
発行日　　２０２２年５月２５日

高圧化学工業株式会社

　　　　　　　　　　２０２１年度（２０２１年４月～２０２２年３月）

環　境　経　営　レ　ポ　ー　ト



１．事業の概要
1）事業者名 高圧化学工業株式会社
2）代表者名 取締役社長　　矢野　裕史

3）所在地 大阪府大阪市大正区鶴町五丁目１番１２号
4）EA２１統括責任者 品質環境保安部　部長　　木村　浩

環境管理責任者 品質環境保安部　マネージャー　山本　賢一　　　
5）連絡先 品質環境保安部　マネージャー　山本　賢一　　　

ＴＥＬ　06-6552-0151　　ＦＡＸ　06-6551-0019

6）事業内容 化学薬品の製造、販売
化学薬品の受託製造

7）事業規模 資本金　　　　　　　　６０百万円
生産高 １６８４ トン
従業員数 ８８名 (※２０２２年４月１日現在）

工場敷地面積       ８９７０ｍ2

事務所延床面積    ９１０ｍ2

工場延床面積       ３０４１ｍ2

２．対象範囲（認証・登録の範囲）
1) 認証・登録組織　　高圧化学工業株式会社
2) 対象事業所 本社・社内工場

３．環境経営方針

環境理念

環境経営方針

１．環境に関する法律、規制および規範などを遵守します。

３．環境負荷の少ない製品実現を推進します。
４．化学物質を適正に管理します。

２０２０年５月１１日　制定
取締役社長　矢野　裕史

２．生産活動における環境への正及び負のリスクを抽出、評価し、その重
要性を踏まえ継続的な改善を行います。

原料調達から廃棄物処理に至るすべての事業活動において、責任ある
企業として地球環境と調和する自主的かつ継続的な環境保全に取り組
みます。

５．二酸化炭素排出量の削減、廃棄物削減、水使用量削減等の環境負
荷削減に取り組みます。



４．環境活動推進体制

①組織図

②役割と責任
① 統括環境保安責任者（社長）

エコアクション２１(以下、ＥＡ２１)の最高責任者

② 統括環境保安実施責任者（生産部長）

環境運用管理及び緊急事態への準備及び対応に関する統括実施責任者

③ 品質環境保安部長

ＥＡ２１を統括する責任者

④ 品質環境保安部

環境管理責任者

ＥＡ２１の確立、維持・管理、環境管理に関する計画、教育・訓練、不適合等の処置、

⑤ 生産部　製造課

製造、設備管理等に関する計画、運用管理及び緊急事態への対応

⑥ 技術開発部　開発課

環境に優しい製品及びプロセスの開発

顧客が設計した製品を当社で製造する際の指導、支援及び顧客とのコミュニケーション

⑦ 技術開発部　品質管理課

環境測定に関する計画、運用管理、緊急事態への対応

⑧ 総務部　総務課

廃棄物、化学物質、グリーン購入等に関する計画、運用管理及び緊急事態への対応

予防・是正処置、内部監査の推進



５．主要環境負荷の実績値（ＣＯ２総排出量、廃棄物総排出量、総排水量、ＰＲＴＲ対象物質）
2020年度 2021年度

実績 実績

トンＣＯ２　※1 2,767 2,673

トン 1,492 1,504

ｍ３ 31,384 31,394

トン　※2 330 350

※1.電力は調整後排出係数0.409kg-CO2/kWh（2020年度）、0.385kg-CO2/kWh（2021年度）を使用しました。
※2化学物質使用量の集計は、届出対象数量未満のものも表示します。

