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環境経営方針 

 田代珈琲株式会社は日本ではほとんど生産する事の出来ない 

【コーヒー】という農作物を取り扱っております。 

 

 深刻化する地球温暖化に伴い、生産地域も今後は縮小されるかもし
れません。 

 海外のコーヒー農園と、その自然への持続可能性のあるコーヒー生
産、また消費国の環境負荷低減活動として、積極的に二酸化炭素の
削減や環境に関わる活動を推進していく方針です。 

 

 

 



行動方針 

1.次の事について環境目標・環境活動計画を策定して取り組みます。 

 【1】地球温暖化緩和のための二酸化炭素の削減 

  ①電力削減 ②ガソリン ガスの削減 

 【2】循環型社会を目指した廃棄物の減量、再資源化の推進 

  ①食品廃棄物(焙煎カス)のリサイクル率向上 

  ②一般廃棄物の削減 

 【3】水資源の有効利用(使用水量の削減) 

  ①工程冷却水の削減 

  ②一般排水の削減 

 【4】環境への配慮 

  ①環境に配慮した物品の購入 

  ②環境に配慮した農園からのコーヒー豆販売促進 

2.環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。 

 

制定日：2008年 9月01日 

改定日：2011年10月12日 

代表取締役 田代 和弘 



登録事業所の内容 

【1】事業所名及び代表者名 田代珈琲株式会社 代表取締役 田代和弘 

 

【2】所在地  本社：大阪府東大阪市永和1丁目25番11号 

    倉庫：大阪府東大阪市永和1丁目11番27号  

 

【3】環境責任者氏名及び担当者連絡先 責任者： 岩田 倫子 TEL06-6723-3701 

 

【4】事業内容(認証・登録の範囲＊全社認証取得範囲) 

   スペシャルティコーヒーのロースト、カフェのマネージメント 

   カフェ開業のコンサルティング、セミナー事業 

 

【5】事業の規模  製品出荷額 160百万円 主要製品生産量 47.6トン 

   

【6】事業年度   10月～9月 
  本社 倉庫 合計 

従業員     名 13 無人 13 
延べ床面積   ㎡ 396 40 436 



主な環境負荷の実績 

項 目 単位 2015年 2016年 2017年 

二酸化炭素総排出量 kg-CO2 30,357 36,858 35,344 

廃棄物排出量 kg 538 944 927 

 一般廃棄物排出量 kg 538 944 927 

 産業廃棄物排出量 kg 0 0 0 

総排水量 ㎥ 460 505 507 

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.514 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ 



環境経営目標及びその実績 

         年 度 
  項 目 

基準値 2017年 2018年 2019年 
（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標） 

電力による 
二酸化炭素削減 

kg-CO2 23,856 20,755 25,687 20,516 20,278 

基準年比 2013年 87% 108% 86% 85% 

都市ガスによる 
二酸化炭素削減 

kg-CO2 10,870 8,044 8,082 7,935 7,827 

基準年比 2013年 74% 74% 73% 72% 

自動車燃料による 
酸化炭素削減 

kg-CO2 3,136 1,035 1,575 1,035 1,035 

基準年比 2013年 33% 50% 33% 33% 

上記二酸化炭素排出量
合計 

kg-CO2 37,862 29,834 35,344 29,486 29,140 

一般廃棄物の削減 
kg 1,230 922 927 984 861 

基準年比 2013年 75% 75% 80% 70% 

廃プラの削減 
kg 1,200 1,080 1,080 960 840 

基準年比 2013年 90% 90% 80% 70% 

食品廃棄物の 
再資源化率の向上 

％ 20% 40% 64% 40% 42% 

  2008年     

水道水の削減 
㎥ 516 506 507 501 495 

基準年比 2013年 98% 98% 97% 96% 

洗浄剤の使用量削減 
㎥ 870 827 721 800 783 

基準年比 2013年 95% 83% 92% 90% 

環境に配慮した 
農園からの 

コーヒー豆販売 

   実態把握 把握完了 チェックリストに
よる購入推進 

チェックリストに
よる購入推進 



環境活動の取組計画と評価、次年度の取組内容① 

数値目標：○達成 ×未達成         活動：◎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  

 

取り組み計画 達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組内容 

電力による二酸化炭素削減 

数値目標 × 

各個人が電気使用量の把握を行い、節電に努めていく 

不要照明の消灯 ○ 

エアコンの定期清掃 ○ 

設備の空運転防止 ○ 

工程ロス削減による稼働時間短縮 ○ 

冷房２８℃ 暖房２０℃ △ 

都市ガスによる二酸化炭素削減 

数値目標 × 

全体生産量が減少していることもあり、ガス使用量が少
ない月があったが、生産量に比べ減少率が低い。今後も
生産量は上げるが、焙煎の稼働率を下げる取り組みに

力を入れる。 

省エネ目標説明 ○ 

受注システム構築による焙煎時間短縮 ○ 

焙煎釜空運転防止 ○ 

ガス効率向上 ○ 

生産工程の短縮 ○ 

定期的な清掃 ○ 



数値目標：○達成 ×未達成         活動：◎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  

 

