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□ごあいさつ

 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。

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

環 境 方 針
当社は、バルブを中心とした流体制御システムの製造及びそのメンテナンスを主に行う企業
として社会に貢献しています。その企業活動の中で、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、環境関連法規制及びその他の要求事項を順
守し以下の項目を継続的に取り組むことを誓約します。

環境負荷の低減については、次の３つの項目を推進します。
（１） 二酸化炭素の削減
（２） 廃棄物の削減

守し以下の項目を継続的に取り組むことを誓約します。

    1 環境負荷低減の推進

（３） 水使用量の削減

    2 化学物質使用量の削減

    社会、地域との共生として地域清掃、防災訓練の参加などを行っています。
　

    4 製品への環境配慮

    3 グリーン購入

　
    また、この環境方針は従業員への教育・訓練により周知し、社内外へ公表します。

制定日： 2011年2月4日制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

2011年7月21日

中北　健一

2011年2月4日



□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

（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

神谷　仁、福島　恒太郎、生産技術課　中里　浩一

（５） 事業の規模
売上高 224 億円

本社 東京営業所 北九州営業所

437 26 14
42,900㎡ 400㎡ 170㎡

（６） 事業年度 ６月～５月

従業員　　　　　
面積

□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
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。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。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。



□主な環境負荷の実績
単位 2008年 2009年 2010年

kg-CO2 1,880,195 1,539,945 1,563,430
CO2排出係数 0.355

kg 235,730 191,730 176,072
kg 12,300 12,300 11,703
kg 223,430 179,430 164,369
㎥ 25,605 16,152 15,879

　一般廃棄物量排出

水使用量

廃棄物排出量

二酸化炭素総排出量
項　目

　産業廃棄物排出量
㎥ 25,605 16,152 15,879

□環境目標・実績

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 1,371,379 1,343,951 1,302,810 1,275,382

2011年 2012年

水使用量

2010年
　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

電力の二酸化炭素排

基準値

kg-CO2 1,371,379 1,343,951 1,302,810 1,275,382
1,310,180

基準年比 (2008年） 98% 96% 95% 93%
kg-CO2 110,114 104,609 86,990 85,888

86,631
基準年比 (2008年） 98% 79% 79% 78%
kg-CO2 1,481,493 1,448,560 1,396,811 1,389,800 1,361,270

kg 12,300 12,054 11,685 11,562

自動車燃料の二酸化
炭素排出量削減

一般廃棄物の削減

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

kg 12,300 12,054 11,685 11,562
11,703

基準年比 (2008年） 98% 95% 95% 94%

kg 223,430 212,259 165,338 163,103
164,369

基準年比 (2008年） 95% 74% 74% 73%
㎥ 25,605 24,325 15,875 15,619

15,879
基準年比 (2008年） 95% 62% 62% 61%

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

節水

基準年比 (2008年） 95% 62% 62% 61%
kg 28,596 27,166 22,876 22,590

22,931
基準年比 (2008年） 95% 80% 80% 79%

実態把握 実績把握

実態把握 実績把握製品への環境配慮

ＰＴＲＴ物質使用量
の削減

グリーン購入



□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

・昼休み等電気不要時は消灯する
・夜間、休日は、パソコン、プリンター等の主電源を切る

昼休みの消灯や冷暖房のデマンド管理の
徹底で、目標を達成することができまし
た。

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

環境活動計画

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

・クールビズ、ウォームビズ励行で冷暖房の使用を抑える ○ 継続

数値目標 ◎
○ 継続

た。
この二点は次年度も継続していきます。

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し
制限速度の厳守等、エコ運転の呼びかけに

各部門の達成手段は2011年9月までに検討

・クールビズ、ウォームビズ励行で冷暖房の使用を抑える

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・制限速度の厳守 ○ 継続
○ 継続

◎ 継続

数値目標 ×

制限速度の厳守等、エコ運転の呼びかけに
より目標を達成することができました。
次年度は車にステッカーを貼る等、目に見
える呼びかけをしていきたいです。

一般廃棄物の削減

　　駐停車でのエンジン停止を励行

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・定期点検を着実に実施する

・急発進、急加速や空ぶかしの排除、
・制限速度の厳守

数値目標 ×

× 継続
継続

○ 継続

○ 継続
◎ 継続

産業廃棄物の削減

・打合せや会議資料等は、パソコンやプロジェクターの

・社内ＬＡＮ、データベース等の利用による

利用等により、ペーパーレス化に取り組む

会議資料のペーパーレス化は現在検討し
ていますが、実施はできていない状態で
す。
文書の電子化については、簡単な回覧や
インフォメーションはwebを通じて掲示し
ています。・使用済み封筒を再利用する