６．環境目標値とその実績値

2022年度

目標値 実績値 目標値 実績値 目標値

トンCO2

トン

大気汚染防止の監視　

（目標値は自社管理値）

COD mg/L 200以下 15.7 200以下 14.2 200以下

水質汚濁防止の監視 BOD mg/L 500以下 15.8 500以下 17.1 500以下

（目標値は自社管理値） 浮遊物質 mg/L 200以下 7.3 200以下 10.5 200以下

n-ヘキサン抽出物 mg/L 5以下 1.3 5以下 1.4 5以下

※当社は受注生産の為、品目構成によりエネルギー消費量の変動が大きいため、原単位での目標管理が難しい事から
一般的な「CO2排出量削減」（電気、都市ガス等の使用量削減）は環境目標項目ではなく維持管理（省エネ）項目として取り組む。

※全産業廃棄物のうち有料売却した割合

ＣＯ２総排出量

2020年度

ＰＲＴＲ制度対象物質（取扱量）

総排水量

ダスト濃度 0.01以下 0.01以下

項目 単位

1,110

ｐｐｍ

取組項目（目標）

Nox

環境に優しい機器（電力・ガス）の使用によるCO2削

減

単位

％

廃棄物総排出量

100以下 100以下

ｇ/Ｎｍ3 0.005

35 100以下 48

0.01以下 0.005

10

1件実施

750

10.7

70以上74.4

1件実施

12.2

700

3件実施 

※参考

環境に負荷の少ない製品設計

70以上

－ 1件実施 1件実施

溶剤の有料売却

2021年度

10 10.2

700 915

70以上 60.8



７．主な環境活動計画内容と結果の評価等

目的 環境目標
電気使用量削減によるCO2排出量の削減 環境にやさしい機器（電気）の使用
経済的手法によるCO2排出量の削減 カーボンニュートラルな都市ガスの調達

溶剤の有料売却
GPC測定方法変更によるTHF消費量・廃棄量の削減

環境に負荷の少ない製品設計 『環境負荷低減確認シート』運用による製品設計推進
大気（ボイラー排気ガス）の監視
水質（排水）の監視

環境にやさしい機器（電気）の使用　

【目標】

2021年度はCO2　１０トン削減する。

【目標達成手段】

・省エネ機器への更新を行う。 　《評価　〇》

カーボンニュートラルな都市ガスの調達

【目標】

環境に優しい都市ガスの調達を行う。

【目標達成手段】

・契約書を締結し、調達を行う。

《評価　〇》

溶剤の有料売却

【目標】

2021年度は700トンを達成する。

【目標達成手段】

　《評価　△+》

分析機器（GPC）の溶剤使用削減の検討

【目標】

カラムの変更を3件実施する。

【達成手段】

《評価　△+》

環境に負荷の少ない製品設計

【目標】

環境負荷低減確認シートを1件実施

【目標達成手段】

《評価　○》

環境監視

【目標】

大気、水質について、法規制遵守はもとより

自主管理値を決め、監視測定し、環境保全に努める。

【目標達成手段】

《評価　○》

（*　 △＋　：　概ね達成）

・大気、水質について自主管理値を決め、監視・測定
を行う。

大気、水質についてすべて自主管理値以内であり、法規制が
遵守できている。2022年度も自主基準値にて確認を行う。

・分析時間の時短が行えるカラムに変更し、溶剤
（THF）の消費量削減を行う。

供給元と合意し、昨年8月より調達を開始した。脱炭素経営に
向けた取り組みであり、次年度も継続して調達を行う。

開発活動を通じて環境負荷低減効果のあったものについて1
件の報告があり、目標を達成した。

2021年度中に3件について品質上の妥当性確認を行い、2件
について変更申請を行った。顧客承認後、変更開始となるた
め効果は次年度からとなる。残り1件は次年度中に実施を行
う。

・廃溶剤を再生業者等へ売却する事でリユース、リサイ
クルに繋げ、廃棄物の削減に努める。

例年通り、廃溶剤の売却を推進した。実績として915トンとな
り、目標を達成した。リサイクル率は目標値を下回り60.1％と
なった。2022年度も継続して廃溶剤の有価物化を計画する。

