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　　　　　　　　　　　　 福地金属株式会社

代表取締役福地 守

　私たちは経営理念でも社員一同、社会に役立つ人間になること

を目指しています。社会の役に立つことの最低限の行動として私

たちの暮らす地域の環境を守ることを考えずにはいられません。

私たちにできる環境経営とは何か。今後とも社員一同で考えてい

きたいと思います。



大阪市平野区加美北3-6-21
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有限会社　三光金属　　
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TEL.06-6760-6214（代）

FAX.06-6760-6215

各種自動車用部品

自動車用部品

建築用部品の冷間鍛造及びプレス加工

溶接加工

各金型設計製作

昭和36年4月　福地金属製作所として発足
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代表取締役
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関連会社
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■お車でお越しの場合：

西名阪からお越しの場合阪神高速 平野IC下車

近畿道吹田方面からお越しの場合 八尾IC下車

阪神高速環状線からお越しの場合 天王寺IC下車

■ 電車でお越しの場合：

JR大和路線 平野駅 下車（徒歩15分）

地下鉄 千日前線 南巽駅 下車（徒歩10分）

ＪＲおおさか東線 衣摺加美北駅 下車（徒歩10分）



福地金属（株）はこれまで主に「自動車部品の加工前素材」と

して、冷間鍛造により数多くの製品を仕上げてきました。仕事

を通してお客様と共に幸せになれるよう日々「工夫・

改善」を続け、「楽しい提案」を実現していきます。



こんな部品を作りたい、予算が決められていて無駄なコストを削減したい、
こんな複雑なもの製造できるのだろうか、プレゼン用に1個単位での試作が
ほしい…
お客様の様々な悩みや疑問をお聞かせください。
お客様の求める“形”“答え”を
わたしたちは一緒に悩み、創り上げたいと願っています。

他社で製造をお願いしたが断られてし

まった。

予算が合わない、ロットが合わない…

特殊な形過ぎてできない、など様々な理由で断られ

そんな時は

どこに相談すればいいかわからない。

完成品のイメージはあるが、

どこにお願いして、どのような工程で

多種多様な金型のストックが可能にする超ス

ピード、低コスト試作！

福地金属では常に「粗型」と呼んでいる金型をストックし

ており、お客様の急なご依頼にもその様々な荒型を使い、

１から作成するよりスピーディに、かつ低コストで試作品

を製造することができます。

早く、安く試作をしたい！

期日が近づきつつあるが、かけられる予算は限られ

ている。

他社で出来なかったものを持ってきてください！

他社ではできなかったことでもぜひ、ご相談下さい！

弊社は様々なご要望にお答えしながら、お客様と一緒に、

スキルアップして参りました。

無理だろうと思うものでも一度ご相談ください！

そんな時は

そんな時は

そんな時は

そんな時は

まず福地金属にご相談下さい！

弊社は大阪、ものづくりの町で長年製造業を続けてまいりました。

どのような工程で製造すれば一番無駄なく出来るのかご提案できます。

また、もし弊社だけでは対応できないものでも、お付き合いのある協力

会社、大阪ものづくりのネットワークで、必ず御社の思い描く製品を作

成することができます！
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（１） 名称及び代表者名

福地金属株式会社

代表取締役　福地　守

（２） 所在地

本　　社 大阪市平野区加美北3丁目6番21号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 福地　正樹 TEL：06－6791－7176

担当者 福地　正樹 TEL：06－6791－7176

（４） 事業内容

冷間鍛造製品の製造

主要製品：自動車部品、建設機械部品、農業機械部品

（５） 事業の規模

製品出荷額 2.7 億円

主要製品生産量 40 トン

本社

従業員（人）　　 13

延べ床面積（㎡） 759

（６） 事業年度 ５月～４月

登録事業者名：福地金属株式会社

対象事業所： 本社 大阪市平野区加美北3丁目6番21号

対象外： 無し（全社認証取得範囲）

活動： 冷間鍛造製品の製造

1.組織の概要



代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任
・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、EA21推進委員会の事務局
・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）

