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1.組織の概要

・社名： 有限会社 野中製作所

・所在地： 〒243-0303

神奈川県愛甲郡愛川町中津6853-3

TEL : 046-286-0228

FAX : 046-286-5558

・ＨＰ：

http://www.nonakaseisakusyo.co.jp

・E-MAIL： mail@nonakaseisakusyo.co.jp

・延床面積： 800㎡

（工場専用地域）

・創立： 昭和40年5月

・資本金： 500万円

・事業内容： 金属製品・精密機械加工

・従業員： 6名

・役員： 代表取締役社長 野中 貴宏

・環境経営責任者： 渡邉 和夫

（１）

TEL:046-286-0228


1.組織の概要-2

主要製品： ・半導体製造装置用部品
・光学装置用部品
・車用組立用治具
・産業用機械部品
・衛星部品
・航空機部品
・医療機器部品
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2.対象範囲

1.登録業種：

金属、精密機械加工製造業

2.登録範囲： 本社工場

3.組織図
最高責任者

代表取締役

環境経営責任者

ＥＡ２１事務局
環境推進委員会

6ヶ月に1回開催

部署責任者

全工場、検査室

部署責任者

事務所、設計室
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2.対象範囲-役割

1.環境経営責任者の任命
2.環境経営方針の制定
3.環境経営ｼｽﾃﾑの実施および管理に必要な資源の準備
4.環境経営ｼｽﾃﾑ全体の評価と定期的な見直し
5.社内情報の外部公開可否決定
6.経営における課題とチャンスを整理し明確にする
7.環境経営ﾚﾎﾟｰﾄの承認

1.環境経営ｼｽﾃﾑの確立、実施推進及び維持管理のための
処置
2.環境経営ｼｽﾃﾑの実績状況報告を3ヶ月に１度開催する
3.推進機関EA21事務局の責任者として事務局の運営
4.環境経営ｼｽﾃﾑの教育・訓練を適切に計画・実施する
5.環境経営ﾚﾎﾟｰﾄの作成

1.部署の環境経営ｼｽﾃﾑの統括責任者
2.環境経営ｼｽﾃﾑの方針、実施計画を自部署にて実施、維持、
継続的改善を行う

1.最高責任者、環境経営責任者、部署責任者で構成し、
６ヶ月に１度開催する
2.環境目標の設定、環境経営計画の策定および進捗
管理について協議する
3.必要と認めた者は出席することが出来る

1.環境経営責任者を補佐する

最高責任者

代表取締役

環境経営責任者

部署責任者

事務所、設計室

環境推進委員会

ＥＡ２１事務局
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3.環境経営方針

1. 基本理念

お客様のよきﾊﾟｰﾄﾅｰとして的確にお客様の期待とﾆｰｽﾞに応えて参ります。

その為に、次代の変化に即応しながら最新の技術や設備を積極的に導入し、

事業の合理化を進めて参ります。

また全従業員が職場において環境保全活動を実践することにより高い

「環境品質」と「顧客満足度の向上」を実現し、社会の発展に貢献します。

2. 活動方針

当社の事業活動である精密機械加工と環境問題との関係を自覚し、

企業の社会的責任を果たす為、エコアクション21に基づく環境経営ｼｽﾃﾑを構築し、

関連する法の順守はもとより、全員で環境保全活動の推進に努め

環境経営の継続的改善を進めて参ります。

具体的な取り組み内容

1.電力・燃料の消費に伴うCO2排出量の削減

2.節水活動により総排水量の削減

3.資源ｺﾞﾐの分別とﾘｻｲｸﾙの推進

４．化学物質使用量の抑制及び管理

5.製造製品の不適合発生の低減

6.環境を考えた備品及び資材の購入（ｸﾞﾘｰﾝ購入）

７．法規制を遵守し、環境汚染の防止や環境保全の継続的

改善を図ります。

８．地域社会へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等に貢献します。

全従業員が環境方針を理解し、自らの役割を十分に認識し

本方針に沿って活動が行われるよう環境教育を進めます。

環境への取組みを環境経営ﾚﾎﾟｰﾄとして、取りまとめ公表します。

有限会社 野中製作所
代表取締役社長 野中 貴宏

制 定 ：2008年5月1日
最終改定：2018年3月31日
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4.環境経営目標

2018年度を
基準年度として

2021年度までの
3年間で

1.二酸化炭素排出の削減

94,220.4(kg-co2)※1

1）電気使用量削減
178,650(kwh)

