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当社は、環境に⼗分配慮した上での製造活動を⾏っており、本社管理室は

当社は、各製造拠点で部材選定から各⼯程まで、環境に⼗分配慮した製造活動を⾏っており、
本社管理室では⾃ら省エネルギー活動を推進しながら、各製造拠点へ環境情報の発信するなど
積極的にアクションを起こし続け、環境面でも社会に貢献して参ります。

□会社概要

事業者名 東洋製鉄株式会社 本社管理室

代表者 代表取締役社⻑ ⾳頭 宏紀

所在地 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松１丁目１５番１８号 

環境管理責任者  
担当者      槌⾕ 弥太郎
連絡先 TEL︓06-6328-7631   FAX ︓06-6328-7826

事業内容 カウンターウエイト及び建設機械部品の製造及び販売の管理
経営・管理業務、総務・⼈事・経理事務

事業の規模
 2022年4⽉決算 千円
 全社売上高 （但し、本社単独の売上は無し）

従業員     13名
延べ床面積   184㎡ 

事業年度  5⽉〜翌年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 本社管理室

 対象外 住所 従業員 延床面積
福知山⼯場 42 13,251㎡
京都⼯場 61 6,850㎡
名古屋⼯場 26 3,800㎡
明石⼯場 24 1,950㎡
播磨⼯場 兵庫県加古郡播磨町東新島9番地 22 3,180㎡
出雲仁多⼯場 63 7,048㎡
出雲仁多第三⼯場 24 2,160㎡
名古屋碧南⼯場 10 8,346㎡

(2022.4.30現在）

活動 カウンターウエイト及び建設機械部品の製造及び販売の管理
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2年後の4⽉までにISO14001取得予定

取得状況
EA21取得済
EA21取得済

ISO14001取得済
EA21取得済
EA21取得済

愛知県碧南市港南町1丁目1-25

京都府福知山市⻑⽥野町2番45号

愛知県半⽥市板山町1丁目80番地
兵庫県明石市⼆⾒町南⼆⾒10番地4

京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字五条本28

島根県仁多郡奥出雲町上阿井2467番地
島根県仁多郡奥出雲町上阿井178番地1 ISO14001取得済



□実施体制図及び役割・責任・権限表

EA21取得済

EA21取得済

ISO14001取得済

EA21取得済

EA21取得済

2年後の4月までに
ISO14001取得予定

□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× 重量

2

ISO14001取得済

（正）槌谷　弥太郎
出雲仁多工場
第三工場

部門長 （副）熊丸　穂崇

全従業員

550mm×180mm 〜 3,080mm×1,460mm 40kg/1pcs 〜 12t/1pcs

名古屋碧南工場

代表者 対象外

代表取締役 音頭　宏紀

福知山工場

環境管理責任者 京都工場

望月　寛之

名古屋工場

明石工場

播磨工場

環境事務局
出雲仁多工場



 ３．より良い地球環境の実現を目指して、環境経営保全に関わる社会の幅広い層との連携を密にし、

代表取締役社⻑ 

                           改定⽇︓2022年4⽉30⽇
                                 東洋製鉄株式会社

                           制定⽇︓2017年1⽉1⽇

  ① 電⼒及び燃料の⼆酸化炭素削減
  ② 一般廃棄物削減及び再資源化の推進
  ③ ⽔の使⽤量の削減
  ④ 環境に配慮したグリーン商品の購入
  ⑤ ”環境配慮”への取り組み（年２回、環境情報発信）
  ⑥ ⾃然災害に強い企業作り(BCP策定)

 ２. 環境関連法規制や当社の約束した事を遵守します。

 ３. 上記の環境経営方針を従業員に対し周知します。

＜環境経営憲章＞

 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．環境経営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。

  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。

＜環境経営保全への本社の⾏動指針＞

 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。

環 境 経 営 方 針

＜基本理念＞

  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

□主な環境負荷の実績

単位

kg-CO₂

kg

□環境目標及びその実績

（実績）
基準値

（目標） （実績） （達成） （目標） （目標）

 kg-CO2 6,102 5,736 4,414 5,675 5,614

(基準年度⽐)％ 94% 72% 93% 92%

 kg-CO2 7,251 6,816 9,986 6,743 6,671

(基準年度⽐)％ 94% 138% 93% 92%

 kg-CO2 13,353 12,552 14,400 12,418 12,285

(基準年度⽐)％ 94% 108% 93% 92%

 （kg／年） 1,239 1,165 448 1,152 1,140

(基準年度⽐)％ 94% 36% 93% 92%

⽔使⽤量の
削減
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※電⼒の⼆酸化炭素排出係数︓0.334kg・CO₂/kWh（関⻄電⼒の2017年度値）

⼆酸化炭素
排出量合計

×

一般廃棄物
の削減

○

環境配慮 環境情報発信
社内報への
環境情報発

信

個別メーターが無いため、活動計画による取組

活動計画による取組

環境目標 単位
2015年 2021年度 2022年度 2023年度

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

×

⼆酸化炭素総排出量 9,576

一般廃棄物排出量 552

項目 2019年度 2021年度

14,549

448

2020年度

15,186

576



□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

◎よくできた ○まぁまぁできた △あまりできなかった ×全くできなかった

達成状況

○

◎

◎

△

△

達成状況

×

〇

〇

△

△

達成状況

◎

〇

◎

◎
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取り組み計画 評 価（結果と次年度への取組内容）

一般廃棄物削減

・分別の徹底

・不要紙面の活⽤

・雑誌、新聞、機密文書等の
 紙類のリサイクル処理

以前からのごみの分別、リサイクル処理、不要紙面の活⽤を継続して
⾏った。⼈員が1名増加したが、今夏は大掃除をしておらず、年末年始の
廃棄量も多くなかった為、総廃棄量は昨期⽐△76kgであった。引き続き
上記の活動を徹底していく。

