
 

本社

神山工場

〔2022年度版〕
対象期間：2022年1月～2022年12月

2023年 2月27日作成
株式会社　韮崎電子

1 / 12



　　　　　　　　　　　　【 目　　　　　次　】

　　　　　1. 　環境経営方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ページ

　　　　　2. 　会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4ページ

　　　　　3.　 環境経営目標とその実績・・・・・・・・・・・・・・・・・7～9ページ

　　　　    5.　 主要な環境経営計画の内容及び取組結果の評価、

　　　　    6.　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

　　　　    7.　代表者による評価と見直し.指示結果・・・・・・・・・・ 12ページ

　　　　　4.　年度別電力使用量・排出量・・・・・・・・・・・・・・10ページ

　　　　　　　　　　　　　　　　次年度の取組み内容・・・・・・・・11ページ

　　　　　　　　　並びに違反、訴訟等の有無・・・・・・・・・・・・12ページ

2 / 12



２．私たち社員は、全ての部門で二酸化炭素排出量の削減、廃棄物排出量の削減、水使用量の

３．私たち社員は、設計・製造に関わる省エネ化を進め、環境に配慮した物作りでエネルギー消費、

７．この環境経営方針は内外に公表し、要求があったときはいつでも提示します。

８．環境経営の継続的改善を行います。

環　境　経　営　方　針

基本理念

    削減に取組みます。

    コストの削減に努めます。

４．私たち社員は、環境に関する法律、規制、及び当社が合意するその他の要求事項を遵守し、

    地球環境との調和、並びに汚染予防に努めます。

５．環境経営方針は、全ての従業員、及び当社に直接関わる人々に周知し, 環境保全活動推進への

    意識を高め、よき地域住民として地域社会に貢献します。

（制定）2011/4/15

行動指針

    韮崎電子社員は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを全員で認識し、

    以下の基本方針を定め、全従業員が事業活動を通じて持続可能な循環社会の実現を目指す

    ことを宣言致します。

１．私たち社員は、電子機器設計・製造に関わる全ての事業活動において生じる、環境への負荷を

    低減するために環境経営システムを確立し、環境活動の継続的改善を行います。

６．上記基本理念に則した活動を維持するために、従業員への教育を行い、環境に対する意識の

    向上を図ります。

（改定）202１/3/30
　　　　　　        　　　　　　　　　株式会社　韮崎電子

               　 　　　　　　　　 代表取締役　折居　武彦　

（改定）2020/9/15
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２.２　事業所の所在地及び認証・登録範囲

本社

神山工場

２.３　環境管理責任者及び担当者連絡先

環境管理責任者 本社
連絡先 電話 FAX

E-mail

本社
連絡先 電話 FAX

E-mail

神山工場
連絡先 電話 FAX

２.４　事業活動の概要

POWER UNIT・CONT BOX・制御盤

山梨県韮崎市神山町鍋山696-1 制御盤・各種ハーネス

２.　会社概要

0551-23-2522

該当

水川 博之

２.１　事業所名及び代表者名

0551-23-3491 0551-23-3490

sugaya@niraden,co,jp

hiroyuki.mizukawa@niraden,co,jp

担当者

　　　　　株式会社 韮崎電子

　　　　　代表取締役  折居　武彦

菅谷 敏夫
0551-23-2111 0551-23-2522

範囲の該否

認証・登録
事業所名 所在地 業務範囲

該当

山梨県韮崎市大草町若尾359-1

担当者

0551-23-2111

青柳政彦

aoyagi.masahiko@niraden.co.jp

当社は、平成元年電子機器製造の目的を以って設立。

国家資格保有者〔電子機器組立１級、電子機器組立２級、職業訓練指導員（電子科）〕を有

X等の設計・製造・電気検査までを一貫生産化することにより高品質の製品を製造維持し、

技術と信頼性に基づく経営を理念と掲げる。

し、半導体製造装置、液晶製造装置をはじめ、各種電子機器、制御装置、各種POWER　BO
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２．５　環境活動の組織図