2）燃料使用量の削減
ｶﾞｿﾘﾝ・軽油 2,483(L)
灯油 487(L)
LPｶﾞｽ 39.3(kg)

0.3％削減

93,937.74(kg-co2)

178114.1(kwh)

2,475.6(L)
485.5(L)
39.18(kg)

2.総排水量の削減
125.5（㎥）

0.3％削減
125.1（㎥）

3.廃棄物排出量の削減
一般 217（kg）
産廃 760（kg）

0.3％削減
216.3（kg）
757.7（kg）

4.化学物質使用量の抑制及び
適正管理 化学物質使用量の把握と管理

5.製造製品での
不適合発生の低減 年間8件以下

6.法規制順守と環境汚染の防止
（緊急時対応訓練の実施） 日常監視と年１回の確認

7.地域社会への
ボランティア 年１回以上の参加

※1 二酸化炭素排出係数 0.455 東京電力
（6）



6.環境経営計画及び実施状況-1-1

・エコ文書の電子化 ◎

1. 二酸化炭素排出量の削減 ・電力監視ｼｽﾃﾑを活用し、節電を推進する。 ◎

・デマンド設定値の定期的な見直し ◎

1）電気使用量の削減 ・手元ライトの活用 ◎

・各所に「節電」の表記を行い節電活動を推進する。 ◎

・採光・通風を積極的に取り入れる。 ◎

・休憩時間の消灯の徹底 ◎

・照明器具の定期清掃 6月 ◎

・作業終了時現場消灯の徹底 ◎

【空調】

・ｼｬｯﾀｰにｶｰﾃﾝを設置し、断熱する ✕

・扇風機を使用し天井ﾌｧﾝ代わりにする ◎

・ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝの育成 ◎

・室外機の清掃を年1回行う。 6月 ◎

・冷暖房設定温度を表記し、遵守する。 ◎

・ﾌｨﾙﾀｰ清掃を定期的に行う。 ◎

【機械等】

・作業終了時の電源OFFの徹底 ◎

・不必要なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ運転の削減 ◎

・定期清掃及びこまめにﾒﾝﾃﾅﾝｽを行う。 5月 11月 ◎

2）燃料使用量の削減 【ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・灯油】

・エコドライブを推進する。 ◎

2 総排水量の削減 ・井戸水を活用する。 ◎

・自動水栓の活用 ◎

・水道の元栓を支障がない程度に閉め、節水する。 ◎

・水道管からの漏洩がないよう定期チェックを行う。 4月 10月 ◎

・各所に「節水」の表記を行い節水活動を推進する。 ◎

1

月

2

月

3

月

4

月

11

月

12

月
環境目標 取組内容

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

実

施
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6.環境経営計画及び実施状況-1-2

3. 廃棄物排出量の削減 ・PCからFAXやメールを送り、出力用紙を削減する。 ◎

【紙類】 ・コピー用紙の裏面の再使用を徹底する。 ◎

・使用済み封筒を再利用する。 ◎

・廃棄用紙は、ｼｭﾚｯﾀﾞｰし、緩衝材として使用する。 ◎

・電子ﾃﾞｰﾀ化を推進し出力用紙を削減する。 ◎

【一般廃棄物】 ･ｺﾞﾐの分別をさらに精度を上げ、資源ｺﾞﾐへ ◎

･梱包材の分別を細かく、資源ゴミへ ◎

・個人的なゴミは持ち込まないよう徹底する。 ◎

・ﾘｻｲｸﾙし易いものを優先的に購入する。 ◎

【産業廃棄物】 ・可能な限り再生屑に回るよう、分別を徹底する。 ◎

・廃棄物置き場にﾄﾞﾚﾝやｶｰﾃﾝを設置する ✕

4. 化学物質の管理 ・化学物質使用量の把握と管理 ◎

・容器は各工場１つとし、削減に務める ◎

5. 製造製品での ・発生時には会議を開き、再発防止対策をする。 ◎

　不適合の発生の低減 ・社内不具合も標準化し、未然防止に努める。 ◎

・古いﾘﾋﾟｰﾄ品に関してはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを再確認する ◎

・失敗のﾘｽｸを先に考えて段取りする ◎

・ｽｷﾙｱｯﾌﾟを目指し資格取得を計画する。 ◎

6. 業務改善 ・生産効率化のしくみを計画する ◎

・刃物棚の整理と運用管理の徹底 ◎

・設備の再確認 ◎

・他社見学を実施する。 ◎

7. ①法規制遵守と ・遵守状況管理一覧表に基づき、日常監視する。 ◎

　　　　環境汚染の防止 ・年1回遵守評価をする。 12月 ◎

②緊急時対応訓練 ・緊急時対応訓練を計画、実施する。 ◎

・防災用品・備蓄の点検を行う。 6月 ◎

・ＢＣＰ（洪水対策）を確立する。 ◎

8. ①地域社会へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ・積極的にボランティアへ参加する。 ◎

