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≪ご挨拶≫

山恵鉄工株式会社では、職人的な技術の蓄積と最新設備の導入で、建設機械部品を

中心とした機械部品を製造しています。

もとより自然の豊かな環境の中に当社工場は位置しており、環境面では非常に

恵まれておりますが、一方で鉄材料や大量に使用する電力など環境負荷が

高いことも事実です。

会社全体としての環境に対する認識を、個人レベルまで浸透させて、

環境のための意識が個人の成長を促す『ひとづくり』を行なう。さらに

巡って意識の高い人材が『環境づくり』に努力をする。そうしたいい循環で、

人と環境をさらに良くしていくことを目指します。

山恵鉄工　株式会社

代表取締役社長
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環境活動レポート
【レポートの対象期間：2017年10月～2017年12月】
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製缶を中心に材料の切断から塗装を行うなかで、多大な環境負荷を発生させております。

これらの環境負荷を低減するために、以下のとおり宣言します。

　１．環境関連法規を遵守します。

　２．省エネ活動を通じ二酸化炭素排出量の削減に努めます。

　３．節水活動を行い、水使用量の削減に努めます。

　４．事務用品のグリーン購入に努めます。

　５．資源を大切にするため、ペーパーレス化を推進します。

　６．工場周辺美化・緑化活動を推進します。

　７．廃棄物の削減及びリサイクルの推進に努めます。

　８．環境方針は全社員に周知するとともに、社員の環境教育を行い

　　　環境に関する意識の向上を図ります。

２０１７年１０月　９日 改訂

２０１７年　７月　１日 発行

村木　　幹人

〔基本方針〕

環境保全活動を推進するにあたり、以下に主な活動項目を掲げ取組みます。

〔基本理念〕

山恵鉄工株式会社は、金属部品の機械加工を通じて、環境保全に取組み、

お客様や社会から信頼され続ける安全・安心な工場を目指します。

山恵鉄工　株式会社

代表取締役



1．　事業所及び代表者名

山恵鉄工　株式会社

代表取締役　村木　幹人

2．所在地

本社 　〒373-0071　群馬県太田市原宿町２８９８

原宿工場 　〒373-0071　群馬県太田市原宿町2898

さくら工場　〒373-0004　群馬県太田市強戸町162-12

第一工場 　〒373-0019　群馬県太田市吉沢町1748

第二工場 　〒373-0019　群馬県太田市吉沢町1745

第三工場 　〒373-0016　群馬県太田市矢田堀194

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　代表取締役 　村木　幹人

環境管理責任者　：　島田  嘉彦(原宿工場)／大塚　修央(さくら工場)

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局     大塚　修央

TEL　：　0276-56-4601(さくら工場)

TEL　：　0276-56-4602(さくら工場)

4．対象範囲

山恵鉄工株式会社　　本社原宿工場／さくら工場の全組織・全活動

5．事業の内容

建設機械部品、プラント設備等の製造

6．事業規模

(原宿工場)

(さくら工場)

従業員数 人 105 120

延べ床面積 ㎡
3,564 3,564

6,552 6,552

売上高 百万円 2,000 423

２．事業活動の規模

活動規模 単位 2016年 2017年(10～12月)

(2020年取得予定)

(2020年取得予定)

(2020年取得予定)



※原宿工場・さくら工場の部門長は
　各工場の工場長とする。

最高責任者 【代表取締役　　村木　幹人】

①必要な責任者を任命する。該当責任者

　には、現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示する。

②エコアクション21の構築・運用･維持に必要な経営諸資源（人材・

　資金・機器・設備・技術・技能を含む）を準備する。

③環境方針を制定する。

④エコアクション21の構築･運用に関する情報を収集し、環境方針・

　環境目標をはじめシステム全体の見直しを行い、必要に応じ改訂

　を指示する。

環境管理責任者 ①エコアクション21の構築・運用を円滑に行い、最高責任者に

よる見直しの為の情報を最高責任者に提供する。

②内部監査を実施する。

事務局 【大塚
オオツカ

　修央
ノブオ

】
①事務局として、エコアクション21に関する実務全般を所管する。

②原宿・さくら、両工場長を補佐しエコアクションを推進する。

③年間計画に記された教育計画に基づき部門長に展開する。

環境委員会 最高責任者･事務局･部門長で構成し、月1回最高責任者が

(品質会議に含む) 召集する。環境目標の設定、環境活動計画の策定及び進捗

管理について協議する。事務局が必要と認めた者は出席する

ことができる。

各工場長 ①部門長は自部門内の環境活動をチェックリスト・点検表・MTG

(各部門長) 　より実施状況を把握し環境委員会にて報告を行う。

②事務局から提供される教育資料を用いて各部員に教育を実施する。

3．エコアクション２１　推進組織図

【最高責任者】
代表取締役
村木　幹人

【環境管理責任者】
大塚　修央(さくら工場/一

般)
島田  嘉彦(原宿工場/生管２

課長)

【環境委員会】
（品質会議に含ま

れる）

【事務局】
大塚　修央

【原宿工場】
原宿工場・工場長

【さくら工場】
さくら工場・工場長

職名 役割



当社に於ける2016/4/1～2017/3/31の環境負荷実績を把握し、

2016年～2017年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.50kg-CO2/kWhを使用しています。

