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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 株式会社中北製作所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役社長　　中北　健一

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 二酸化炭素排出量の削減
② 廃棄物排出量の削減
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）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

 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。

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。



□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 阪田　純一 TEL：072-871-1331

総務次長 中山　太一 TEL：072-871-1331
事務局 総務部 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（第８９期） 167 億円
(2015/5 現在)

本社 東京営業所 北九州営業所

456 23 16
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

東京営業所
北九州営業所

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
下記に示す中北製作所の各種バルブ及び制御装置に係る受注、
設計、製造、検査、出荷に関連するプロセスに適用する。
①バルブ　：調節弁・調整弁・シリンダ弁・電磁弁・安全弁・電動弁

バタフライ弁・一般弁を含む各種バルブ
②計器・計装品　：レベルスイッチ、コントローラ、ツインパワーを含む

関連機器。
③遠隔操作装置　：カーゴバルブ及びバラストバルブ用操作盤、

パワーユニット、油圧機器、遠隔液面指示計など。
④その他の製品　：レデューサ、ストレーナなど関連機器。
⑤上記①～④に係る部品、ユニット又はそれらの組合せ品。
⑥上記①～⑤に係る付帯サービス。

面積
従業員　　　　　

環境事務局長
福島　恒太郎

  
  



□主な環境負荷の実績
全社

単位 2011年 2012年 2013年 2014年
kg-CO2 1,564,698 1,641,720 1,716,257 1,693,536

CO2排出係数 0.355
kg 161,651 153,553 167,190 146,604
kg 9,987 11,855 13,590 13,612 （可燃物）
kg 151,664 141,698 153,600 132,992
㎥ 15,574 18,172 17,320 20,033
kg 22,426 18,634 18,641 18,062

本社
単位 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

kg-CO2 1,880,195 1,539,945 1,563,430 1,531,297 1,602,688
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

28,596 27,100 22,931 22,426 18,634
単位 2013年 2014年

kg-CO2 1,673,269 1,652,648
CO2排出係数 0.355

kg 166,565 146,075
kg 12,965 13,083
kg 153,600 132,992
㎥ 16,886 19,691

18,641 18,062

東京営業所
単位 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

kg-CO2 6,779 6,899
CO2排出係数 0.355

㎥ 462 449
単位 2013年 2014年

kg-CO2 6,613 6,508
CO2排出係数 0.355

㎥ 434 342

北九州営業所
単位 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

kg-CO2 26,622 32,133
CO2排出係数 0.355

kg － －
単位 2013年 2014年

kg-CO2 36,375 34,380
CO2排出係数 0.355

kg 625 529

一般廃棄物排出量

化学物質使用量

項　目
二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

二酸化炭素総排出量

一般廃棄物排出量
項　目

二酸化炭素総排出量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

項　目

産業廃棄物排出量

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

水使用量

一般廃棄物排出量
産業廃棄物排出量
水使用量
化学物質使用量

項　目
二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量
一般廃棄物排出量

水使用量
化学物質使用量

項　目
二酸化炭素総排出量

水道水の削減
項　目

二酸化炭素総排出量

水道水の削減

項　目



□環境目標・実績

本社
基準値 2015年 2016年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 1,371,379 1,234,241 1,266,284 1,220,527 1,206,813

基準年比 (2008年） 90% 92% 89% 88%
kg-CO2 110,114 78,181 75,831 77,080 75,979

基準年比 (2008年） 71% 69% 70% 69%
kg-CO2 413,218 272,724 310,533 268,592 264,459

基準年比 (2008年） 66% 75% 65% 64%
kg-CO2 1,894,711 1,585,146 1,652,648 1,566,199 1,547,252

kg 9,987 11,984 13,083 11,485 10,986
基準年比 (2011年） 120% 131% 115% 110%

kg 223,430 136,292 132,992 134,058 131,824
基準年比 (2008年） 61% 60% 60% 59%

㎥ 25,605 17,155 19,691 16,899 16,643
基準年比 (2008年） 67% 77% 66% 65%

kg 28,596 18,301 18,062 18,015 17,730
基準年比 (2008年） 64% 63% 63% 62%
グリーン購

入比率
39% 40% 40% 41%

水道水の削減

化学物質の削減

購入資材への環境配
慮

総務部 事務用品のグリーン購入率の向上を図る
グリーン調達を進める

資材調達
部

グリーン調達ガイドラインによる業者評価を行う

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目
電力の二酸化炭素排
出量削減

自動車燃料の二酸化
炭素排出量削減
灯油、ＬＰＧの二酸化
炭素排出量削減
上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減
（可燃物を対象）