・低燃費⾞の導入

前年度より引き続き、コロナ感染リスクを考慮し、全社での会議はリ
モートを継続。会議目的の出張頻度は横ばいとなった。
しかし、それ以外の出張（主に採⽤活動・アグリ活動）による社⽤⾞の
使⽤頻度は依然として高く、総排出量は昨期を下回ったが、目標は未
達。出張先が⾞の方が好都合な⼟地が多く、中々電⾞移動は難しい為、
排気量の低い⾞への買替が、現実的と思われる。
現⾏はVOXYなので、同じミニバン型ならシエンタが有望。

取り組み計画 評 価（結果と次年度への取組内容）

・空調の適温化

・空調、照明の定期的な清掃

取り組み計画 評 価（結果と次年度への取組内容）

ガソリンによる二酸化炭素節減

・アイドリングストップ・エ
コドライブの確実な実施

・2021年6⽉に冷蔵庫を買い替える
・2021年10⽉より、昼休み消灯を実施。（凡そ毎回18本程度の蛍光灯を
消灯）
・2021年12⽉より、週末退社前に動⼒のブレーカー切断を実施。
これまで明確な電⼒削減に対する施策を執っていなかった分、従量電灯
及び、動⼒にて、前年度の実績を下回る⽉が出てきた。それに伴い電⼒
使⽤のkg-CO2では、目標をクリアできた為、次年度も継続しつつ、新た
な策を講じたい。

電⼒による二酸化炭素節減

・不要照明の消灯

・不要空調の停⽌

・定期点検の実施

・公共交通機関の利⽤促進



達成状況

△

〇

×

×

達成状況

○

×

達成状況

〇

〇

達成状況

〇

○

□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。

遵守評価

空調機器の簡易点検 ○

特定事業者としての定期報告 ○

消⽕器保管・避難経路確保 ○

6

取り組み計画 評 価（結果と次年度への取組内容）

取り組み計画 評 価（結果と次年度への取組内容）

水道水の削減

・⽇常使⽤でのこまめな節⽔

・漏⽔の定期点検実施

・蛇口に節⽔こまの設置

当事業所の⽔道使⽤量については、事業所にメーターが設置されていないので計測でき
ない。その為、他項目に⽐べこちらは取り組み方が消極的になっていた。次年度は、左
の欄の達成状況を全て○にしたい。

2021年5⽉発⾏の社内報に、カーボンニュートラルに関する掲載ができ
た。

今年度は変わらず事務⽤品のグリーン購入は進めていたが、環境に関わ
る機器の買い替えは特に⾏わなかった。

グリーン商品購入

・事務⽤品のグリーン購入

・環境に配慮した機器の購入

取り組み計画 評 価（結果と次年度への取組内容）

環境配慮

・社内報へ環境情報を掲載

消防法

省エネ法

フロン排出抑制法

一般廃棄物の適正排出

取り組み計画 評 価（結果と次年度への取組内容）

BCP対策 トヨクモ㈱による安否確認システムを導入した。
本社の新社屋設⽴に伴い、2022年10⽉の移転に際して、会計データのクラウ
ドへの移⾏、AED、備蓄倉庫の設置を計画に盛り込む。・大規模⾃然災害への対策

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 ○



□代表者による全体評価と⾒直し、次年度への取組みについて

変更なし 変更あり

○

○

○

東洋製鉄株式会社本社管理室
〒533-0004
大阪府大阪市東淀川区小松1-15-18
電話:06-6328-7631

今回も前回同様、⼆項目（⾃動⾞⼆酸化炭素排出量、⼆酸化炭素排出
量）が、未達となった。
要因は、出張の頻度増加に伴った、⾛⾏距離の増加である。
電⼒使⽤による⼆酸化炭素排出量では、昨期⽐△440kg-CO2と着実に省
エネ対策の効果が出せているが、⾃動⾞では主だった対策は講じていな
い。出張先が基本的に、電⾞でのアクセスが悪い所が多い為、これの主
な対策は排気量の少ない社⽤⾞への買い替え程度しかない。
しかし、⾞の買い替えはそれ相応の費⽤を迫られるものであり、環境
「経営」の観点で⾒れば、必ずしもそれが有⽤とも⾔い難い点である。
今後も基本的に出張頻度は横ばいと思われる為、電気使⽤量削減をより
強化する事で、全体の⼆酸化炭素排出量削減に努めたい。
他方、前期で目標に掲げていた、⽉一ペースの社内省エネ会議は、ほぼ
当初の予定通り⾏う事が出来た。この点は評価できる点であり、また今
後これを継続していく事は、即ち省エネ活動の継続に直結すると考えて
いる。

「実施体制他」

「目標・活動計画」

「環境方針」

代表者による⾒直し

全体評価
および

今後取組


