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ケイ・エイチ工業株式会社

2020 環境活動レポート

（対象期間：



□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 ケイ・エイチ工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　　平野　祥之

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． 電力及び自動車燃料の二酸化炭素排出量を削減します

３． リサイクルを推進し廃棄物を削減します

４． 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． グリーン購入に努めます

７． 環境と安全衛生に配慮した施工に努めます

８． 社会の課題解決を図る中で事業の発展を目指します

制定日：

改定日：

代表取締役

2014年10月16日

2020年11月1日

本業である工事の設計施工を通じて、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・積極的に継続して改善に取り組みます。

モノづくりのさまざまな支援を通じて

一、お客様とより良きパートナーシップを築
き、共に成長する

一、夢がかなう、安全、快適な職場づくりを
目指します

環 境 経 営 方 針



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

ケイ・エイチ工業株式会社
代表取締役　平野　祥之

（２） 所在地
本　　　社 大阪府堺市中区田園９６９－１

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者  北地　崇 TEL：072-234-0781
担当者 総務部 猪﨑　佳代

（４） 事業内容
プラント設備の施工・メンテナンス

（５） 事業の規模
売上 2.7 億円
主要工事件数 545 件

本社
10
810

（６） 事業年度 ９月～８月

□認証・登録の対象組織・活動
登録組織名： ケイ・エイチ工業株式会社

対象外： なし

活動： プラント設備の施工・メンテナンス

従業員　　　　　
延べ床面積　　　



☐実施体制図及び役割・責任・権限表
更新日：

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
・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、全体朝礼の事務局
・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
・環境経営レポートの作成、公開（地域事務局への送付）

全体朝礼 ・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
・自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

2021年8月31日

工事現場

事務部門 設備部門

代表者
平野祥之

環境管理
責任者

北地　崇
環境事務局

猪崎

全体朝礼



□主な環境負荷の実績

単位 2018年 2019年 2020年

二酸化炭素 kg-CO2 35,471 29,544 26,136

トン 1,688 1,393 5,028
トン 488 373 348
トン 1,200 1,020 4,680
㎥ 117 98 93

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.514 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

□環境目標及びその実績
基準値 2021年 2022年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 14,131 13,990 13,643 13,848 13,707

基準年比 2019年 99% 97% 98% 97%
kg-CO2 14,663 14,370 11,577 14,223 14,223

基準年比 2019年 98% 79% 97% 97%
kg-CO2 28,794 28,359 25,220 28,071 27,930

kg 373 366 348 298 261
基準年比 2019年 98% 93% 80% 70%

kg 1,020 1,020 4,680 1,020 1,020
基準年比 2019年 100% 459% 100% 100%

㎥ 98 96 93 95 94
基準年比 2019年 98% 95% 97% 96%

㎥ 0
基準年比 2019年

行動目標

化学物質の適正管理

　一般廃棄物排出量
　産業廃棄物排出量

2020年

建設系廃棄物(焼却
分）の削減

一般廃棄物の削減（焼
却分）の削減

行動目標

行動目標

項　目

廃棄物排出量

上記二酸化炭素排出量合計

水道水の削減

総排水量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目
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

グリーン購入の推進

工事における環境と安
全衛生への配慮

自社製品の研究開発
行動目標

＊灯油は少量のため目標としない。



□環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の環境経営計画
数値目標：○達成　×未達成

　 活動：○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 〇
○

○
○
○

〇
〇

数値目標 ○

○
○

○

数値目標 ×

○
○

数値目標 ―
○
○
○

数値目標 ○
○
○

〇
○

○

○
○
○
○
○
〇

〇

・各種資格取得
・展示会でのＰＲ
・工事、運転による安全配慮

自社製品の研究開発
・アウターン出願 自社製品アウターン特許を出願し、特許査定を受け

取る「アウターン」は溶接時に使用するアルゴンガ
スの削減に寄与し、また電気代を削減する商品で、
環境にも配慮した商品である。

取り組み計画

電力による二酸化炭素削減

会議などで省エネ対策等の周知徹底し取組みの成
果が出てきたと思われます。工場内の天井付近に
送風機を6台設置し夏場は朝一から送風すること
で工場全体の気温を5~6℃低下させることによ
り、エアコンの電気代を下げることができまし
た。これからも引き続き意識していくよう取り組
んでまいります。

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・不要照明の消灯

・エコドライブの推進

・作業ミスによる廃棄量の削減
・工事での廃材の分別

・残余資材の有効利用
・プロジェクター使用による、コピー用
紙の削減
・３Ｓによる書類の電子化

・暖房機器の選定
・エアコンのフィルターの定期清掃

取組結果とその評価、次年度の取組計画

自動車燃料による二酸化炭素削減

・２Ｔトラック過積載の防止

一般廃棄物の削減（焼却分）の削減

7月2ｔトラック買い替えや、3000Kgでのオイル交
換を徹底した結果、昨年度より燃費は向上してい
ると思われます。長距離移動には必ずハイブリッ
ド車である車両を使用することで、自動車燃料の
削減を行いました。また、営業車を10数年前の車
両を買い換えたため、燃費向上に役立てていま
す。これからもエコを意識し管理していきます。