・クリーンキャンペーンに参加する ◎

②5Sの推進 ・月1回、日時を決めて作業しﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟも行う ◎

※赤字は新規施策

実

施

3

月

4

月

5

月

6

月

12

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月
環境目標 取組内容

1

月

2

月
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6.環境経営計画に基づき実施した取組内容-1

①緊急時対応訓練

※「今から1分後もし大災害が起こったら？」というテレビ番組を参考に

クイズ形式で防災新常識を勉強しました。

ABCの選択クイズ方式で楽しく勉強しました。

頭

頭で考えた正解率が50％
実際に災害がおきたら、
実践出来るか？
日頃の訓練が大切

頭
時代によって対策が
変化している事にビックリ！

頭
災害に対する知識・危機感が
まだ足りていないと実感しました

頭
いざとなったら忘れそうなので、
しっかり復習したい

人数

正解 不正解

Q1 3 2

Q2 0 5

Q3 3 2

Q4 4 1

Q5 3 2

Q6 3 2

Q7 4 1

Q8 0 5

Q9 0 5

Q10 5 0

Q11 2 3

合計 27 28

（9）



② 9月1日防災の日

・ 伝言ダイヤルの復習として実施訓練を行いました。

録音 171-1-電話番号

再生 171-2-電話番号

③ 会社見学

今年度はたくさんの会社見学をする事が出来ました。

どの工場も機密保持のため、写真はNGでしたので、

感想だけ掲載します。

• S社：ある製品の国内トップシェアの会社です。

建物は古いですが、工場内はとても綺麗に整理整頓されていました。

ISO9001・ISO14001と取得していますので、参考にさせていただきます。

• M社：ある製品の国内トップシェアの新工場を見学させていただきました。

国家的プロジェクトに関わっているという高い意識と誇りを持って

今後もより高品質な加工品を適正価格で届けられるよう心がけたい

• P社：大手企業

キリコ１つ落ちてない。通路と作業場はきちんとエリア分けされ

素材や製品も床に直接は置いていない。

使用工具以外の物は片付けられていて、見習う所が多かった。

6.環境経営計画に基づき実施した取組内容-2
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④ ボランティア

クリーンキャンペーン

年４回参加しています。

ポイ捨ての啓蒙や雑草の整備など、

ゴミが捨てずらい対策の効果があり、

年々ゴミの量は減少しています。

⑤ BCP

水害対策役割分担

2020年に経済産業省より地震対策の
BCP認定を頂いております。
震災後、水害対策も作成しており、
水害時の役割分担を製作しました。

6.環境経営計画に基づき実施した取組内容-3

㈲野中製作所

対策統括責任者：野中貴宏

指揮統括責任者：渡邉和夫 災害発生時の役割 平常時の役割

対策統括責任 事業継続判断 防災知識の普及

野中貴宏 重要事項の決定

レベル1：早期注意情報 情報班 最新情報の収集 情報収集方法の検討

（災害への心構えを高める） 渡邉和夫 災害発生区域の確認

（青木聡子） 他機関との調整

レベル2：大雨・洪水・高潮注意報 安否確認班 社員の安否確認 安否確認方法の訓練

（自らの避難行動を確認） 野中貴宏

(渡邉和夫)

資機材班 社有車・預かり品等 資機材の管理

岩藤直人 高台へ待避

(蓮田覚)

避難誘導班 社員の避難誘導 避難場所の確認

蓮田覚 来客者の避難誘導

(伊野邦輝)

レベル3：高齢者等避難 地域支援班 近隣・地域支援 地域情報の収集

（高齢者らは危険な場所から避難） 伊野邦輝

(蓮田覚)

レベル4：避難指示 避難誘導班 社員の避難誘導 避難場所の確認

（危険な場所から全員避難） 蓮田覚 来客者の避難誘導

2F事務所へ避難（垂直避難） (伊野邦輝)