代表取締役

（折居武彦）

環境管理責任者

（菅谷敏夫）

EA21事務局

役職 責任及び権限

代表取締役 1．環境管理責任者の任命

2．環境経営方針を策定する。

3．環境経営システムの実施及び管理に必要な資源（人・物・金）の準備を行う。

（菅谷敏夫） 兼務

本社工場責任者 神山工場責任者

（水川博之） （青柳政彦）

営業部門責任者

（菅谷敏夫） 兼務

4．環境管理推進委員会を開催する。

5．環境活動レポートの作成を行う。

EA21事務局 1．データー集計及び環境管理責任者の補佐

部門責任者 1．環境経営システムの方針、実施計画を自部門で実施、維持、継続的改善する。

2．外部苦情に対する窓口を行う。

4．EA21の全体的な取り組み状況の評価・見直し、必要な指示を行う。

5．社内情報の外部公開可否決定。

環境管理責任者 1．環境経営システムを構築し維持する。

2．環境経営システムの構築・運用状況を社長に報告する。

3．それぞれの業務・役割に応じ、必要な教育訓練を適切に計画・実施する。

2．環境管理推進委員会への出席。

２．６　事業の規模

　　　　（１）主要製品の生産量（2022年）

製品名 生産量

450t

280ｔ

156t

電送盤・制御盤

制御盤

ケーブル
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パートタイマー　　　　30名

本社工場 神山工場

1台 -

1台 -

1台 1台

7台 -

１機 1機

１機 1機

2台 1台

合計　　　　93名

２.　７　施設等の状況

社員　　　　　63名

　　　　（３）事業所の敷地・建屋面積

敷地面積

設備・車両名 能力仕様

韮崎電子神山工場

885.87㎡

657㎡

事業所名 建屋延べ床面積

韮崎電子本社

1,468.5㎡

【主な機械設備及び車両等】

5,280㎡

　　　　（２）従業員数

製品/部材の運搬（搬入搬出）

フォークリフト（１．５t） 製品/部材の運搬（搬入搬出）

営業車 製品/部材の運搬（搬入搬出）

トラック（コンテナ付　２t）

リフター（本社２t/神山工場1t）

コンプレッサー（２台） 製品の調整・清掃（エアーブロー）

トラック（コンテナ付　4t） 製品/部材の運搬（搬入搬出）

製品/部材の搬入搬出

ホイスト（本社２t/神山工場１t） 製品の搭載
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2021年 2022年 2023年