新たに社内専用システムを導入・2021年9月より可動しましたの
で、客先に提出する見積書作成に必要となる資料等を電子化す
ることにより、紙ﾌｧｲﾙ保存の大幅な削減を実現していきます。
また、仕入先からの見積書をファイルに綴じていたが、全て電
子化し紙ファイルの削減が可能となる準備ができています。こ
れからもゴミの便別を確実に行ない、リサイクルできる物と廃
品回収に出せるものなどを分別して一般廃棄物の減量化を会議
などで周知徹底していく。

9月はKHSSからの依頼で産廃あり（962Kg) それを差し引いても、基準年・
前年度より増加している。３Sにより相当な量の不用品の整理を行った事
が要因ではある。ただ、建設系廃棄物の中間処理施設へ運搬し、建設系ﾘｻ
ｲｸﾙ品として再利用されているものも多く、焼却分の削減には寄与してい
る。また、廃木材のうち一部梚木に使用できそうなものについては、切断
して再利用するよう試みる。

建設系廃棄物(焼却分）の削減

・各車両の定期点検実施
・３Ｓによる車内整理整頓
・同じ現場の時は、相乗りで移動する
・走行距離に応じたオイル交換

グリーン購入の推進
・有害性の少ない資材の採用
・電気製品はできるだけ省エネタイプを
採用する

・燃費のよい自動車の採用

工事における環境と安全衛生への配慮

・日常的な節水を心がける。
・洗浄工程前のふき取り作業

化学物質の適正管理

・現場での溶剤拡散防止
・保管場所での蒸発防止
・作業ミスによる使用量増加の抑制

廃塗料用の缶を作成し、それぞれの缶で保管していた廃塗
料を専用の缶にまとめ、太陽の当たらない物置での保管に
より保管場所での蒸発防止に役立てています。少量でもあ
る場合は朝礼などで注意喚起を必ず行う様周知徹底してい
きます。

車両洗浄時は、高圧ジェット水を利用し汚れに対しより少量の
水で洗浄できるようになった。また、高圧ジェット水を利用し
やすいように、専用の台車を製作しまた、専用の水配管も設置
した。風水害対策として、雨水の利用方法を話し合っていく。

資材等注文するときに、グリーンを意識していま
す。できるだけ省エネタイプを採用し、社内保管
書類は引き続き、裏紙を再利用していきます。

水道水の削減

・施工時の省エネを心がけている
・工事による異物混入の防止

電気工事士の資格取得により設備のIoT化に必須
となる電気工事等が社内でできるようになるの
で、環境と安全衛生により配慮できる工事を実現
する。また、図面のない設備の老朽化で、今まで
あきらめて新品への買い替えを行っていた客先で
も機能再生（設備機能の復元）により再利用で
き、環境に配慮した工事を実現する。

・社内技術講習の開催



□緊急事態対応の試行・訓練

日　　時

内　　容

試行・訓練
の内容

変更
内容

□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。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

□外部からの環境上の苦情・要請等
今年度も環境上の苦情や要望はありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

環境経営方針 変更なし
環境経営目標・計画 変更あり 実績を踏まえて見直す
実施体制他 変更なし

避難の際は慌てず、身の安全を確保するのが大切である。
また、避難後、逃げ遅れがないか人数確認を行う。作業手順として、各現場へ
連絡し、安否確認。

手順書の変更の必要性：　□有　　■無　　（該当項目を■）

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（廃プラ、木くず・紙くず・混合等）

試行・訓練結
果の評価

消防法（危険物） シンナーの保管

試行訓練の
様子

　2020年9月4日　午前9時30分～10時00分

☑通報訓練　□消火訓練　☑避難訓練

大阪880万訓練。南海トラフ地震を想定しての避難訓練。
作業中に地震発生の携帯が鳴る。
アナウンスで揺れが収まるまで机の下などに隠れ、身の安全を確保するよう促
す。揺れが収まったら、工場の外へ出るように指示。
工場外で全員揃っているか点呼確認を行った。

NOｘ・PM法 バン
顧客要求事項 ・メンテナンス講習・設計段階での省エネ提案
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。

EA21を運用して環境保全意識が向上してきてはおりますが、全2020年度BCP策定スクールに参加し、所定
のカリキュラムを終了しております。災害時の事業継続対策を今後強化してまいります。また、継続してい
る3S活動の実施により、不要な物を捨てて、それぞれの表示が増え時短に繋がっています。また、新シス
テムの導入で紙資料が大幅に削減できると予測されるので、実際に削減する詳細の計画を立て、定期的
にチェックし、実現できるようにお願いします。



□環境活動の紹介
エコドライブに取り込んでいます
エアコンの設定温度を徹底しています

□資格一覧

KHSSスタッフと撮影

第1、2種酸素欠乏危険作業主任者・・・2名

フォークリフト・・・10名

クレーン　5ｔ未満・・・3名

玉掛け・・・9名

JISアーク溶接・・・6名

TIG溶接・・・2名

電気溶接・・・1名

ガス溶接・・・4名

2級管工事施工管理技士・・・1名

危険物取扱者免許・・・1名

第2種電気工事士…1名



平成17年

平成26年

平成27年

平成28年

平成30年

令和1年

令和2年

功労賞

アーク溶接 努力賞

アーク溶接 奨励賞

アーク溶接 銀賞

アーク溶接 銀賞

*　堺熔接コンクール　*

過去の受賞歴

TIG溶接  銅賞

アーク溶接 金賞


