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１．組織の概要

（１）事業所名及び代表者氏名

　　　　株式会社 中村製作所

　　　　代表取締役　中村　善直

（２）所在地

　　　　認証・登録範囲：本社工場　神奈川県足柄上郡中井町田中１１-２

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　　環境管理責任者　専務取締役　中村　誠二

　　　　担当者　中村　誠二

　　　　連絡先　電話　　０４６５－８１－２１４１

　　　　ＦＡＸ　０４６５－８１－３３１５

　　　　ｅ-mail　s_nakamura＠nakamuras.co.jp

（４）事業活動の内容

　　　　自動車用部品の金型設計・製作

（５）事業の規模

　　　　事業の規模を表１に示す。

　　　　　　　　　　　　表１　　事業規模

２．対象範囲

（１）認証・登録対象組織

　　　　本社工場（所在地は１．（２）に記載）

（２）認証・登録対象活動

　　　　本社工場で行なう事業活動（自動車用部品の金型設計・製作）

2022年度

売上高(百万円) 414 325 287 293 220

活動規模 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

延床面積(ｍ
2
) 899 899 899 899 899

従業員数(人) 23 25 27 24 24

地域 工業地域 工業地域 工業地域 工業地域 工業地域

資本金(百万円) 3 3 3 3 3
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３．環境経営方針

企業理念

　株式会社中村製作所は、金型の製作を通じて、自動車用部品業界への貢献と

環境活動を両立させ、社員全員が労を惜しまず環境負荷の低減に努めて

地球環境保全に貢献する。

行動指針

当社は、次に示す環境保全に関する活動を自主的に展開する。

１．エコアクション２１に従った環境経営システムを構築し、運用・維持する。

２．事業活動に伴う環境への影響を確実に把握し、技術的・経済的に可能な範囲で

目標を定めて環境の継続的な改善に努める。

３．環境に関する法規制及び当社が同意するその他の要求事項を遵守し、

地域社会との調和に努める。

４．事業活動に係わる作業現場と会社事務所において、環境負荷の低減のために、

次の項目について重点的に取組む。

１）電力・化石燃料を効率的に使用すること通じて二酸化炭素の排出を抑制する。

２）一般廃棄物の排出を適切に管理する。

３）水資源を効率的に使用する。

４）グリーン購入を推進する。

５）改善提案により仕事上のﾑﾀﾞを削減する。

５．環境方針は、公表し、全社員に周知させる。

平成２０年７月２０日　制定

令和  ２年１月１０日　改訂

神奈川県足柄上郡中井町田中１１－２

株式会社　中村製作所　

代表取締役社長　　　　　

㈱中村製作所  環境経営方針

中 村 善 直
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4．実施体制

代表者 １．環境管理責任者の任命

(社長) ２．環境方針の制定

３．環境経営システム実施及び管理に必要な資源の準備

４．環境経営システムの定期的見直しの実施

５．社内情報の外部公開可否決定

環境管理責任者 １．環境経営システムの確立、実施及び維持するための処置

２．社長に対し、環境経営システムの実績報告

３．環境経営システムの教育・訓練の計画・実施の責任者

４．外部からの環境に関する苦情や要望の受付窓口

課長 １．環境経営システムの部署の計画・実施の責任者

係長 ２．関連する法規制等を遵守する。

主任 １．環境管理活動の実施

全従業員 ２．関連する法規制等を遵守する。

作成承認 中村 誠二

環境管理責任者

(専務 中村 誠二)

技術課 製造課NC係 製造課仕上係 営業・総務

代表者 作成月日 2020.01.10

(社長) 作成者 中村 誠二

(課長 小坂 信彦) (係長 武藤 卓也) (係長 原 和也) (兼務 中村 誠二)

環境経営システムに関する役割・責任・権限
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5．環境経営目標とその実績

