
（対象期間：2019年5月1日　～2020年4月30日）

作成日： 2020年月4日 更新日： 2020年9月30日
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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。
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大阪市平野区加美北3-6-21

TEL：06-6791-7176（代）

FAX：06-6794-4906  

有限会社　三光金属　　

大阪市平野区瓜破南2-4-105

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

昭和42年4月　株式会社設立

1000万円

福地守

15人

営業種目

所在地

関連会社

創業年月日

代表取締役

社員数

資本

MAIL：fukuc@par.odn.ne.jp  

http://www.fukuchi-kinzoku.jp/
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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）

■お車でお越しの方へ

本社工場（新工場側）に駐車場を設けております

お越しの際は駐車くださいませ

（駐車場が満車の場合は

周辺にコインパーキングがございます

長時間駐車の場合はそちらへお願いいたします）
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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。

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。
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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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◆環境方針をそのまま転記してください。

1
• 組織概要

２
• 認証・登録の対象組織・活動

３
• 実施体制

４
• 経営方針

５ • 環境経営目標・実績

６

• 環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取
組内容（別紙詳細報告A～J）

７
• 緊急事態対応訓練

８
• 環境関連法規への違反、訴訟の有無

９
• 代表者による全体の評価と見直し・指示

１０
• 環境活動の紹介

目 次
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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

売上

従業員（人）　　 15

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

288（百万円）

本社

1.組織の概要
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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（３S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
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●

●

●

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：

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。

代表取締役
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□環境経営目標及びその実績

基準値 2020年 2021年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 90,020 81,018 69,516 81,018 81,018

基準年比 2011年 90% 77% 90% 90%

kWh/千円 ー 0.530 ー ー

kg-CO2 3,938 3,780 1,908 3,780 3,780

基準年比 2011年 96% 48% 96% 96%

kg-CO2 93,957 84,798 71,425 84,798 84,798

kg 634 634 536 507 444

基準年比 2013年 100% 85% 80% 70%

㎥ 382 344 143 344 325

基準年比 2011年 90% 37% 90% 85%

件 12 12 10 11 10

基準年比 2011年 100% 83% 90% 80%

＊都市ガスは少量のため目標としていない。

□主な環境負荷の実績

単位 2017年 2018年 2019年

kg-CO2 76,493 97,320 71,510

kg 954 898 1,066

kg 554 548 536

kg 400 350 530

㎥ 386 270 143

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.418 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

一般廃棄物排出量

総排水量

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

原単位

項　目

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

2019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

76,493

954 554 400 386

97,320

898 548 350 270

71,510

1,066 536 530 143

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

2017年 2018年 2019年
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◎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

数値目標 ○

○ 継続

○
継続

○ 継続

・分別の徹底

・空調温度の適正化（冷房２７℃　暖房２０℃）

・アイドリングストップの呼びか
け

昨年度は2月にデマンド数値１３４
ｋWと金額が上昇した。
前期の最大デマンドの原因を気にし
ながらデマンドを監視しました。
事務所にあるデマンド管理モニター
をみたり、デマンド数値時計をみた
りしてデマンド管理をできている。
結果、6月の１２８ｋWが年間の最大
デマンド数値で管理会社にも
お褒めの言葉をいただきました。

・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

・発生したごみは可能な限り、圧
縮・減量している

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

毎月ゴミ数量１５(袋)以内の目標は達
成した。
今期は新たに１(袋)ごとの重量を計量
し平均を出した。
新聞、段ボールなどリサイクルに協力
した。
各工場の平均を出したのでどのくらい
のごみを出しているのか前期より
正確にわかるようになった

■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。
運送者は基本同じひとが多いので
声を掛けなくても協力していただいて
いるが
新しい人に変わることもあるので
引き続き、呼びかけを行っていきます

一般廃棄物の削減

0

・紙屑のリサイクルを徹底する
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数値目標 ○

△
継続

○ 継続

○ 継続

× 検討

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

・省工程提案

・金型の修正、耐久性のある金型提
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

未加工品の混入でクレームがあった、
やはりヒューマンエラーによるミスで
あった4原則の徹底はもちろん、製品ご
とに作業方法が異なるものは確実に作
業者が理解し作業を行えるように作業
標準書の注意事項などにも過去に起

