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□ごあいさつ

　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

１， 関連する法令・規制要求事項ならびに顧客や市場など外部からの要求事項を順守する。

２， 環境と品質の複合マネジメントシステムを構築・運用し、その有効性の継続的な改善と
環境汚染の予防に努める。

３， 重点施策
１） 環境負荷低減の推進

環境負荷の低減については、次の３つの項目を推進する。
① 二酸化炭素の削減
② 廃棄物の削減
③ 水使用量の削減

２） 化学物質使用量の削減
化学物質（ＳＶＨＣ）については、適切な把握・管理が求められ
ていることから、仕入先からの化学物質含有情報入手に関する連
携を密にし、化学物質の適切な把握・管理にも努力する。

３）グリーン購入やグリーン調達

４）製品への環境配慮

５）社会、地域と共生

４，この環境方針は、社内全体に周知すると共に、社外へも開示する。

制定日：
改定日：

代表取締役社長　　中北　健一

環 境 方 針

2012年7月16日
2011年2月4日

当社は、各種バルブ及び遠隔操作装置の設計・製造並びに販売とそのメンテナンスを主に行う企業とし
て、企業活動の中で環境問題への取り組みが当社の業績を左右する重要な要素ととらえ、省資源・省エ
ネルギーに自主的、積極的に取り組み、経済発展と環境保全の両立を図る社会的責任を認識し、社会に
貢献する。

 我々、中北製作所は人類共通の課題である環境問題と前向きに向き合い、地域との共生を通じ
ながら環境問題の改善に努め、当社の事業に関わる環境負荷の低減に向けた活動を実施し、未来
に綺麗で住み良い地球を残すべく、地球環境の保全に貢献します。



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社　中北製作所
代表取締役社長　中北　健一

（２） 所在地
本　　　社 大阪府大東市深野南町１－１
東京営業所 東京都港区浜松町1丁目27－17
北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目11-15

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 総務部長 山下　達美 TEL： 072-871-1331

担当者 総務部 福島　恒太郎 TEL：072-871-1331

（４） 事業内容
各種バルブ及び遠隔操作装置の設計・製造並びに販売

（５） 事業の規模
売上高 209 億円

本社 東京営業所 北九州営業所

442 26 15
42,900㎡ 400㎡ 170㎡

（６） 事業年度 ６月～５月

□認証・登録の対象組織・活動
登録組織名： 株式会社　中北製作所 本社工場

対象外： 東京営業所 2013年に拡大予定
北九州営業所 2013年に拡大予定

活動： 各種バルブ及び遠隔操作装置の設計・製造並びに販売

面積
従業員　　　　　



□主な環境負荷の実績
単位 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

kg-CO2 1,894,711 1,539,945 1,563,430 1,531,297 1,602,688
電力のCO2排出係数 0.355

kg 235,730 191,730 176,072 161,651 153,553
kg 12,300 12,300 11,703 9,987 11,855
kg 223,430 179,430 164,369 151,664 141,698
㎥ 25,605 16,152 15,879 15,112 17,723

□環境目標・実績

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 1,371,379 1,275,382 1,261,669 1,247,955

1,241,545

基準年比 (2008年） 93% 91% 92% 91%
kg-CO2 110,114 80,384 79,282 78,181

80,219
基準年比 (2008年） 73% 73% 72% 71%
kg-CO2 413,218 384,293 380,160 376,028

280,924
基準年比 (2008年） 93% 68% 92% 91%
kg-CO2 1,894,711 1,740,058 1,602,688 1,721,111 1,702,164