レベル5：緊急安全確保

（命の危険直ちに安全確保）

何らかの災害発生 救助・備蓄班 応急処置 備蓄品・貴重品

青木聡子 備蓄品の配布 の管理

(野中貴宏)

情報ｼｽﾃﾑ班 ｼｽﾃﾑ障害確認 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀの

渡邉和夫 ﾃﾞｰﾀ保護 作成・保護

(青木聡子)

対策本部設置

※ 避難場所： 諏訪老人いこいの家（ 29 分）

大塚児童館 (29 分 )

六倉児童館 (29 分 )

愛川中原中学校 (31 分 )

水害対策マニュアル
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7.環境経営計画の実績

（12）

売上原単位

基準年度 今年度

2018年 2021年

売　上 190百万円 99百万円 -48

1. 二酸化炭素排出量 2年間　0.2％削減

　　　の削減(kg-co2)※1

1）電気使用量の削減 2年間　0.2％削減

(kwh)

2）燃料使用量の削減 2年間　0.2％削減

2年間　0.2％削減

2. 水使用量の削減 (m3) 2年間　0.2％削減

3. 廃棄物排出量の削減 2年間　0.2％削減

4. 　製造製品での

 　不適合発生の低減

5. ①法規制遵守 日常監視と年1回の確認 2018.12確認 2021.12.6確認

②緊急時対応訓練 年1回実施 11月2日実施 4/5・9/1実施

ＢＣＰ運用と見直し 3回実施 4回実施 ◎ ◎

6. ①地域社会へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　　　 年1回以上 4回 4回

②エコパトロールの推進 月1回 月1回 月1回

※1　二酸化炭素排出係数　2018年度　(0.516)グローバルエンジニアリング　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年度　（0.441)東京電力
※2　灯油はエアコンの導入により使用しなくなった

※3　コンテナにいっぱいになるまで2020年分を持ち越しましたので、1/2としました。

年間8件以下

5

70一般

産廃

◎

◎

1

53

125.5 67.0

◎

217

760 (42.7)

◎

7件 5件 ◎

◎

取組項目 目標値

増減％

26

15(33.0)

(21.8)

増減％

実績：絶対値

燃料(L)

(46.6)

98,650.8 66,093.1

(kg)

178,650 139,791

2,483.00 1,685.00

LPｶﾞｽ(kg) 39.33 41.40

灯油(L)※2

265

435※3

22.1

(52)487.0 0.0

(32.1)

5.3

(100.0)
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7-1.環境経営目標の取組結果とその評価

項目

評価
（原単位）

下段は絶対値

評価内容 次年度の取組

全体

売上-48％

コロナの影響が残る2021年度は2020
年度よりさらに大きい生産減となりま
した。

コロナ終息と経済回復を望み、
かつ生き残り戦略を思案してい
きます。

二酸化炭素排出量の削減 売上-48％に対して売上原単位では
単純に比較にならずと判断します。

さらなる施策を考えていきます。

1.電気使用量の削減

+26％
（-21.8％）

新規施策は未実施となりましたが、節
電の意識は根付いています。

未実施の施策が出来るよう対
応します。

2.燃料使用量の削減

+16％
（-32.1％）

社有車の稼働率も減りダウン。 エコドライブを進めていきます。

3.総排水量の削減

-1％
（-46.6％）

トイレの排水を一部井戸水に改良し
た成果が出ています。

節水活動に取り組んでいきま
す。

4.廃棄物排出量の削減

一般+70％
産廃+5％
（+22.1％）
（-42.7％）

一般は、仕事の種類により廃棄物が
増えた事と仕事の薄い時期に大掃除
をしたため。
反面、産業廃棄物の排出はは２年越
しとなりました。

一般廃棄物の中でも更に再利
用・再生クズに回るよう、努力し
ていきます。

5.製造製品での不適合発生
の低減

5件○

加工段階での熟練の成果と検査体制
の標準化も定着してきた成果

客先の要求も厳しくなり、更に
慎重な加工・検査が必要になっ
てきた。再発防止会議など行い
ながら、技術の向上も取り組ん
でいきます。

6.法規制遵守と環境汚染の防
止

緊急事態対応訓練 ○

違反はありません。 コロナ禍でも出来る緊急時対
応訓練を実施していきます。

7.地域社会へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｴｺﾊﾟﾄﾛｰﾙの推進

クリーンキャンペーン

月1回のエコパトロール会議によりたく

さんの提案・改善作業をする事が出
来るようになりました。

提案された改善策を確実に実
行していきます。ｴｺﾊﾟﾄﾛｰﾙの
ﾁｪｯｸ項目を見直ししていきます。

（13）



7-2.次年度の環境経営目標

2021年度を
基準年度として

2022年度の1年
間で

2024年度までの
3年間を売上原単位比較で

1.二酸化炭素排出の削減

66093.1(kg-co2)