こったクレームや起こりえる可能性の
問題を記載し、指導者共に教育し、

ヒューマンエラーによるクレームを1件
でも押さえれるようにしたいと思う

・近隣の清掃

・外観不良スクラップ数

回収場所が目立たなかったので休憩
所の足元に回収の箱を設置しまし
た。社員が回収に協力的になりまし
た。

社会貢献

・エコキャップ集め

その他環境への配慮

・無駄を出さない加工技術

・金型再利用

製品への環境配慮提案

・プルトップ集め

・灯油使用量 灯油がどのくらいどこで使用されて
いるかを調べました
一斗缶から灯油を移す際にこぼすこ
とがありました。
蛇口を付けることで無駄なく移せる
ようになりました

・手洗い時、日常的に節水を励行
している

まだ完全に水のだしっぱがなくなった
わけでない
手洗い場にラミネートで「締めましょ
う」と張っている
見つけた場合は朝礼で報告して周知し
ている
ポスターを増やしたり、朝礼で報告
し、意識を高めていきたい
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2019年9月5日に金型技術部の第二工場で小火が発生しました。
内容（別紙）有
なぜこのようなことが起きたか
消火器の位置、配置の数が足りているか確認

全員で現状の消火器が使用できるかまた位置を確認し
すぐに使用できるように表示を作り貼り付け
使い方を再確認した

参加者：全社員
撮影場所：金型技術部

担当部署　金型技術部

試行・訓練結果の評価

手順書の変更の必要性：　■有　　□無　　（該当項目を■）

消火器の見直しをしました。
上記の火災もあったため、消火器の見直し後、数を増やしました。
また全員に消火器の配置を再確認するために
「消火器の配置図」を製図し、掲示板に提示し周知いたしました。

来年度は避難訓練（地震）、火災訓練を実施します。
特に秋から冬は火災が発生の可能性が大いにあると思うので
十分に訓練をしたいと思います。

日時　2019年11月4日

内容：消火器の位置見直し

14



作成日2019．9.27

発生場所：第二工場　一階　旋盤 作成者：金型技術部　福地正樹

発生内容：ガイドリングの径を切削した際
　　　　　火花が発生し、チップにキリコが絡み
　　　　　火種となって下のキリコ受けに落下後
　　　　　一気に２０ｃｍほど炎が上がった

　対応　：第二工場が一人で助けを求めれなく
　　　　　炎が大きくなったので消火器の位置を思い出し
　　　　　自身で消火した（2本使用）

発生原因：チップが摩耗しており、古いチップを使用したため
　　　　　また、長時間の加工に対し、切削油をかけていなかった

　対策　：加工開始時は必ずチップを確認
　　　　　また火花が発生した時点でチップを確かめる
　　　　　加工中は切削油をかけるようにする

発生日：2019．9.5

●消火後の跡 ●使用していたチップ
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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 変更なし

2018年度はレポートにてエコアクションから表彰をいただいたこともあり、こ
だわって作っているが昨年同様、目標、数値化の設定ができていないと感
じる。
新しい取り組みも進んで行っているが目的をしっかり持ち、取り組んでほし
い。
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。
若手が中心に取り組んで活動をしてほしい。
今後工場の工事、機械の移動など３Sも強化していき
照明のLED化、空調設備導入など考えている。
EA、３Sは別の活動でなく、EAで決めたことを３Sで実施するように活動を強
化してほしい。
消防訓練だけでなく地震の避難訓練等、災害の問題を考えたい。来年、
BCPなどを視野にいれ災害に備えた活動を実施したい。

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。

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

適用される事項（施設・物質・事業活動等）適用される法規制
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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

消灯のシールを電灯のスイッチの横に貼り、消灯を促
す。

コピー用紙

デマンドの管理

活動内容

廃棄場所の標
識設置

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

項　　目

水使用量

廃棄物

啓蒙 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。
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2019年度収集

数量（個） １，２０１個

ＣＯ２削減（ｇ） 約８，７８８g

金額（円） 約２８円

ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ人数（人） 約 １.３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

