

項目 単位 2018年 2019年 2020年

二酸化炭素排出量 ㎏-CO₂ 68,961 71,928 56,241

一般廃棄物排出量 kg 1,784 1,735 1,349

総排水量 m³ 253 255 247

2020年度環境経営目標及びその実績

基準値 2020年 評価 2021年

（基準年） （目標） （実績） （目標）

電力による
二酸化炭素の削減

kg-CO₂ 55,055 54,504 43,176
〇

53,954

基準年度比 2019年 99％ 78％ 98％

自動車燃料による
二酸化炭素の削減

kg-CO₂ 15,948 15,789 12,476
〇

15,629

基準年度比 2019年 99％ 78％ 98％

上記二酸化炭素
排出量合計

kg-CO₂ 71,003 70,293 50,572 〇 69,583

一般廃棄物削減
kg 1,735 1,718 1,349

〇
1,700

基準年度比 2019年 99％ 78％ 98％

水道水の削減
m³ 255 252 247

〇
250

基準年度比 2019年 99％ 97％ 98％

ラッカーシンナーの
使用量削減

kg 2,430 2,406 2,250
〇

2,381

基準年度比 2019年 99％ 93％ 98％

株式会社ハーティス
ＨＡＲＴＹＳ Ｃｏ，ＬＴｄ

※二酸化炭素排出係数は０．４９３kg-CO₂／kWh（関西電力２０１６年度調整後排出係数）
※二酸化炭素排出量は、環境目標にないＬＰＧを含む

※２０２０年度実績は、基準年度比７８～９７％となり全て達成出来たが、今後２０２１年度
目標については、コロナ禍の影響を踏まえ、一旦計画通り基準年度比９８％とした



環境経営計画の取組結果とその評価

電力による二酸化炭素排出削減 達成状況 評価・次年度取組計画

数値目標 〇 コロナ禍において、売上利益の減
少・工場稼働率の低下の影響で必
然的に電力消費量が低減したため、
正当な削減評価は困難となってお
ります。ただ、こういった現状で
不必要な電力消費が顕在化されて
きたので今後の活動に繋げていき
たい

昼休み・残業等の不必要時の照明の消灯 〇

倉庫・トイレ等の照明の使用時のみの点灯 〇

照明器具の定期的な清掃交換 〇

空調の適温化（冷房２８℃暖房２０℃） 〇

空調機フィルターの定期的な清掃・交換 〇

一般廃棄物の削減 達成状況 評価・次年度取組計画

数値目標 〇 コロナ禍の影響で納品及び出荷が
減少し、梱包資材などが一般廃棄
物として少なくなっている消耗品の回収・リサイクルの取組 〇

納品時の梱包・包装資材等の削減 〇

簡易包装の推進・多重包装の見直し 〇

使用済み用紙の裏紙を活用 〇
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自動車燃料による二酸化炭素排出削減 達成状況 評価・次年度取組計画

数値目標 〇 社用車の使用頻度が大幅に削減し
た。今後も積極的にリモート会議
を推奨したい。公共交通機関による社用車仕様の削減 〇

水道水の削減 達成状況 評価・次年度取組計画

数値目標 〇 社内の維持管理費の為、コロナ禍
の影響が少なく前年比より微減と
なった。今後も節水活動を励行し
ていく。

消耗品の回収・リサイクルの取組 〇

納品時の梱包・包装資材等の削減 〇

ラッカーシンナーの使用量削減 達成状況 評価・次年度取組計画

数値目標 〇 従業員の健康を鑑みて、脱脂目的
でのシンナー洗浄時間を短縮推奨
しているため、使用量も減少しき
ていると思われる。

化学物質の使用・保管量の記録・管理 〇

化学物質のＳＤＳ 〇

ＰＲＴＲ制度の届出 〇
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環境関連法規等の順守状況の確認

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動）

廃棄物処理法
一般廃棄物
一次電池・蛍光灯（水銀使用製品産業廃棄物）

騒音規制法 研磨機、コンプレッサー、切断機

振動規制法 研磨機

フロン排出抑制法 業務用エアコン

化学物質排出把握管理促進法 第１種指定化学物質（トルエン）届出

家電リサイクル法 テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機

資源有効利用促進法 パソコン

ＮＯⅹ・ＰＭ法 トラック

消防法 シンナーの保管

有機溶剤中毒予防規則 第２種有機溶剤（トルエン）

環境関連法規等の順守状況の評価の結果、環境関連法規等は順守されていました

なお、違反・訴訟等も過去３年間ありませんでした

代表者による全体評価・見直し・指示

2020年目標に対して大幅な減少が見られており、目標は達成されていま
すが外部要因【新型コロナウイルス緊急事態宣言】等による工場の稼働
低下が要因となっていることは明らかです。
しかしながら水道水に関しては削減が進んでおらず原因の調査究明が必
要と思います。
また外的要因で基準が大きく変わる場合の目標設定について再協議が必
要ではないかと考えます。
今後は電力料金はじめ原油価格高騰によるすべての原材料や稼働費用が
上昇することは明らかですのでEA21の目標達成も大きな目標となります
が、同時に経費削減と廃棄物とCO2排出削減に取り組んでいただきたい。
各社員への実績と目標の周知を再度行い、経費削減と廃棄物とCO2排出
削減について徹底した取り組みをお願いします。

環境経営方針 変更なし

環境経営目標・計画 変更なし

実施体制 他 変更なし