1）電気使用量の削減
2）燃料使用量の削減

0.1％削減
66159.1(kg-

co2)

0.3％削減
66291.3(kg-co2)

2.総排水量の削減

67.0（㎥）
0.1％削減
66.9（㎥）

0.3％削減
66.8（㎥）

3.廃棄物排出量の削減

一般 265（kg）
産廃 435（kg）

0.1％削減
264.7（kg）
434.5（kg）

0.3％削減
264.2（kg）
433.6（kg）

4.化学物質使用量の抑制及び
適正管理 化学物質使用量の把握と管理

5.製造製品での
不適合発生の低減

年間7件以下

6.法規制順守と環境汚染の防止
（緊急時対応訓練の実施） 日常監視と年１回の確認

7.地域社会への
ボランティア 年１回以上の参加

（14）



7-3.環境経営計画-1

（15）

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

・エコ文書の電子化

1. 二酸化炭素排出量の削減 ・電力監視ｼｽﾃﾑを活用し、節電を推進する。

・デマンド設定値の定期的な見直し

1）電気使用量の削減 ・手元ライトの活用

・各所に「節電」の表記を行い節電活動を推進する。

・採光・通風を積極的に取り入れる。

・休憩時間の消灯の徹底

・照明器具の定期清掃 6月

・作業終了時現場消灯の徹底

【空調】

すきま風対策

　・床にある井戸のﾎｰｽ周りをｴｱｷｬｯﾌﾟで埋める

　・ｼｬｯﾀｰにｶｰﾃﾝを設置し、断熱する

　・窓にﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄを貼る（貼れてないところ）

・扇風機を使用し天井ﾌｧﾝ代わりにする

・ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝの育成

・室外機の清掃を年1回行う。 6月

・冷暖房設定温度を表記し、遵守する。

・ﾌｨﾙﾀｰ清掃を定期的に行う。

【機械等】

・作業終了時の電源OFFの徹底

・30分以上動かない事が分かっていれば、OFFor節電ﾓｰﾄﾞ

・不必要なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ運転の削減

・定期清掃及びこまめにﾒﾝﾃﾅﾝｽを行う。 5月 11月

2）燃料使用量の削減 【ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・灯油】

・エコドライブを推進する。

・パネルは燃費モードを表示し、常にエコ運転を意識する。

・フォークリフトは荷物によって適切なギアを使用する。

2 総排水量の削減 ・井戸水を活用する。

・水道の元栓を支障がない程度に閉め、節水する。

・水道管からの漏洩がないよう定期チェックを行う。 4月 10月

・各所に「節水」の表記を行い節水活動を推進する。

環境目標 取組内容
担

当



7-4.環境経営計画-2

（16）

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

3. 廃棄物排出量の削減 ・PCからFAXやメールを送り、出力用紙を削減する。

【紙類】 ・コピー用紙の裏面の再使用を徹底する。

・使用済み封筒を再利用する。

・梱包紙もきれいな物は再利用する。

・廃棄用紙は、ｼｭﾚｯﾀﾞｰし、緩衝材として使用する。

・電子ﾃﾞｰﾀ化を推進し出力用紙を削減する。

【一般廃棄物】 ･ｺﾞﾐの分別をさらに精度を上げ、資源ｺﾞﾐへ

･梱包材の分別を細かく、資源ゴミへ

・かさ張る物はなるべく小さく、つぶして捨てる

・個人的なゴミは持ち込まないよう徹底する。

・ﾘｻｲｸﾙし易いものを優先的に購入する。

【産業廃棄物】 ・可能な限り再生屑に回るよう、分別を徹底する。

・廃棄物置き場にﾄﾞﾚﾝやｶｰﾃﾝを設置する

4. 化学物質の管理 ・化学物質使用量の把握と管理

・使用する前に切削油であらかた流してから使用する

・容器は各工場１つとし、削減に務める

・容器にはいっぱいに入れない

5. 製造製品での ・発生時には会議を開き、再発防止対策をする。

　不適合の発生の低減 ・社内不具合も標準化し、未然防止に努める。

・古いﾘﾋﾟｰﾄ品に関してはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを再確認する

・失敗のﾘｽｸを先に考えて段取りする