取り組み計画 達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組内容 

自動車燃料による二酸化炭素削減 

数値目標 × 

主な使用は層への荷物を取りに行くことなので、 
回数減少に努める。 

レンタカーの使用 ○ 

急加速・急停車の防止 ○ 

冷房の控え目使用 ○ 

自社配達から宅配への変更 ○ 

一般廃棄物の削減 

数値目標  × 

目標達成、印刷物のミス防止や電子化により、無駄な用紙の削減
を心がける。 

分別の徹底 △ 

廃紙のリサイクル化 ○ 

帳票見直しによる印刷物の削減 △ 

昼食時のゴミ少量運動 × 

梱包材の再利用 ○ 

書類のスキャン保存 ○ 

環境活動の取組計画と評価、次年度の取組内容② 



取り組み計画 達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組内容 

水道水の削減 

数値目標  × 

今期設置できていないので、節水シャワーの設置を次期行う。焙煎
時の使用量を抑えるよう努める。 

水道管定期点検 △ 

節水シャワー取り付け × 

節水呼び掛け ○ 

焙煎時の使用水の節水 △ 

グリーン購入の推進 

スペシャルティコーヒー豆の購入促進 ○ 

事務用品のグリーン購入に努めている。PC購入時デスクトップからノート
パソコンを購入。今後購入時も省エネタイプを選択する。 

省エネ性能の高い電気製品の購入 ○ 

燃費のよい自動車の採用 ○ 

事務用品グリーン購入 ○ 

環境に配慮した農園からのコーヒー豆販売 

スペシャルティコーヒーの販売促進 ○ 

スペシャルティコーヒーの販売推進を継続し、阪神百貨店でも販売を行っ
ている。またコーヒー検定1級、2級の取得に努める 

展示会出展 ○ 

コーヒー検定の取得 ○ 

ホームページの更新 ○ 

環境活動の取組計画と評価、次年度の取組内容③ 



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。 

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃ガラス、廃油等） 

騒音・振動規制法 空圧機、送風機 

フロン排出抑制法 業務用空調機、製氷機 

消防法 危険物の保管 

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。 

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。 



代表者による全体の評価と見直し・評価 

経営戦略を明確化し、成果を追及する風土づくりを中心に取り組んできました。 

 

成果を追及することで日々の仕事の計画性、やりきるための時間の使い方、８時間からいかに成果を出していくのかを追及

することで労働時間のグレーを無くしていく方向性から環境負荷削減に取り組んできました。 

 

情報の共有の方法、仕事の標準化などをクラウドサービスを使用することで時間を作り、本来やるべき仕事時間を確保する。

日常の仕事の無駄を削減する。無駄の削減が仕事のストレスを減らすことと、光熱費 紙 消耗品の削減などに結果的に

繋がっていくと仮説しています。 

風土として根付かせていくプロセスに入ったばかりの状態であるのが今期の姿と評価しています。 

来期は無駄削減を実感する形で楽しくできる方法を見出していきたいと考えています。 

社内の体制として主体性が生まれてきた成長が感じられます。 

社内の問題は自分の問題として理解した時、行動できる社員が増えてきています。 

問題を発見する力を養い、問題を解決する行動が自然にできるチームを目指していくことがエコアクションに高い目標を設

定することができると思っています。 

代表取締役 田代和弘 



環境活動の紹介① 

焙煎機エリアのエアコンを、 

エネルギー効率のよいエアコンを使用。 

節電モード・省エネモードを併用し無駄を省き使用しています。 



環境活動の紹介② 

仕事効率化促進プロジェクトにより、仕事作業時間効率アップ 

電気節減を目指しております。 



環境活動の紹介③ 

繰り返し使用できるオリジナルジップ袋を作製し、再利用して頂いています。 

また、袋をお持ちくださったお客様へはエコ割引を実施しております。 



環境活動の紹介④ 

弊社はコーヒーを焙煎日に焙煎致しまして即日出荷しております。 

その際に若干の誤差分のコーヒーが出来上がります。そのコーヒーを「歩留まり豆(ぶどまりまめ)」と呼びます。 

 

※歩留り豆（ぶどまりまめ）とは 

受注焙煎というシステムのため、天候や豆の状態により生産量の誤差が 発生してしまいます。 

その誤差の焙煎豆のことを「歩留り豆」と田代珈琲では呼称しており、品質的には全く問題はないのですが、鮮度の時間経過に価
格を連動させ販売させて頂いております。 

 

新システム【Roasted On】を構築し、鮮度にこだわり、 

環境に配慮した農園からの直輸入珈琲販売の推進をしています。 



環境活動の紹介⑤ 

ミスコピー防止を呼び掛け、再利用できる用紙はリサイクルへ 



環境活動の紹介⑥ 

指針合宿を行い、自分たちの働く環境について考え、 

環境に配慮した経営を行って参ります。 



環境活動の紹介⑦ 
 

環境に配慮した農園からのコーヒーの豆販売推進のため、 

海外からの生徒にコーヒーセミナーを開催。 



環境活動の紹介⑧ 

防災訓練を行いました。 



環境活動の紹介⑨ 

スペシャルティコーヒー専門店を阪神百貨店に6月にオープンしました。 



環境活動の紹介⑩ 

各地イベント出店し、環境に配慮した農園のコーヒーを紹介しました。 



環境活動の紹介⑪ 

大阪経済法科大学の学生とプロジェクト 

http://www.keiho-u.ac.jp/topics/2015/11/blp-2.html 



環境活動の紹介⑬ 

生豆の袋を提供し、ご家庭で再利用していただきました。 

また、店頭のコーヒーの木の栽培に再利用しました。 