ＥＡ２１会議 ・環境活動計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

グループリーダー ・グループリーダーにおける環境方針の周知
・グループリーダー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

出席者　　開催日：奇数月の第2水曜日
環境管理責任者＋環境事務局＋グループリーダー＋EA21チーム

役割・責任・権限

代表者：福地守

環境管理責任者

福地正樹
環境事務局

福地正樹

EA21会議

金型技術部

福地正樹
品質管理部

中西

製造部

金澤

総務部門

福地守



●

●

●

１．電力・化石燃料の使用に伴う二酸化炭素排出量の削減

２．廃棄物の削減及び再資源化

３．水使用量削減

４．原材料及び事務用品のグリーン購入の推進

５．環境に配慮した製品の普及

環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

この方針は全社員に周知し公表します。

制定日：

改定日：

代表取締役

当社は、冷間鍛造品の生産活動における環境負荷低減をめざし、可能な範
囲において、環境保全のために目標を設定し全社一丸となって持てる限り
の力を合わせ自主的・積極的・継続的な改善活動に取り組みます。

福地　守
2013年4月30日

2012年11月3日

品 質 方 針

会社一丸となって持てる限りの力を合わせ、お客様が求める製品・部品加
工を追究し、真心を持って提供する。

私達は、絶えず工夫と改善を続け、お客様により役立つ商品を送
り出す事を目指 します。

経 営 理 念

私達は、私達のもてる限りの力を合わせ、互いに幸福な生活の実
現を目指します。

環 境 経 営 方 針

私達は、お互いに相手を尊重し合い、仕事を通じて共に成長し社
会に役立つ人間になることを目指します。



□環境経営目標及びその実績

基準値 2019年 2020年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 90,020 81,018 78,784 81,018 81,018

基準年比 2011年 90% 88% 90% 90%

kg-CO2 3,938 3,780 2,207 3,780 3,780

基準年比 2011年 96% 56% 96% 96%

kg-CO2 93,957 84,798 80,990 84,798 84,798

kg 634 634 641 507 444

基準年比 2013年 100% 101% 80% 70%

㎥ 382 344 170 344 325

基準年比 2011年 90% 45% 90% 85%

件 12 12 18 11 10

基準年比 2011年 100% 150% 90% 80%

＊都市ガスは少量のため目標としていない。

・事務用品グリーン購入
省エネルギー基準適合製品を購入

活動目標の
み

水道水の削減

製品への環境配慮

提案

クレーム件数

　　　　　　　　年　度
　　項　目

2018年

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

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減



□主な環境負荷の実績

単位 2016年 2017年 2018年

kg-CO2 76,493 97,320 81,076

kg 554 898 8,181

kg 554 548 641

kg 0 350 7,540

㎥ 386 270 170

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.418 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

産業廃棄物は発生していない。

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

一般廃棄物排出量

項　目

産業廃棄物排出量

総排水量

電力使用量分析

項目 単位 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 合計

本社工場 Kwh 12,276 12,636 13,216 12,973 916 16,610 15,185 15,291 16,759 15,475 17,545 15,397 164,279

第2工場 Kwh 0 292 268 210 195 233 239 319 268 263 268 275 2,830

新工場 Kwh 1,547 1,607 1,767 1,737 14,711 0 0 0 0 0 0 0 21,369

合  計 Kwh 13,823 14,535 15,251 14,920 15,822 16,843 15,424 15,610 17,027 15,738 17,813 15,672 188,478

電力使用量内訳
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97,320

898 548 350 270

81,076

8,181 641 7,540 170

KG-CO2 KG KG KG ㎥

二酸化炭素総排出

量

廃棄物排出量 一般廃棄物排出量 産業廃棄物排出量 総排水量

環境負荷の実績

2016年 2017年 2018年



◎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 次年度

数値目標 ○

○ 継続

△ 継続

○ 継続

○ 継続

数値目標 ○

○ 継続

○ 継続

数値目標 ×

○ 継続

○
継続

○ 継続

・空気圧縮機のエア洩れ点検

・デマンド値管理

・不要照明の消灯

・容器の蓋の徹底

・発生したごみは可能な限り、圧
縮・減量している

・効率的なルートで配送

・エリア別営業活動の見直し

・分別の徹底

・紙屑のリサイクルを徹底する

電力による二酸化炭素削減

取り組み計画
評　価

（結果と次年度の取組計画）

□上方修正　□下方修正　■基準見直し

新聞紙保管の容器を作り、リサ
イクルに出せる量を増やした成
果もあり、削減できていた。2
月から又ゴミの量が増えてき
た。何が原因か、見直して削減
につなげていきたい。