１５５８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。

18



ぜひ、ご覧ください。

整理

整頓

清掃

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

NFV n f v

大阪同友会エコフェスティバル２０２０

「環境レポートエコフェス大賞」を

いただきました。

ISO9001:2008を取得 大阪市工業会連合会の匠に選ばれました。 ３S活動

19

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


◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組

●取組結果

以前は回収場所が目立たない壁側に設置しており

休憩で飲み終えたフタは付けたままゴミに行ってました。

そこで休憩所の足元に回収の箱を設置しました。

飲み終えたらすぐにペットボトルや缶などのフタを

すぐに回収できます。社員が回収に協力的になりました。

取り組み計画

・エコキャップ、プルトップ、電池の回収

達成状況⇒〇

●取組結果とその評価次年度の取組内容

●次年度の取り組み内容

前年度により家庭から回収してくれている方もいます。

社内だけでなく、家庭でもエコの活動が増えるように

壁にポスターなど作成し、呼びかけをしていきます。

担当：金型技術部

福地正樹

A

社会貢献①

壁側に設置
休憩所に設置

◇環境活動計画及び取組結果と

20



●次年度の取り組み内容

駐車場にある植物の葉が枯れて、風で道路に飛んで行ってます。

植物の管理も行っていき、花壇の清掃も行わないといけないと

思います。

近隣にパチンコ店があり、メダルや玉が落ちていることがあります

回収して渡すなど、近隣の方と話していきたいと思います。

近隣清掃の様子

（右側はハンドマグネットで

鉄くずを拾ってます）

吸い殻、たばこの箱が多い

●取組結果

朝礼後は工場内と近隣に分け、日替わりで清掃をしています。

（7日間に一度近隣の清掃）

近隣には多くの児童が登校しており道路に鉄くずが散乱すると

児童が怪我をする可能性があるので重視して配慮してます。

これからも自社から近隣にゴミを出さないことを配慮します

取り組み計画

・近隣の清掃 達成状況⇒〇

●取組結果とその評価次年度の取組内容

担当：金型技術部

福地正樹

B

社会貢献②

◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組
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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