基準値に対し1％削減 基準値に対し2％削減 基準値に対し3％削減

58,238.7 57,650.5 57,062.2

Kg-CO2／年 Kg-CO2／年 Kg-CO2／年

基準値に対し1％削減 基準値に対し2％削減 基準値に対し3％削減

29,649.6 29,350.1 29,050.6

Kg-CO2／年 Kg-CO2／年 Kg-CO2／年

87,888.3 87,000.6 86,112.8

Kg-CO2／年 Kg-CO2／年 Kg-CO2／年

基準値に対し1％削減 基準値に対し2％削減 基準値に対し3％削減

1,278.1 1,265.2 1,252.3

Kg Kg Kg

基準値に対し1％削減 基準値に対し2％削減 基準値に対し3％削減

1,089.0 1,078.0 1,067.0

Kg Kg Kg

基準値に対し1％削減 基準値に対し2％削減 基準値に対し3％削減

294.0 291.1 288.1

㎥／年 ㎥／年 ㎥／年

継続的改善 継続的改善 継続的改善

参加実績 参加実績 参加実績

2021年 2022年 2023年

基準値に対し1％削減 基準値に対し2％削減 基準値に対し3％削減

25,450.9 25,193.8 24,936.8

Kg-CO2／年 Kg-CO2／年 Kg-CO2／年

基準値に対し1％削減 基準値に対し2％削減 基準値に対し3％削減

231.7 229.3 227.0

Kg Kg Kg

基準値に対し1％削減 基準値に対し2％削減 基準値に対し3％削減

8,014.1 7,933.1 7,852.2

Kg Kg Kg

１％削減 ２％削減 ３％削減

111.9 110.7 109.6

㎥／年 ㎥／年 ㎥／年

継続的改善 継続的改善 継続的改善

参加実績 参加実績 参加実績

改善推進設計・製造での省エネ化の推進

（１）地域清掃活動への参加

参加実績

113.0

㎥／年

水道使用量3.1水の効率的使用 (1)水道の蛇口をこまめに閉める

(2)節水の呼びかけ

2.1一般廃棄物の排出量

削減

排出量

削減 （２）廃棄ケーブルの再利用 8,095.0

（引取業者）

Kg-CO2／年

(1)エアコン温度の適正化（夏28℃・冬22℃）1.1電力使用量の削減

　＜Kg-CO2＞

(2)不要な場所の消灯（明るい場所等）

(3)OA機器の未使用時の電源オフ

Kg

2.2産業廃棄物の排出量 （１）分別収集の徹底

排出量

234.0

Kg

(1)プリント用紙の裏紙再利用

(2)コピーミスの削減

評価内容

（2020年度実績）

(3)作業場の４S活動(ムダ・ムラ・ムリの削減）

3-２　中長期の環境経営目標（神山工場）

25,708.0

地域清掃活動への参加

（１）地域清掃活動への参加

参加実績

設計・製造での省エネ化の推進

環境目標取組項目

(1)エアコン温度の適正化（夏28℃・冬22℃）

(2)不要な場所の消灯（明るい場所等）

(3)OA機器の未使用時の電源オフ

(2020年度実績）

29,949.1
(1)エコ運転の徹底

(2)アイドリングストップの実施

88,776.1

Kg-CO2／年

Kg-CO2／年(3)車両点検の実施 

58,827.0

(1)プリント用紙の裏紙再利用

(2)コピーミスの削減

排出量

1,291.0

Kg

水道使用量

Kg-CO2／年

(1)水道の蛇口をこまめに閉める

計

廃棄物排出量
の削減 2.2産業廃棄物の排出量

削減

（１）分別収集の徹底

（２）廃棄ケーブルの再利用

（引取業者）

排出量

1,100.0

Kg

削減

㎥／年

基準値

環境方針項目
基準値 評価内容

1.1電力使用量の削減

二酸化炭素
排出量の削減

　＜Kg-CO2＞

1.2化石燃料消費量の削減

　