2014年

産業廃棄物の削減

製品への環境配慮

総務部 地域清掃の実施
自販機募金を行う

経理部 自部署内の整理・整頓・清掃

本社営業
部

客先のエコ志向に関する情報収集と社内への伝達

技術部 製品の小型化
顧客向け講習会の開催

生産企画
部

社内システム変更による効率化
ペーパーレス化を全社的に奨励する

工務部 作業場の整理整頓を行い作業効率の改善
過剰包装の禁止

資材調達
部

仕入先への環境配慮推進
ＥＡ２１のＰＲ

品質保証
部

過剰養生の監視
作業環境の監視



東京営業所
基準値 2015年 2016年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 6,613 6,415 6,508 6,349 6,283

基準年比 (2011年） 97% 98% 96% 95%
㎥ 434 421 342 417 412

基準年比 (2011年） 97% 79% 96% 95%
グリーン購

入比率

基準値 2015年 2016年
（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 6,786 6,379 6,107 6,311 6,243
基準年比 (2011年） 94% 90% 93% 92%
kg-CO2 25,347 24,080 28,273 23,826 23,572

基準年比 (2011年） 95% 112% 94% 93%
kg-CO2 32,133 30,459 34,380 30,137 29,815

kg 1,042 979 529 969 958
基準年比 (2011年） 94% 51% 93% 92%

グリーン購
入比率

電力の二酸化炭素排
出量削減

自動車燃料の二酸化
炭素排出量削減
上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減
（可燃物を対象）

購入資材への環境配
慮
製品への環境配慮 メンテナンスを行い製品の寿命を延ばす

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2014年

電力の二酸化炭素排
出量削減

水道水の削減

購入資材への環境配
慮
製品への環境配慮 検討中

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

80% 89% 81% 82%

北九州営業所
2014年

32% 62% 34% 36%



□環境活動計画と結果及びその評価、次年度の取組内容
◎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

結果 継続/変更

数値目標 △
◎ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○
○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ×

○ 継続
使用
済み

○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○

○ 継続

○ 継続

数値目標 ×

○ 継続

数値目標 ○
△ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続
○ 継続
○ 継続

○ 継続
○ 継続

◎ 継続
◎ 継続

【本社】

環境活動計画 評価、次年度の取組内容

電力による二酸化炭素排出量の削減

急発進、急加速をしない 数値、活動共に評価でき、次年度も継続し
ます。アイドリングストップの励行

目的地へ最短距離で走行

一般廃棄物の削減

□上方修正　　■下方修正　　□基準見直し
昼休み等電気不要時の消灯 基本的な節電活動は実施できているもの

の、数値目標は達成できず下方修正としま
す。

夜間、休日はＰＣ、プリンタの主電源オフ
クールビズ、ウォームビズ励行で

エアコンの使用を抑える

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

産業廃棄物の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

ウエス、軍手の節約 数値、活動共に評価でき、次年度も継続し
ます。通いカゴの推奨

□上方修正　　■下方修正　　□基準見直し

両面、集約、裏面コピーの活用 活動は実施できているものの数値としては
達成には至りませんでした。
数値目標の下方修正を行います。マイコップの推奨

ゴミ分別の徹底

水道水の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

購入資材への環境配慮（グリーン購入）

事務用品のグリーン化 数値、活動共に評価でき、次年度も継続し
ます。環境関連セミナーへの参加

グリーン調達ガイドラインによる業者評価

製品への環境配慮

節水の心掛け 漏水の影響で数値目標は達成できません
でしたが、数値目標は継続で取り組みたい
と思います。

化学物質の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

使用済みシンナー再生の検討 数値、活動共に評価でき、次年度も継続し
ます。塗装業者への協力要請

シンナー等の節約

製品形状再検討 製品形状の再検討により小型化、軽量化を
図りました。
また、職場内の整理整頓は全社的に意識
しています。

職場内の整理整頓

社会貢献

地域清掃の実施 地域清掃はグループを増やし、活動範囲を
広げました。自動販売機募金の実施



結果 継続/変更

数値目標 △
○ 継続
○ 継続
○ 継続

○ 継続
○ 継続

数値目標

○ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○
○ 継続

○ 継続

結果 継続/変更

数値目標 ○
○ 継続
○ 継続
○ 継続

○ 継続

数値目標 ×
○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○

○ 継続
○ 継続
○ 継続
△ 継続

○ 継続
○ 継続

△ 継続

【東京営業所】

環境活動計画 評価、次年度の取組内容

電力による二酸化炭素排出量の削減
□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

昼休み等電気不要時の消灯 給茶器の更新、自販機の導入により目標
達成が厳しい状況にあり、基準値の見直し
が必要である。

夜間、休日はＰＣ、プリンタの主電源オフ
クールビズ、ウォームビズ励行で

エアコンの使用を抑える
照明の間引き
削減への工夫の協議

一般廃棄物の削減

会議はプロジェクタ等の利用によりペーパレス化 数値はビル管理上把握できないが、紙類の
浪費の削減を主課題として周知徹底する。社内LAN、データベースの利用による電子