21年度より電力・化石燃料使用量が作業時間と合っていないため、

目標設定を総量のみで管理とし基準は前年実績とする。

表２-1　　環境経営目標とその実績-1(CO2排出)　　　　

注1)購入電力の排出係数：0.434kg-CO2

注2)化学物質等は使用していません。

2024年
目標

2025年
目標

実績 実績 実績 実績 実績

項　目 単位

2021年
目標

2022年
目標

2023年
目標

前年比△1% 前年比△1%

218,945 204,240 190,545

二酸化炭素(CO2)
   排出量の削減

(施策)

①工場内での必要部分に
　　絞り込んだ局所暖房・照明

②昼休みの照明消灯

③運送時の無駄なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ・
　　空ふかし禁止の注意喚起

④不良原因による
　無駄な工数削減

⑤通常業務での
　無駄取りにより
　電気使用量削減

注) 灯油・LPGｶﾞｽ
    使用量については
    少量の為記載は
    ないが総量に含む。

CO2
総排出量

kg-CO2

前年比△1% 前年比△1% 前年比△1%

206,304 192,470

173,260

電力
　使用量

総使用量
(kwh)

391,991 369,540 347,112

kg-CO2

kg-CO2 162,000 152,169

160,380 150,647

総使用量
(kwh)

373,273 350,619

ガソリン
　使用量

総使用量
(ℓ)

3,190 2,588 1,548

総使用量
(ℓ)

2,615 1,564

kg-CO2 6,067 3,628

kg-CO2 7,401 6,006 3,591

軽油
   使用量

総使用量
(ℓ)

13,544 13,427 12,910

総使用量
(ℓ)

13,563 13,041

kg-CO2 34,992 33,646

kg-CO2 34,944 34,642 33,309
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5-2．環境経営目標とその実績-2(その他)

表２-２　　環境経営目標とその実績-２(その他)　　　　

2025年
目標

実績 実績 実績 実績 実績

項　目 単位

2021年
目標

2022年
目標

2023年
目標

2024年
目標

２．廃棄物排出量
　　の適正管理
(施策)
①一般廃棄物(可燃ごみ)の
   　計量管理
②廃棄物排出量の把握
③朝礼時の注意喚起

一般廃棄物 Kg

前年比△1% 前年比△1% 前年比△1%

730 556

10,694
産業廃棄物 Kg

前年比△1% 前年比△1% 前年比△1% 前年比△1% 前年比△1%

13,365

前年比△1% 前年比△1%

792 722 550

8380.0

10,803 8465.0

前年比△1% 前年比△1%

351 365 311

３．排水量の適正
    管理
(施策)
①朝礼時注意喚起
②排水量の監視

総排水量 ㎥

前年比△1% 前年比△1% 前年比△1%

369 315

４．文房具等の
　　ｸﾞﾘｰﾝ品目数
(施策)
①ｴｺ製品購入推進

②ｸﾞﾘｰﾝ品目把握
文房具等ｸﾞﾘｰﾝ品

％
(ｸﾞﾘｰﾝ品
/総品数)

前年比+1% 前年比+1% 前年比+1% 前年比+1% 前年比+1%

44.5% 43.8% 40.2%

42.8% 39.7%

10 10

10 10

５．改善提案
(施策)
①作業改善提案制度
 　 (生産性向上)

改善提案 件

10 10 10
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6．2022年度の環境活動計画、取組結果とその評価及び次年度の取組内容