　＜Kg-CO2＞

297.0

3　環境経営目標

3-1　中長期の環境経営目標（本社）

環境方針項目

2.1一般廃棄物の排出量

水使用量の削減

3.1水の効率的使用

＜水道使用量／㎥＞

（1)省エネの製品・部材の調達

(2)ｹｰﾌﾞﾙの束線化により作業の効率化

(3)作業場の４S活動(ムダ・ムラ・ムリの削減）

廃棄物排出量
の削減

二酸化炭素
排出量の削減

地域清掃活動への参加

(2)節水の呼びかけ

（1)省エネの製品・部材の調達

(2)ｹｰﾌﾞﾙの束線化により作業の効率化 改善推進

環境目標取組項目

水使用量の削減

＜水道使用量／㎥＞
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基準値

（ 2021年実績）

目標値 57,653.4

実績値 81,775.4

Kg-CO2／年 達成状況 ×

目標値 293,531.1

実績値 33361.6

Kg-CO2／年 達成状況 ×

354,731.9 115,137.0

Kg-CO2／年 ×

目標値 1265

実績値 1637.8

Kg 達成状況 ×

目標値 1078

実績値 1710.0

Kg 達成状況 ×

目標値 291.1

実績値 464

㎥ 達成状況 ×

達成率 目標値 ○

90 実績値 ○

％ 達成状況 ○

達成率 目標値 ○

100 実績値 ○

％ 達成状況 ○

注記：購入電力の排出係数は0.462kg-CO3/kWhを用いました。

水使用量の削減

＜水道使用量／㎥＞

達成状況
目標値に対してCO2の削減が出来な
かった。

廃棄物排出量
の削減

二酸化炭素
排出量の削減

(1)プリント用紙の裏紙再利用

(2)コピーミスの削減
1,278

（１）分別収集の徹底

(3)OA機器の未使用時の電源オフ

2.1一般廃棄物の排出量

　＜Kg-CO2＞

　＜Kg-CO2＞

(1)エコ運転の徹底

評価内容
2022/1月～2022/12月

CO2排出量の削減ができなかった。

分別取集の徹底が図れなかったことに
より目標が達成できなかった。

3.1水の効率的使用 (1)水道の蛇口をこまめに閉める

前年度から水使用量が改善したことで
安定した使用量になった。尚、節水の
呼び掛けは随時行っていく。

削減

（引取業者）

1,089
2.2産業廃棄物の排出量

削減

294

廃棄ケーブルの引取がうまくいかな
かったため、目標が達成できなった。

（２）廃棄ケーブルの再利用

(2)ｹｰﾌﾞﾙの束線化により作業の効率化
昨年同様に推進を行い、目標を達成し
ている。

（1)省エネの製品・部材の調達

設計・製造での省エネ化の推進

地域清掃活動への参加

（１）地域清掃活動への参加

昨年同様に推進を行い、目標を達成し
ている。

(3)作業場の４S活動(ムダ・ムラ・ムリの削減）

2022年 1月～2022年 12月

58,235.8
(2)不要な場所の消灯（明るい場所等）

2022年度

1.1電力使用量の削減 (1)エアコン温度の適正化（夏28℃・冬22℃）

仕事量の増加したため、CO2排出量が
減少できなかった。

296,496.1

計

○：達成出来た　△：一部未達成　×：未達成

環境方針項目

1.2化石燃料消費量の削減

(3)車両点検の実施 

3-３　環境経営目標とその実績 (本社）

環境目標取組項目

(2)節水の呼びかけ

(2)アイドリングストップの実施

購入電力CO2排出量

63％
68,441kg-CO2

ガソリンCCO2排
出量

37％
4,0471kg-CO2

本社CO2排出量
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8 / 12



基準値

（ 2021年実績）

目標値 25,196.4

実績値 28,447.2

Kg-CO2／年 達成状況 ×

目標値 230

実績値 226.8

Kg 達成状況 ○

目標値 7,934

実績値 5400

Kg 達成状況 〇

目標値 111

実績値 114.0

㎥ 達成状況 ×

達成率 目標値 〇

90.0 実績値

％ 達成状況 〇

達成率 ○

100 ○

％ ○

注記：購入電力の排出係数は0.462kg-CO2/kWhを用いました。

削減

（１）分別収集の徹底

（２）廃棄ケーブルの再利用

（引取業者）

8,014

3.1水の効率的使用

環境目標取組項目

(3)OA機器の未使用時の電源オフ

(1)エアコン温度の適正化（夏28℃・冬22℃）

(2)ｹｰﾌﾞﾙの束線化により作業の効率化

○：達成出来た　△：一部未達成　×：未達成

3-４　環境目標とその実績 (神山工場）

設計・製造での省エネ化の推進

232

1.1電力使用量の削減 仕事量の増加したため、昨年に対して
CO2排出量の増加が見受けられた。
今後も排出量削減に努めることとす
る。

2022/1月～2022/12月

(2)不要な場所の消灯（明るい場所等）

25,450.9

評価内容
2022年度

環境方針項目

112

(2)コピーミスの削減
製作用図面のコピーを無くし、裏紙を
多くする事でクリアできたと考えられま
す。

廃棄ケーブルお再利用がうまくいった
ことから目標を達成した。

二酸化炭素
排出量の削減

廃棄物排出量
の削減 2.2産業廃棄物の排出量

地域清掃活動への参加

（1)地域清掃活動への参加

(3)作業場の４S活動

昨年同様に推進を行い、目標を達成し
ている。

達成状況

水使用量の削減

（1)省エネの製品・部材の調達

昨年同様に推進を行い、目標を達成し
ている。

＜水道使用量／㎥＞

　＜Kg-CO2＞

削減

(2)節水の呼びかけ

(1)水道の蛇口をこまめに閉める

少しではあるが節水に対する意識が浸
透してきたと感じられる。

(1)プリント用紙の裏紙再利用2.1一般廃棄物の排出量

2022年 1月～2022年12月
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4-2 電力使用量・排出量（神山工場）

4. 年度別電力使用量・排出量 

4-1 電力使用量・排出量（本社）

CO2排出量
62,519kg-CO2

CO2排出量
68,441kg-CO2

CO2排出量
81,775kg-CO2

電力使用量
135,323kwh

電力使用量
148,141kwh

電力使用量
186,435kwh
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電
力
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CO2排出量
26,853kg-CO2