＊2017年の実績は、2017年10月～12月の3ヶ月のデータです。

2016年 2018年 2019年

実績 目標 目標値 実績 達成状況 目標 目標

     　③ ※原宿工場は井水を使用しており量水器がないため測定不能

２．主な環境負荷実績

うち原宿工場(   )内
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②廃棄物排出量(kg) 8,100(3,483) 2,350(1,010.5)

③水資源投入量（㎥） 932 423

環境への負荷 2016年 2017年(10～12月)

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 611,759.65(232,468.68) 167,179.3(63,528.134)

管理の徹底

⑥軽油使用量の削減 ― 現状把握 ― 現状把握 目標値管理

⑤化学物質取扱及
び管理の徹底

―
管理の徹

底
―

取扱量の把
握

取扱量の
把握がで
きた

現状把握

管理の徹底

目標値の策定

2016年実績
対比3%減

④グリーン購入の
推進

― 現状把握 ― 現状把握 目標値管理

③従業員一人当た
りの水資源投入量

の削減(㎥)
0.466

2016年実
績に対し
て1％
削減

0.461 0.277

2016年実績
に対して
39.6%削減
できた。

現状把握

2016年実績
対比2%減

目標値の策定

2016年実績
対比3%減

②売上高100万円
当たりの廃棄物
排出量の削減
(kg/百万円)

4.05

2016年
実績に
対して
1％
削減

4.01 5.56
2016年実績
対比3%減

①売上高100万円
当たりの二酸化炭
素排出量の削減
(kg-CO2/百万円)

305.88

2016年
実績に
対して
1％
削減

302.82 395.20

2016年実績
に対して

29.21%増加
した。

2016年実績
に対して

37.17%増加
した。

2016年実績
対比2%減

2016年実績
対比2%減

４．環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標

2017年

中長期目標



＊2017年10月～12月の3ヶ月の活動の取組みと評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

①空調温度適正化・表示

②照明不要時のＯＦＦの推進

③エアコン清掃の実施

④エコドライブ推進

⑤社用車の点検・整備

2．廃棄物排出量の削減

①分別ルールの徹底

②廃棄物置場の整備

③産廃業者との契約書の確認

④裏紙使用ルールの徹底

3．水資源投入量の削減

①毎月のメータの確認(漏水防止)

②節水表示(手洗い場・トイレ)

③トイレの節水

4．グリーン購入の推進

①購入品の調査

②グリーン購入品の選定

③グリーン購入品の決定

④目標値の策定

5．化学物質取扱及び管理の徹底
①取扱商品（化学物質含有）の把握

②購入量の把握

③SDSの入手

④取扱商品一覧表の作成

⑤管理手順の策定

6．本業に関する目標

①軽油使用量の削減

環境への負荷の自己チェックシートより、軽油の使用量が
多い事から軽油使用量の削減に取り組む、取組策を検討
した。

次年度の取組内容
目標値を策定して軽油使用量の削減に取り組む。
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事務用品などの購入品を調査してグリーン購入適合品か否
か確認した。現在購入しているグリーン購入比率を確認及
び把握して目標値を策定した。

次年度の取組内容
引き続き現状把握と目標値を達成できるよう活動する。

化学物質が含まれているであろう溶剤等のSDSを入手して
化学物質含有について調査・把握をした。

次年度の取組内容
新規の溶剤等を使用する際は必ずSDSを入手して化学物質
の含有について確認する。

意識向上により節水ができたことについて、引き続き社員
に啓蒙活動を行い節水に努める。

５．環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価
主要取引先様の減産により、新規顧客獲得のため試作量が
増大し、電力量の増加が見られた。新規顧客獲得ができ、
神奈川・長野・千葉等の顧客への納品のため軽油量が増大
してしまった。

次年度の取組内容
効率的な運送予定を立案し軽油量の削減に努める。電力量
については引き続き電源OFF等を推進していく。

廃棄物置場の整備を行ったうえで、分別ルールを各課課長
にて課内会議開催時(月1回)に繰り返し通達・確認を行う
ようにした。ルールに反していた場合、その旨環境管理責
任者に報告し環境管理責任者より改めて啓蒙活動を行うよ
うにした。

次年度の取組内容
分別ルールが反故されぬよう定期的に課長及び環境管理責
任者による巡視を行う(月1回安全パトロール時)

節水表示を行ったことにより社員の意識が向上したと見受
けられる。

次年度の取組内容



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2017年12月28日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

今回からEA21活動に参加し環境負荷の測定等を初めて実施した。

EA21に取組むにあたり社員への宣言を行い全員参加で環境負荷削減に努めた。

社員の環境への意識が確実に向上していると感じられた。

CO2削減の項目については、新規顧客が遠方に存在することで大型車両での納品に

かかる軽油費の増大により、目標を達成できなかった

見直しのポイントとしては、効率的な運送スケジュールをたて、事業所間の材料・

製品の移動回数の低減等を徹底することで軽油量の削減が見込まれる。　　

EA21の活動報告は、社内掲示板にて社員にも公開し、引き続き全員参加で

活動していきたいと思う。

廃棄物処理法
委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・保存及び交
付状況報告

遵法

７．代表者による全体の評価と見直し
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振動規制法 特定施設の届出 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

６．環境関連法規制の遵守

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

騒音規制法 特定施設の届出 遵法