過去1年間（2022年1月～2022年12月）の環境活動実績及び取組内容は

表３に示すとおりです。

表３　　　環境活動実績（22年度：22年1月～22年12月）

○：目標達成、×：目標未達、△ : 現状維持

注1)排水は生産活動によるものはなく生活排水です。

項　目
単位

2022年度
目標

2022年度
実績

達成
区分

評　価

達成手段等 次年度の取組

(評価)
前年度1%削減目標に対し約6%削減を
達成出来たが、ｺﾛﾅ禍から続いている
仕事量減少の影響が大きいと思われる。

(施策)
①工場内での必要
　部分に絞り込んだ
　局所暖房・照明

②昼休みの照明消灯

③運送時の無駄な
　ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ・空ふかし
　禁止の注意喚起

④不良原因による
　無駄な工数削減

⑤通常業務での
　無駄取りにより
　電気使用量削減

注)
   灯油・LPGｶﾞｽ
   使用量については
   少量の為記載は
   ないが総量に含む

(次年度の取組)
仕事量を見極めつつ引き続き本年度取り組みを
推進する。

電力使用量 kg-CO2 160,380 152,169 〇

(評価)
目標を達成出来ているが、仕事量減少の
影響が大きいと思われる。

(次年度の取組)
引き続き本年度取り組みを推進する。

1.二酸化炭素(CO2)
   排出量の削減

CO2
総排出量

kg-CO2
204,240 192,465 〇

軽油使用量 kg-CO2 34,642 33,646 〇

(評価)
目標を達成出来ているが、仕事量減少の影響が
大きいと思われる。

(次年度の取組)
引き続き本年度取り組みを推進する。

ｶﾞｿﾘﾝ使用量 kg-CO2 6,006 3,628 〇

(評価)
目標を達成出来ているが、仕事量減少の影響が
大きいと思われる。

(次年度の取組)
引き続き本年度取り組みを推進する。

(評価)
適正管理出来ている。

(施策)
①一般廃棄物(可燃
　ごみ)の計量管理
②廃棄物排出量の
　把握
③朝礼時の注意喚起

産業廃棄物 t 10.7 8.1 〇

(次年度の取組)
引き続き本年度取り組みを推進する。

２．廃棄物排出量
    の適正管理

一般廃棄物 t 0.7 0.5 〇

(評価)
適正管理出来ている。

(次年度の取組)
引き続き本年度取り組みを推進する。

４．文房具等の
   ｸﾞﾘｰﾝ品目数
(施策)
①ｴｺ製品購入推進
②ｸﾞﾘｰﾝ品目把握

文房具等
％

(ｸﾞﾘｰﾝ品
/総品数)

43.8% 39.7% ×

(評価)
購入量は前年に比べ減っているが、
ｸﾞﾘｰﾝ品にて対応出来ないものが多かった。

グリーン品

３．排水量の
   適正管理
(施策)
①朝礼時注意喚起
②排水量の監視

総排水量
注1)

㎥ 365 315 〇

(次年度の取組)
引き続きｸﾞﾘｰﾝ品目に代替えできるものを
購入推奨していく。

５．改善提案
(施策)
①作業改善
　　　提案制度
  (生産性向上)

改善提案 件 10 10 〇

(評価)
目標を達成出来た。

(次年度の取組)
引き続き改善提案を検討していく。
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7．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

適用される主な環境関連法規等は次のとおりである。

環境関連法規等の遵守状況を確認し評価した結果、環境関連法規等への違反・訴訟はあり

ませんでした。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。

8．代表者による全体評価と見直しの結果

（1）見直し対象期間：2022年1月１日～2022年12月3１日

（2）見直し実施日：2023年01月10日（定期見直し）

（3）評価結果と指示内容

神奈川県生活環境保全条例 指定事業所（ﾀﾞｲｽﾎﾟッテｲﾝグﾌﾟﾚｽ機）

環境保全重要管理対称の二酸化炭素排出量については全ての項目で目標を
達成出来ている。仕事量の減少が大きく影響しているが、生産性向上のための
作業改善や不良・不具合工数の減少に全社で取り組んだ結果と思われる。
来期も引き続き仕事量を把握しつつ環境活動取組みを継続して貰いたい。

適用環境関連法規等 適用される事項（施設、物質、事業活動等）

廃棄物処理法 産業廃棄物（汚泥、廃プラ等）、一般廃棄物

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

エアコンディショナー(業務用の機器 7.5kW以上)
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