■上方修正　□下方修正　□基準見直し

自動車燃料による二酸化炭素削減

□上方修正　□下方修正　■基準見直し

今期は、ガソリンの使用量が削
減できている。このまま維持で
きる様にしていきたい。

一般廃棄物の削減

0

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃） 今期は、予想していない台風の影響
もあり、電力の管理が出来なかっ
た。本社と新工場の電力を一本化し
たこともあり、電力使用量は以前と
あまり変わっていないにも関わら
ず、デマンド値がすごく上がってし
まった。又新たな気持ちで、デマン
ド管理の見直しが必要かと思う。来
期の課題にして、デマンド値を下げ
られるように考えていく努力を続け
ていく。



数値目標 ○

○
継続

× 検討

× 検討

○ 継続

・手洗い時、日常的に節水を励行
している

水道の元を絞ったり、使用時以
外はこまめに止める様にして、
節水の表示も新たにし、使用量
は目標を達成できている。この
まま維持できる様に続けてい
く。

製品への環境配慮提案

・省工程提案

・社外不適合品流出削減

水道水の削減

■上方修正　□下方修正　□基準見直し

・省資源提案 重量小混入は1件、セットミス1件と
少なく、センサーなどの活用により
かなり少なくなった。外注先不具合
は6件で一番多く、加工先の管理に
ついて今後検討しなければいけな
い。、選別漏れが4件、混入が3件と
意識の薄さが要因と思われるものが
あったので、選別方法の改善と意識
改革が必要である。



参加者：全員
撮影場所：第三工場、駐車場

担当部署　製造ｸﾞﾙｰﾌﾟ

試行・訓練結果の評価

日時　2019年4月11日　午後13時00分～13時30分

内容：消防訓練

試行・訓練の内容
第一工場の圧入機から出火原因とし
一番近くにある切断機担当の大北が
火災を発見し近くにいる人に消火活動の要請
総務部への報告をする
手順は（火災対応手順書）に基づいて行う
火が大きくて消火器ではできないと判断し
総務部へ伝え、消防署に連絡
社員を第三工場の駐車場に避難させ、集合、点呼を行う

手順書の変更の必要性：　□有　　■無　　（該当項目を■）

火災が起こった場合を想定し、そのときどう動くべきかを想像して訓練を行うが
去年と同様、消火器の位置の確認に手間取った
新しい人への消火器位置は素早くでき、消防署等の連絡想定もできたが
品質管理部や金型技術部に報告が遅れていた
消火器の期限が切れていたりしていた

実際に次回は消防署の方などをよんで
消火器の正しい使い方、消火活動が望ましいと思います
去年より素早く避難ができたと思います



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。

環境に関する苦情等はありませんでした。

変更の必要性
環境経営方針 変更なし
環境経営目標・計画 実績を考慮し見直す
実施体制他 環境管理責任者を交代

適用される法規制

2012年にエコアクション認証を受け環境活動を始めて以来、まじめに取り組
んでいる。
大きな目標ではないが達成し効果を確認することが出来る。社員一人ひと
りがしっかり意識し行動していると思われる。
ただ目標設定や活動方針については取組当初よりの惰性的なところがあ
り、また結果の監視についても特定の人に依存されているところが多い。
消防訓練においてもマンネリ化が見られ真剣さが落ちているように感じられ
る。火災はもちろん、大きな台風や地震についても想定し常に社員の安全
と事業の継続への影響を最低限にとどめる仕組みを作っていることの重要
性も伝えなければならない。
来期は管理責任者も志儀から福地正樹に変えて活動にしっかり係わる（結
果に関心をもつ、成果に責任を持つ）人材の育成も目指し責任を分担しレ
ポート作成に関わるメンバーを増やすことにする。