使用済み封筒の再利用
両面・集約の機能を活用したコピーの徹底

水道水の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

節水の心掛け 主な利用が洗面所関係となり大幅な削減
が難しいと思われたが、期待以上の成果が
出ている。

購入資材への環境配慮（グリーン購入）

事務用品のグリーン化 安定的に目標達成が出来ている。

製品への環境配慮

検討中

【北九州営業所】

環境活動計画 評価、次年度の取組内容

急発進、急加速や空ぶかしの排除
駐停車でのエンジン停止を励行

一般廃棄物の削減

電力による二酸化炭素排出量の削減
□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

昼休み等電気不要時の消灯 節電の取り組みはほぼ成功したと考えま
す。次年度も継続していきます。夜間、休日はＰＣ、プリンタの主電源オフ

クールビズ、ウォームビズ励行で
エアコンの使用を抑える

照明の間引き

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

□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

両面、集約、裏面コピーの活用 大幅な削減に成功し、今後も継続していき
たい。使用済み封筒の再利用

社内LAN、データベースの利用による電子化

ゴミ分別の徹底

速度制限の厳守 単独出張が増えたことが目標が達成できな
かった原因と考えられる。手段と意識付けの
方法の見直しを行う。

購入資材への環境配慮（グリーン購入）

グリーン購入比率を高める 数値、活動共に評価でき、次年度も継続し
ます。出来るだけまとめて発注し、簡易梱包を選

製品への環境配慮

メンテナンスを行い製品の寿命を延ばす 新規調整案件の比率が高く、客先訪問によ
る有償工事案件の取り込みが急務と思慮
する。



□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
EA21認証取得より数年が経過しているが、環境負荷の削減には頭打ち感が有るも、
いかにしたら削減出来るか、削減できない理由を分析して削減への努力を継続していきたい。
その際には最初に目標値ありきでは無く、季節的要因や工場の負荷状況も考慮し
機械的に目標値を定めず、個々の事案につき検討していきたい。

【本社】
適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

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
大東市火災予防条例 加熱炉

労働安全衛生法 クレーン　ブラスト　電気炉　コンプレッサー　塗装ブース
クレーン等安全規則 簡易リフト

振動規制法 空気圧縮機
化学物質排出把握管理促進 エチルベンゼン　トルエン　キシレン

大阪府生活環境の保全等に
関する条例

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

顧客要求事項 客先のグリーン調達情報等
【東京営業所】

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

フロン排出抑制法 空調　冷蔵庫　旋盤機械　エアドライヤー　冷水器

騒音規制法 空気圧縮機
大気汚染防止法 ボイラー
水質汚濁防止法 廃ガス洗浄施設

瀬戸内海環境保全特別措置 廃水処理施設　廃ガス洗浄施設
大阪府公害防止条例 吹付塗装施設

福岡県公害防止等生活環境
の保全に関する条例

一般廃棄物

資源有効利用促進法 製品の長期間使用並びに再生資源・再生部品の利用促進
小型家電リサイクル法 電子電気製品

顧客要求事項 客先のグリーン調達情報等

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。

【北九州営業所】
適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法 一般廃棄物

廃棄物処理法 一般廃棄物
東京都環境基本条例 一般廃棄物
資源有効利用促進法 製品の長期間使用並びに再生資源・再生部品の利用促進
小型家電リサイクル法 電子電気製品

顧客要求事項 客先のグリーン調達情報等

下水道法 廃ガス洗浄施設　表面処理施設

高圧ガス保安法 圧縮空気製造設備　窒素ガス製造設備



□出展案内

来場された方々へアピールを行いました。

2015年5月21日～23日に行われた国際海事展バリシップ2015では、“地球にやさしい(ECO)”を盛込んだ
各種船種における標準化システムをテーマとして、様々な舶用製品を展示、紹介しました。
また、当社がエコアクション２１の認証・登録事業者であることの宣伝パネルを新しく作製し、