・ｽｷﾙｱｯﾌﾟを目指し資格取得を計画する。

6. 業務改善 ・生産効率化のしくみを計画する

・刃物棚の整理と運用管理の徹底

・提案制度の導入

・設備の再確認

7. ①法規制遵守と ・遵守状況管理一覧表に基づき、日常監視する。

　　　　環境汚染の防止 ・年1回遵守評価をする。 12月

②緊急時対応訓練 ・他社見学を実施する。

・緊急時対応訓練を計画、実施する。

・防災用品・備蓄の点検を行う。 6月

・ＢＣＰ（洪水対策）を確立する。

8. ①地域社会へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ・積極的にボランティアへ参加する。

・クリーンキャンペーンに参加する

②5Sの推進 ・月1回、日時を決めて作業しﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟも行う

※赤字は新規施策

環境目標 取組内容
担

当



8.環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

1.当社に適用される主な環境関連法規

①騒音規制法・振動規制法

②廃棄物処理法

③消防法

④自動車Nox ・ PM法

⑤ｸﾞﾘｰﾝ購入法

⑥PRTR法

⑦ﾌﾛﾝ排出抑制法

2.環境関連法規の遵守状況

自主的に、当社に適用される環境関連法規の

遵守状況を確認した結果、

2022年1月11日現在、違反はありませんでした。

3.違反・訴訟等の有無

関連機関等からの法規制違反の指摘及び

訴訟などの請求もありませんでした。

（17）



9.代表者による全体の評価と見直し

（18）

代表者承認 環境管理責任者

見直し実施日 （　■定期見直し　□臨時見直し　）

見直し対象期間

出　席　者

①環境関連法規の遵守状況(環境関連法規等の遵守記録による)

【環境経営システムが有効に機能しているか】（①、②等を踏まえて評価）

【環境への取組が適切に実施されているか】

【環境経営方針】 変更の必要性　：　□有　　☑無　

【環境経営目標及び環境経営計画】変更の必要性　：　□有　　☑無　

【環境経営システム等】 変更の必要性　：　□有　　☑無　

【総　　括】

注）①定期的（少なくとも毎年1回）に実施すること。

    ②事業年度が終了したら、速やかに終了事業年度の見直しをすること。

  　③事業内容の変更や重大な事故・不適合が生じた場合等の時は、臨時の見直しをすること。

代表者による

見直し

変更の必要性

の有無・変更に

必要な具体的

指示事項

方針変更なし

目標変更なし、活動計画は新規施策を追加

環境経営を意識した計画を継続していく

コロナ禍で売上減少、得意先の対応の変化（客先・素材・加工方法・納品・形態の変化）の中、短納期、

品質改善と対応し活動出来ている。この実行力を活かし、効率と環境負荷とを両立させ取り組みしてい

く。

廃棄物の削減 ○ 1点保留 分別による再生クズ、再利用の効果が出ている。

不良の削減 ○ ○
前年に続き客先要求が厳しくなる中、品質向上に努める。社内不良の

把握に努め改善していく。

CO2排出量の削減 × 1点保留
電気使用量は仕事の減少以上に室温管理に影響することが明らかに

なった。この影響を改善できる取り組みを講じたい・

水使用量の削減 ○ ○ 井戸水の活用で大きく削減できている。

前回の指示への

取組結果

未達の施策に取り組む予定だったが、コロナが長引いたため、更に延期となった。

数値目標もコロナの影響で判断は読み取れないが、よく取り組みできている。

見直しに必要な

情報

②環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施及び運用結果(環境経営計画書による）

代表者による

評価

経営的観点

法規制の遵守状況は問題なく、外部苦情などもなく、環境経営システムは有効に機能していると考えてい

る。

目標項目
目標達

成状況

活動計画

実施状況

目標・経営計画実施状況の評価（達成の場合：目標設定方法や取組方

法の問題点、次年度の方向性　　未達の場合：(1部未達の場合、９

０％以上なら、△とする）原因の明確化、次年度の目標や対応策

結果報告書

2022年3月15日

2021年 1月 １日　～2021年 12月31日

　代表者、環境経営責任者、部門責任者