kg 9,987 8,089 7,990 7,890
11,855

基準年比 (2011年） 81% 119% 80% 79%
kg 223,430 149,698 147,464 145,230

141,698
基準年比 (2008年） 67% 63% 66% 65%

㎥ 25,605 16,643 16,643 16,643
17,723

基準年比 (2008年） 65% 69% 65% 65%
kg 28,596 22,019 21,733 21,447

18,634
基準年比 (2008年） 77% 65% 76% 75%

39% 37% 40% 42%
職場の整理整頓による作業の効率化、環境対応型製品の展示会
出展、製品の小型化・軽量化等。

製品への環境配慮

灯油、ＬＰＧの二酸
化炭素排出量削減

廃棄物排出量

水使用量

2013年

二酸化炭素総排出量

　一般廃棄物量排出

項　目

　産業廃棄物排出量

基準値 2014年

上記二酸化炭素排出量合計

電力の二酸化炭素排
出量削減

2012年
　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

自動車燃料の二酸化
炭素排出量削減

化学物質の削減

水道水の削減

一般廃棄物の削減
（可燃物を対象）

購入資材への環境配
慮

産業廃棄物の削減



□主な環境活動計画と評価、次年度の取組内容

・製品の小型化、軽量化
・職場の整理整頓による作業の効率化

・エコドライブの励行

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

・ボイラの定期点検実施

灯油、ＬＰＧによる二酸化炭素排出量の削減

定期点検やリースの入れ替えにより良い状態を保
つことができているので、後は運転者のエコドラ
イブ意識を根付けられる様にしていきたいです。

・裏紙、使用済み封筒の利用

□上方修正　　■下方修正　　□基準見直し

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し
・軍手、ウエスの無駄遣い防止

複合機の認証機能や会計システムの変更により
ペーパーレス化が進みました。また、個々の意
識も向上したと思います。

灯油に関しては基準年と比較したら設備の廃止が
あるため大幅な削減にはなっていますが、現状で
の活動の評価ができないため、適切な基準を設け
ることにします。

グリーン購入

・業者への通いカゴの要望

・塗装業者への環境活動の依頼

節水の意識付けは各部署にて呼び掛け、シール
等で行っています。

・社外における環境関連情報の入手

・社外への環境ＰＲ

客先とのＶＥ活動により、製品の軽量化が実現
しました。社外への環境ＰＲについては現在名
刺にＥＡ２１のロゴを入れていますが、封筒へ
も記載を検討しています。

左記２項目については継続的に行っており、地
域清掃については実施場所の拡大を図っていま
す。

・酸洗い槽の放熱防止

・社内インフラ利用によるペーパーレス化

・定期点検の実施
・目的地までの 短距離運転

電力による二酸化炭素排出量の削減

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・クールビズ、ウォームビズの励行

・地域清掃の実施

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

・夜間、休日はＰＣ、プリンタの主電源ＯＦＦ

全社的に昼休みの消灯は実施できました。ま
た、クールビズについても屋根の散水の効果で
夏期の電力削減が達成できました。次年度につ
いても継続して行っていきます。
冬期の対策が今後の課題です。

塗装は社内常駐業者が主に行っていますが、中
北製作所の環境活動への協力をお願いしていま
す。

評価、次年度の取組内容環境活動計画

・昼休み等電気不要時の消灯
■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

製品への環境配慮

・グリーン調達ガイドラインの発行

社会貢献

・自動販売機による募金

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

水道水の削減

レンタルウエスの使用部署を拡大し、廃棄の削
減を図っております。他の品種に関しても更な
る取組みを考えます。

化学物質の削減

・手洗い時等の節水の励行

□上方修正　　■下方修正　　□基準見直し

・無駄な予熱の廃止

・ゴミ分別の徹底

資材調達部にてグリーン購入ガイドラインを発
行し、協力会社へ配布しました。

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

・標準購入品のグリーン化



□部署毎の２０１２年度の評価

上記の部署で環境活動計画書を作成・運用し、全社に環境活動を行き届けています。

品質保証 全体的によくできた。内部品質監査についても計画通り行えた。

調節弁工場 全体的によくできたと思う。

溶接工場 全体的によくできた。

サービス 環境意識は徐々に向上しています。

生産技術 設備の改善は行えたので、運用ルールの整備やデータの数値化が今後の課題です。

計器工場

シリンダー弁工場

油圧装置工場

全体的に活動できていると思います。

情報システム 部内の意識は統一されているので、全社への伝達が今後の課題です。

経理 全体的に高い意識で活動でき、事務所のレイアウト変更や新システムの導入により、更なる
環境改善へつながった。

総務 ガソリン・一般ゴミ・水道水についてはよくできたが、電気・グリーン購入・製品への配慮
は改善が必要。

部署名

客先情報の入手を今後も継続的に努めます。

運輸

２０１２年度評価

自力弁工場 工場の配置換えがあるので、それを機会に整理整頓の意識付けができたらと思います。

営業

安全弁工場

技術 具体的な活動に取り組めた。製品への配慮については採用された環境配慮の展開を進めま
す。

全体的によくでき、シール等での啓蒙もできた。

全員が意識して環境活動に取り組めていました。

環境活動は行っているが、もっと活動しろはあると思われる。

活動の取捨選択をしながら取り組めた。協力会社への教育もできました。

生産管理 シールやポスターによる啓蒙を進めることができました。

資材調達 全体的によくできた。環境管理調査表の展開が今後の課題です。



□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。

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

全体的な活動としては評価できるが、一部活動評価が△、×の項目に対しては
ナゼナゼ分析の手法を使い、来期の活動計画に反映させたい。
グリーン調達に関しては担当部署のみならず全社で共通目標として取り組んでいきたいが、
そのためにも、顧客より要求されている環境に対する製品への対応情報を
評価できる形に持っていくことがこれから必要になってくると考える。
また、リスク管理についても重要課題と考え、「人」「物」「金」「情報」と、
あらゆる角度から全社的な見直しを図っていきたい。

廃棄物処理法 一般廃棄物　産業廃棄物　廃水処理装置　特管廃棄物
適用される事項（施設・物質・事業活動等）

化学物質排出把握管理促進
法

振動規制法

労働安全衛生法

加熱炉

空気圧縮機

主な適用法規制

廃ガス洗浄施設　表面処理施設

瀬戸内海環境保全特別措置
法

廃水処理施設　廃ガス洗浄施設

大阪府公害防止条例

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。

下水道法

吹付塗装施設

騒音規制法 空気圧縮機

クレーン　ブラスト　電気炉　コンプレッサー　塗装ブース

大東市火災予防条例

簡易リフト

クレーン　研磨施設　集じん機　電気炉　溶剤洗浄施設　吹付塗装施
設

高圧ガス保安法 圧縮空気製造設備　窒素ガス製造設備

水質汚濁防止法

大気汚染防止法

廃ガス洗浄施設

ボイラー

大阪府生活環境の保全等に
関する条例

エチルベンゼン　トルエン　キシレン

クレーン等安全規則



□バリシップへの展示
５月２３日から愛媛県今治市で行われた「バリシップ２０１３」へ「地球にやさしい（ＥＣＯ）」をテーマに
出展し、大勢の方にご来場頂きました。