●取組結果

一般ごみの中にペットボトルなど分別しなければならない物が

混入していたことがある、社内では分別方法を周知しているが

社員、あるいは外部提供者だと考えられる。

毎月ゴミ数量１５(袋)以内の目標は達成した。（表、グラフあり）

今期は新たに１(袋)ごとの重量を計量し平均を出した。

新聞、段ボールなどリサイクルに協力した。

取り組み計画

・ゴミの分別 〇 ・数値目標１５袋以内 〇

・ゴミの圧縮減量 〇 ・リサイクルの徹底 〇

達成状況⇒〇

●取組結果とその評価次年度の取組内容

●次年度の取り組み内容

朝礼で社員にゴミの分別、圧縮の周知またリサイクルの徹底を行います。

各工場の1袋当たりの重量を平均化したのでゴミを捨てる際は

各工場別のごみ数量表を作成し、

記入漏れのないように監視、管理を行い継続的改善を行っていきます。

担当：製造部 大北

（特にコンビニなどの弁当はかさばるので

できる限り圧縮をしています） C
ゴミの圧縮の様子

一般廃棄物の削減

B
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C

一般廃棄物の削減（ゴミ袋数量、ゴミ重量数）

（7月から計測）

◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組

D

袋

kg
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D

製品への環境配慮提案

再利用金型棚 置場

ビフォー アフター

上記のように金型が破損

してしまい、スクラップに

せずに切り落として小さい

金型へ製作しました。

また金型製作で寸法公差

から外れてしまったものも

違う金型に使用できるよう

に金型棚にしまいます。

◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組

●取組結果

この取り組みは11月から始めました。

金型を加工する際に新しい材料を

一から探す時まず再利用で使用できる

材料がないか再利用棚の金型を

確認することを考えながら

金型の製作を心がけています。

●取組結果とその評価次年度の取組内容

●次年度の取り組み内容

数値が多いからいいことでなくできる

限り金型の寿命向上及び製作ミスを

なくすことが望ましいことですが

スクラップを再利用することは良いこと

なので活動は今後も継続して

いきたいと思います。

担当：金型技術部

前原

E

取り組み計画⇒再利用金型使用数

達成状況⇒ 〇
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E

◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組

●取組結果

来客される方、特に配送トラックのお客

様に、アイドリングストップの声掛けを

行っている。エンジンがついていたら

ご協力していただけるよう周知し

心がけてます。

●取組結果とその評価次年度の取組内容

担当：製造部 奥村

F

取り組み計画⇒アイドリングストップ

の呼びかけ

達成状況⇒

自動車燃料による二酸化炭素削減

●次年度の取り組み内容

外部提供の運送トラック（自動車）が1日に平

均5車両(最大12台)約15分/1台留まっていま

す。

二酸化炭素、消費燃料が10分当たり

・2ｔトラックで約58~87gのCO2、0.08~0.12ℓの燃

料

・4ｔトラックで約94~120gのCO2、0.13~0.17ℓの

燃料なので平均で705g~900gのCO2、

0.975~1.275ℓの燃料の排出があると考えれま

す。アイドリングストップの表示及び声掛けを

行った結果ご協力していただいているおかげ

で排出が減少しました。

呼びかけの様子運送者は基本同じひとが多いので声を

掛けなくても協力していただいているが

新しい人に変わることもあるので

引き続き、呼びかけを行っていきます

駐車場と本社の門

に取り付けてます
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F

◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組

●取組結果

一週間に一度朝礼でエコアクションについてどんな取り組みに

気を付けていますか？と担当で聞いています。

その時に私は水道の蛇口を止めましょう！と声を掛けています

ですがしっかりと留まっていなく「ぽたぽた」と漏れていることが

あります。外部の方も利用しているので手洗い場に下のようなラ

ミネートを張って声掛けをしています。

協力してできるかぎり水の使用に心がけています

●取組結果とその評価次年度の取組内容

担当：製造部 森嶋

G

取り組み計画⇒手洗い時、日常的に

節水を励行している

達成状況⇒

水道水の削減

3060
3080
3100
3120
3140
3160
3180
3200
3220
3240
3260

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

水道料金グラフ

●次年度の取り組み内容

新しく事務所なども来年度は移設

すると思うので、POPを新しく作成

して、張り出していきたいと思いま

す。冬場のお湯の使い過ぎ注意な

どのPOPも作成したいです

手洗い場にポスター

を貼っています
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G

◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組

●取組結果

担当として、意識し不要照明の消灯を見ていましたが手洗い場

やトイレ、機械の照明がつけっぱなしがまだまだあります。たか

が10分の休憩ですが全員が協力し節電に心がけたいと思いま

す。

特に第二工場のトイレ（休憩場の横にあります）が休憩時の使

用でつけっぱなしがよくありました。使用者に声を掛けましたが

忘れがちになります。ドアノブに張り紙で節電と書き、声掛けを

続けた結果、現在はつけっぱなしがなくなりました。

●取組結果とその評価次年度の取組内容

担当：製造部 寺内

H
●次年度の取り組み内容

現在、工場の天井照明が白熱灯を使っているとこが

あるので新工場のように明るい作業性の良い工場に

なるように第一工場もLEDを進みていきたいと思います

取り組み計画⇒・空調温度の適正化

・不要照明の消灯

達成状況⇒

電力による二酸化炭素削減
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（低圧）電気料金グラフ円円
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H

その他の環境配慮提案

◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組

●取組結果

ある日灯油を購入の時に気が付き

灯油がどのくらいどこで使用されている

かを調べました。ほとんどは現場で金型

の汚れを落としたり、機械の清掃など

様々なところで使用されていました。

また防錆油を作る際に混ぜる為使用さ

れていました。1年間の中での購入頻度

を調べたました。1日の平均使用量をだ

しましたが多いのか少ないのかも

判断がでいませんでした。

●取組結果とその評価次年度の取組内容

担当：総務部 滝口

I

●次年度の取り組み内容

来年度は今期の数値があるので

どれだけ使用しているかを比較し

て現場の方々に数値を周知して

意識してもらい

少しでも使用量を減らしていきたい

と思います。

取り組み計画⇒灯油使用量

達成状況⇒

現場灯油の位置

一斗缶から灯油を

移す際にこぼすこと

がありました。

蛇口を付けることで

無駄なく移せるよう

になりました。
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電力による二酸化炭素削減

◇環境活動計画及び取組結果と

その評価、次年度の取組

●取組結果

昨年度は2月にデマンド数値１３４ｋWと金額が上昇した。

今年度は目標数値を１３０ｋWに設定、前期の最大デマンドの原

因を気にしながらデマンドを監視しました。

今まで監視といっても結果しか見れていなかったと思います。

今は事務所にあるデマンド管理モニターをみたり、デマンド数値

時計をみたりしてデマンド管理をできている。

結果、6月の１２８ｋWが年間の最大デマンド数値で管理会社にも

お褒めの言葉をいただきました。

●取組結果とその評価次年度の取組内容

担当：製造部 金澤

J

●次年度の取り組み内容

機械も増台されると思うがピーク電力を

目標内に押さえれるようにモニターや時

計でデマンドを監視していきます。また

ポスターなど張り紙も作成し、エコ、デマ

ンドに対する意識向上な現場にしてい

きたいと思います。

取り組み計画⇒空気圧縮機のエア漏れ点検〇

デマンド値管理〇

達成状況⇒

デマンド管理モニター

デマンド管理時計

で確認しています。
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