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

文書の電子化に取り組む
・両面、集約等の機能を活用したコピーを徹底する

数値目標 ○

○ 継続

数値目標 ○

◎

産業廃棄物の削減

ウエスのレンタル化は引き続き検討して
いきます。

・ウエスのレンタル化を検討する

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

化学物質の削減

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

・月毎の使用量の把握 後手になりましたが、全月間使用量を把◎

数値目標 ○
× 継続
× 変更

・手洗い、洗い物において節水を励行する

節水

■上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

節水を呼びかけるシールを作る等、手軽
に取り組める活動を重視していこうと思
います。水量を減らす工夫をする

・蛇口をシャワー型にするなど、

・月毎の使用量の把握 後手になりましたが、全月間使用量を把
握することができました。

△ 継続

× 継続

グリーン購入

製品への環境配慮

・実態把握 環境目標の設定が遅れたので、次年度も
実態把握を続けます。

います。水量を減らす工夫をする

・実態把握 グリーン購入率の把握が１月からになっ
てしまったので、次年度も続けて把握し
ていきます。

◎ 継続

社会貢献

２回実施出来ませんでしたが、それ以外
は毎月行うことができました。今後も続
けていきたいと思います。

・会社周辺の清掃活動



□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。

簡易リフト
空気圧縮機

加熱炉
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
労働安全衛生法

化学物質排出把握管理促 エチルベンゼン　トルエン　キシレン
振動規制法

クレーン等安全規則

適用される事項（施設・物質・事業活動等）適用される法規制

ボイラー
空気圧縮機騒音規制法

大気汚染防止法

化学物質排出把握管理促
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　研磨施設　集じん機　電気炉　溶剤洗浄施設　吹付塗装施
設

下水道法 廃ガス洗浄施設　表面処理施設
大阪府公害防止条例 吹付塗装施設

瀬戸内海環境保全特別措 廃水処理施設　廃ガス洗浄施設
水質汚濁防止法 廃ガス洗浄施設

順次届出を行っていきます。
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。

□内部監査について
２月にキックオフ宣言を行い、年度末までの４ヶ月の間は主にデータ採集や書類の作成に注力し、

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、いくつかの届出が未提出でしたので

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

２月にキックオフ宣言を行い、年度末までの４ヶ月の間は主にデータ採集や書類の作成に注力し、
各部署へ内部監査を行えるまでの展開ができておりませんでした。
これは次年度での大きな課題ととらえ、今後の活動にいち早く取り組めたらと思います。

□各部署の活動評価について
２０１０年度は一括の活動評価であったが、各部署の環境活動に関わる目標及び達成手段が業務
の特徴により異なるため、２０１１年度計画より各部署での活動評価を明確にするように検討し、実
行する。また、手順書について必要と思われる項目を抽出して順次作成していきます。

□目標数値の評価

□代表者による全体の評価と見直し
　エコアクション２１の認証取得を目指し、昨年１１月にキックオフ宣言を行い、電力、ガソリン、水、廃棄物等の

電力、水、廃棄物など社内全体若しくは敷地のブロック単位での把握しか出来ない。これらの削減
計画について各部署の使用数量の把握が困難で当面は全体数量で評価して、各部署は活動目標
を設定して管理する。

行する。また、手順書について必要と思われる項目を抽出して順次作成していきます。

　エコアクション２１の認証取得を目指し、昨年１１月にキックオフ宣言を行い、電力、ガソリン、水、廃棄物等の
削減に取り組みました。目標値の達成度ではガソリン及び水の削減が大幅に達成できました。
しかし、グリーン購入及び当社製品の環境配慮では対応が遅れています。
　エコアクション２１の認証取得が、第一の課題となりますが、この取り組みを行うことにより社員の環境への
意識が深まり、取得後の初回活動に活かしていけるものと考えます。