フロン排出抑制法 業務用空調機、エアドライヤー

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。

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

騒音・振動規制法 空圧機、送風機、工作機

消防法（危険物） シンナーの保管



活動報告（本年度の主要な活動内容）

社会貢献 近隣清掃およびエコキャップ・プルトップ回収

社員の啓蒙活動を推進するために、ミーティング時に
は実績報告と削減啓蒙を行なう。

３Ｓ活動を実施することで、効率的（全体最適）な生産
と、効率的な（全体最適）な管理ができます。（写真下
記参照）

毎朝朝礼時の声掛けと共に、水道の元栓を絞り、節水
シールを貼り節水意識を高める。蛇口のこまめな開
閉。

従業員全員が、正しい分別・リサイクル推進より廃棄
物排出量削減。

紙の裏面活用を実施・ﾒｰﾙ等の電子化を活用により消
費量削減。

デマンドの知識を高め、意識管理できるようにした。

啓蒙

廃棄場所の標
識設置

水使用量 手洗の節水

その他 ３Ｓ活動

温室効果ｶﾞｽ排
出量

消灯の奨励

廃棄物

コピー用紙

デマンドの管理

消灯のシールを電灯のスイッチの横に貼り、消灯を促
す。

項　　目 活動内容



今期収集

数量（個） １，６７５個

ＣＯ２削減（ｇ） 約１２，２７０g

金額（円） 約３８円

ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ人数（人） 約 １.９人

＊約430個で3,150ｇのCO２が発生

＊約430個で10円のワクチン代・ポリオワクチンは1人分20円

７７６ヶ

１０日に１回、朝礼後の清掃時は近隣の清掃を行っています。



ぜひ、ご覧ください。

整理

整頓

清掃

ＩＳＯ9001：2008を取得 大阪市工業会連合会の匠に ３Ｓ活動

選ばれました。

大阪ケイオスによる

わが社のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ

http://www.youtube.com/watch?v=Fdtx6w8xxPA


改善報告

中央備品3S改善

KOピンが薄暗くて取り出し直しにくく、表示が消えかけていた

上から全部の表示が見え、取り出しやすく立てかけた

下コロの表示にクリップが重なったり

長年使用のため寸法が少し変わっていたため更新をした

サーボプレスの色も追加し、クリップやピンも数を増やし

専用に直す場所も制作した。

備品が多いため、しっかりと定位置戻っているのを保ってほしい。

改善前

改善後

効果



改

善

前

改

善

後

効

果

新規金型置場を設置

のため棚を整理

モールドが種類が

多くあり取り出すのに

毎回探していた

種類ごとに仕切りをし

て取り出しやすくなっ

た。

新聞紙をポリに入れ

ていた。ポリが大きい

ためずれて

縛りにくかった

木枠を作りポリから取

り出さずに紐をくくれ

るようにした。

6号機の自動機用筒

筒に冶具を取り付けて

は外していた。機械に

取り付けている筒が何

かわからないため

筒に刻印をし、棚を設

けた。

改善報告

第三工場、ゴミ箱を新しく購入

（出荷が多いためラップの芯入れを追加）

ゴミ箱が少なかったため分別ができてなかった

しっかり第三工場も分別を心がけれるようになった

改善前 改善後

効果



改

善

前
改

善

後

効果

金型技術部は特に工具や工具の種類が多く使用して作業台に置くことが多く

常に作業台が散らかっており片付けができていなかった。

上記の写真で、リューター工具や切削チップの使用したものがしまう場所がなく

消耗品なので、再度使うのでしまうとこがなくまとまって直していたり

あちこちに散らばっていたので、ケースを使い種類ごとに分けた。

バイトも外径、内径がバラバラに積まれ置かれていたので引き出しにしまい

長さを並べ使用しやすくなったと感じる

チップケースやその他備品も種類ごとにまとめ、使用しやすくなったと感じる。