・製造プロセス開発や改良業務を通じて環境負荷が低
減できているか、あるいは改善できる点がないか等、検
証を行い、環境に負荷の少ない製品設計を行う。

省電力照明機器（LED化）の更新により、工場側の電力削減
を行い、約10トンのCO2削減効果となった。一方、分析機器

（GC）の運用改善を行い、電力削減にも取り組んだ。次年度
は省エネ機器の更新や太陽光パネルの設置を計画をしてい
る。

廃棄物の削減

環境監視

計画内容 結果の評価、次年度の取組



８．環境関連法規制等の遵守状況の確認、評価結果、違反・訴訟等の有無

１）法的義務を受ける主な環境関連法規制と遵守状況の確認及び評価結果

1 大気汚染防止法 該当設備（ボイラー）の排ガス監視 適

2 下水道法
pH、COD、BOD、ss、n-ﾍｷｻﾝ抽出物の監視
特定施設の届出

適

3 水質汚濁防止法 特定施設の届出 適
4 悪臭防止法 悪臭発生の可能性の監視、臭気測定 適
5 騒音規制法・振動規制法 規制基準の監視 適
6 大阪府生活環境の保全等に関する条例 届出設備（エアコンプレッサー等）の管理 適

7
地球温暖化対策の推進に関する法律
（大阪府温暖化の防止等に関する条例）

CO2削減計画、実施 適

8 エネルギー使用の合理化に関する法律 第２種エネルギー管理工場　　省エネ報告書 適

9
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律

特定製品廃棄時の引渡証明書確認、対象機器の
簡易点検と定期点検、記録の保存

適

10 特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律 特定有害廃棄物発生時の適正処理 適
11 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する 特定物質製造の際の許可 適
12 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 SDSへの記載 適
13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 マニフェストの適正管理 適

14
大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生
活環境の清潔保持に関する条例

交付状況報告、一般、特管産廃削減計画、実施 適

15
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理
の改善の促進に関する法律

排出量の把握、報告 適

16 化学物質の審査及び製造の規制に関する法律 新規化学物質の届出 適
17 消防法 予防規程の作成、実施 適
18 高圧ガス保安法 予防規程の作成、実施　定期保全 適
19 毒物劇物取締法 毒物、劇物の保管、管理 適

環境関連法規制等の遵守状況の定期評価の結果、環境法規制等の逸脱はなかった。

２）違反、訴訟等の有無
自社における環境関連法規への違反はありません。
また関係当局からの違反等の指摘は過去3年間ありません。
なお訴訟を受けたことも一切ありません。

該当内容 適　・否法規制名



９．代表者による全体の評価と見直し・指示

（１）代表者へのインプット

（２）代表者のアウトプット

環境経営方針 現在の環境経営方針を継続する。

実施体制 新体制において全社で環境活動に取り組むこと。

以上

　生産量の増減はありましたが、目標はほぼ達成されました。

・環境教育と訓練

・ＥＭＳ体制

　実施体制は適切に機能していることを報告しました。

・活動計画

　一部計画の変更はありましたが、概ね計画通りに実施されました。

・目標値と実績

　目標項目は年度生産計画に基づき策定されました。

　新入社員・転入者に対して環境教育を実施しました。

  法改正情報を入手し、従業員に対して法規制教育を実施しました。

・法規制遵守

　法規制は定期的に見直しすることで、最新の内容を把握しています。

　また法遵守状態を監視し、必要な案件について適切に対処しました。

　有事の際への準備として火災訓練、地震訓練、漏洩処置訓練を実施しました。

環境経営目標及び環境経営計画

2022年6月末までに2022年度活動計画の策定を行うこと。
持続可能な社会の実現に貢献する為、すべての部門で環境
活動を行い、それぞれの役割、立場で改善に取り組むこと。
なお主要顧客の増産に向けては環境改善（環境負荷低減）
が必要であり、重点課題について全社一丸となって積極的
に取り組んでいくこと。


