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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、環境活動レポートを公開する。

制定日：
改定日：

代表取締役社長　　中北　健一

2011年2月4日
2016年7月25日

環 境 方 針

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。
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□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 中山　太一 TEL：072-871-1331

総務次長 渡辺　芳幸 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） 168 億円
(2016/5 現在)

本社 東京営業所 北九州営業所

454 22 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

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。

従業員　　　　　
面積

環境事務局長
福島　恒太郎
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□主な環境負荷の実績
全社

単位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
kg-CO2 1,564,698 1,641,720 1,716,257 1,693,536 1,624,685

CO2排出係数 0.355
kg 161,651 153,553 167,190 146,604 164,623
kg 9,987 11,855 13,590 13,612 14,054
kg 151,664 141,698 153,600 132,992 150,569
㎥ 15,574 18,172 17,320 20,033 17,112
kg 22,426 18,634 18,641 18,062 20,042

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 2015年

kg-CO2 1,673,269 1,652,648 1,585,181
CO2排出係数 0.355

kg 166,565 146,075 164,147
kg 12,965 13,083 13,578
kg 153,600 132,992 150,569
㎥ 16,886 19,691 16,807

18,641 18,062 20,042

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 2015年

kg-CO2 6,613 6,508 6,653
CO2排出係数 0.355

㎥ 434 342 305

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 2015年

kg-CO2 36,375 34,380 32,851
CO2排出係数 0.355

kg 625 529 476一般廃棄物排出量

水道水の削減

項　目
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

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

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
産業廃棄物排出量
水使用量

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量
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

廃棄物排出量
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

項　目
二酸化炭素総排出量
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□環境目標・実績

本社
基準値 2016年 2017年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 1,371,379 1,247,955 1,199,895 1,234,241 1,220,527

基準年比 (2008年） 91% 87% 90% 89%
kg-CO2 110,114 77,080 70,911 75,979 74,878

基準年比 (2008年） 70% 64% 69% 68%
kg-CO2 413,218 268,592 314,376 264,459 260,327

基準年比 (2008年） 65% 76% 64% 63%
kg-CO2 1,894,711 1,593,626 1,585,181 1,574,679 1,555,732

kg 9,987 12,484 13,578 11,984 11,485
基準年比 (2011年） 125% 136% 120% 115%

kg 223,430 134,058 150,569 131,824 129,589
基準年比 (2008年） 60% 67% 59% 58%

㎥ 19,691 19,494 16,807 19,297 19,100
基準年比 (2014年） 99% 85% 98% 97%

kg 28,596 18,015 20,042 17,730 17,444
基準年比 (2008年） 63% 70% 62% 61%

グリーン購入

金額比率

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

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
整理整頓を行い作業効率の改善

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

42%

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

環境に配慮した
製品づくり

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

化学物質の削減

購入資材への
環境配慮

40% 42% 41%

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）

産業廃棄物の削減

水道水の削減

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2015年

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
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東京営業所
基準値 2016年 2017年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 6,508 6,508 6,653 6,443 6,378

基準年比 (2014年） 100% 102% 99% 98%
㎥ 434 412 305 408 404

基準年比 (2011年） 95% 70% 94% 93%
グリーン購入

金額比率

基準値 2016年 2017年
（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 6,786 6,311 6,652 6,243 6,175
基準年比 (2011年） 93% 98% 92% 91%
kg-CO2 25,347 23,573 26,199 23,319 23,066

基準年比 (2011年） 93% 103% 92% 91%
kg-CO2 32,133 29,884 32,851 29,562 29,241

kg 1,042 958 476 948 937
基準年比 (2011年） 92% 46% 91% 90%

グリーン購入

金額比率

環境に配慮した
製品づくり

メンテナンスを行い製品の寿命を延ばす

購入資材への
環境配慮

32% 58% 33% 34%

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）

84%

環境に配慮した
製品づくり

検討中

北九州営業所
　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2015年

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2015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

82% 85% 83%
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□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
○ 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

地域清掃の実施 前期に引き続き、地域清掃の範囲を広げ
て毎月取り組みました。自動販売機募金の実施

環境に配慮した製品づくり

製品の小型化 環境配慮型製品は実際に採用までもって
いけました。職場内の整理整頓

社会貢献

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 フロン排出抑制法、労働安全衛生法等、環
境関連法規制の改正に対応すべく、説明
会へ積極的に参加しています。業者評価で
は半数以上がＡ評価と良い結果になりまし
た。

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

□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 時間当たりの使用量は減ったものの、目標
達成には結びつきませんでした。塗装関係
の仕事も増えてきており、目標下方修正は
止むを得ないと判断。

塗装業者への協力要請

シンナー等の節約

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 屋根散水を開始した年を基準年に変更し、
良い結果が得られました。

化学物質の削減

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 産業廃棄物のほとんどの種目で廃棄量が
増加しました。来期は今期の廃棄量を目標
とします。

通いカゴの推奨

一般廃棄物の削減

□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 委員会等で啓発したものの目標を大幅に
超える廃棄量になりました。来期は受注量
等を基準年と比較しながら目標設定を行い
ます。

使用済み封筒の再利用
マイコップの推奨
ゴミ分別の徹底

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

急発進、急加速をしない 単月で見ると１月だけ目標を達成できな
かったが、他全て達成し、全体でも大幅な
削減になった。来期は目標を上方修正し、
頑張りたい。

アイドリングストップの励行
目的地へ最短距離で走行

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 夏期と冬期で明暗がはっきり分かれた年に
なりました。来期は、今期目標を達成でき
なかった冬期の電力削減を目標に取り組
んでいきたい。

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

【本社】

環境活動計画 評価、次年度の取組内容
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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

環境に配慮した製品づくり

検討中

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 6月、8月、と封筒等の印刷物を発注、11月
はアルコール消毒液(ﾊﾝﾄﾞﾐｽﾄ)等を購入、
12月は芳香剤等購入により未達成があっ
た。エコ商品が無い為、問題無いと考える。

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 大幅な削減は難しいと思われたが、期待以
上の数値で達成が出来ている。

会議はプロジェクタ等の利用によりペーパレス化 今年度も紙類の浪費の削減を主課題とし
た。また、文房具の再利用は徹底できてい
る。

社内LAN、データベースの利用による電子
化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

照明の間引き
削減への工夫の協議

一般廃棄物の削減

【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 2015年3月より、自動販売機(飲料)を新規
導入、9月よりエアコンの個別化の影響によ
り目標へのクリアーが厳しい状況である。
定格的な消費なので基準値の見直し等が
必要と思われる

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
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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

△ 継続メンテナンスを行い製品の寿命を延ばす 客先訪問PRにより、陸上設備を中心に機
器延命につながる活動を再度注力する。

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

環境に配慮した製品づくり

□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 社用車が1台増えた事による、燃料削減の目
標達成は出来なかったが、燃費向上に向け
運転を心掛けそしていく。

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

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

【北九州営業所】

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 北九州所内の機器増減により、電力の削
減目標は達成出来なかったが、電気削減
の意識は浸透しているように感じる。日頃
からの節電を今後も心掛ける。

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
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□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。

洗浄工場

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
全社的に環境活動に対する社内の認識は向上していると思うが、今期の不達成項目である一般廃棄物の
削減を中心に、啓発活動のより一層の推進を望む。

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。

廃棄物処理法 一般廃棄物
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

【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
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

高圧ガス保安法 圧縮空気製造設備　窒素ガス製造設備
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）

大阪府公害防止条例 吹付塗装施設
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

下水道法 廃ガス洗浄施設　表面処理施設

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

公害防止組織整備法
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

騒音規制法 空気圧縮機

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　化学物質
クレーン等安全規則 簡易リフト

振動規制法 空気圧縮機

【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
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□主な取り組み

ゴミの種類毎にゴミ箱を色分けし、
ゴミの分別を徹底

段ボールは小さく折りたたんで廃棄

　　　スプレー缶は穴を開けて廃棄

ペットボトルキャップを回収して　　　　　
まとめて回収キャンペーンに提出　　　　　

不要紙は専用トレイで保管し、裏紙として再利用

コピー機に裏紙専用トレイを設置し、裏紙使用を推進

両面、集約印刷により４ページ分を１枚で印刷

　　　紙ゴミは一般ゴミに出さず
　　　シュレッダーでリサイクル
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複合機横にクリップの回収箱を設置

出荷の際、木箱から強化ダンボールに移行し、
木くずを削減

就業時間外は洗浄槽に蓋をし、
薬品の蒸発を防いでいる

蛇口に節水アダプターを設置

切削水をろ過することで水の交換回数を減らし
水使用量の削減

休憩時間は消灯

電気炉を計画的に稼働させることで
無駄を省く
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　　　　出張先へはカーナビを利用し、
　　　　最短ルートを利用している

ハイブリッド車の充電を促し、　
ガソリン節約　

　　　　　　全てのパソコンに電力設定
　　　　　　システムスタンバイ、スクリーンセイバーなど
　　　　　　使用電力量を抑える設定

消耗品棚に再利用できるものを
使用する旨の注意書きを取り付け
環境配慮の周知、意識付けを行う

裏紙の利用を推奨するポスター、
コピー用紙の使用量を集計

環境配慮ポスターを　　
来客業者へもアピール　　
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「紙コップの使用は１日１個まで」の張り紙

エアコンの設定温度の張り紙

節水の張り紙

SEA JAPANへ出展
EA21認証取得企業であることも

併せてアピール
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