CO2排出量
28,451kg-CO2

CO2排出量
28,451kg-CO2

電力使用量
54,691kwh

電力使用量
61,583kwh 電力使用量

58,897kwh
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電
力

年度別電力使用量・排出量(神山工場)
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環境目標項目

〇①地域清掃活動への参加
２ヶ月に１回の割合で実施され
る地域清掃活動に積極的に参
加している。

③車両点検（オイル・タイヤ空気
圧）の定期実施

①プリント用紙の裏紙再利用

②ｹｰﾌﾞﾙの束線化により作業の効率化

③作業場の４S活動、安全活動

具体的活動内容

（サーバーに保存）

取組結果の評価

（2022年1月～2022年12月）

仕事量の増加に伴い稼働時間
が増大し、両工場共に空調の
使用量が増加した.また適正温
度を超えて可動していた。

事務室、工場などの照明は人
がいない箇所や休憩毎に こま
めに照明を落とすようにしてい
る。

白熱灯など電気を消耗する照
明に関しては省電力のLED照
明に順次切り替えて行く。

車の入れ替えを実施し半数の
社有車がエコのラベルがある
物となっている。

二酸化炭素排
出量の削減

5.　主要な環境活動計画の内容及び取組結果とその評価、次年度の取組み内容

5-1 環境活動計画の取組結果とその評価

○：良好　　△：一部改善が必要　　×：改善要

水使用量の削
減

廃棄物排出量
の削減

△

△

○

○

○

①水道の蛇口をこまめに閉める

○

○

○

○

○

○

②コピーミスの削減

取組
結果

○

○

○

②節水の呼びかけ（全社員）

①省エネの製品・材料の調達

地域清掃活動への参加

対策

天井埋込型エアコンの吹き出し口に向かってファ
ンなどを付けて風を拡散して室内温度を下げる工
夫をする.また社員に節電について朝礼を通じて
周知を行う。

今期の予算にて、低公害車への随時、切替を促
進して行く。

電力使用量
の削減

化石燃料消
費量の削減

廃棄物のリ
サイクル及
び廃棄物の
削減

水の効率的
利用

①エアコン温度の適温化（夏28℃・
冬22℃）を行う。

②不要な場所の消灯　　（明るい場所）

③会社の看板照明（本社）を白熱
灯からLED照明に切替いる.

①エコ運転の徹底（急発進・急加
速の禁止）

②アイドリングストップの実施
一部アイドリングストップ機能が付
いているが、付いていない車に関
しては呼びかけを行っている。

定期的に車両点検の実施及び
自動車使用者に使用した距離
と入れた燃料を記入して管理
を行っている。

社内だけで使用する紙は裏紙
を再利用を行っている。

設計・製造での省エネ化の推進

パソコンで印刷プレビューを確認し
てから印刷をすることを徹底する。
また、裏紙でコピーした紙はシュ
レッダ―にかけて再資源化を進め
ている。

定期的に回収業者に廃棄ケー
ブルを引き取りに来てもらいリ
サイクルの促進をしている。ま
た、その売り上げから社員に還
元している。

本社工場は、年間を通じて水
の使用量が安定してきていると
感じる。

節水の呼び掛けを行っているが、
人員増加もあり浸透が薄れる事の
無いよう勧めている。

設計の段階からエコ製品の調
達を行っている。

新規物もケーブルの束線化を進め
ているので無駄な電線を必要以上
に使用しないようになった。

社内全体会議１回/月の中でエ
コと安全活動に対する啓蒙活
動を進めている。

③廃棄ｹｰﾌﾞﾙの再利用

（取引業者）
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1. 出荷台数の増加に伴い、電力・化石燃料の使用量が増加し、廃棄物も増加した。

　　その為、電力・化石燃料・廃棄物にて目標値をクリアすることが出来なかった。

   基準値を前年に見直す必要があると感じる。 

2. 本社と神山工場共に、水道水の使用量は目標値を越している状況。

   基準値の見直しが必要となるが、新棟の追加による 使用料の状況把握は必要。

3. 社内での設計業務が増えているので、継続しグリーン調達、RoHSに沿った 部品選定を行い部品の購入を

   行なう。

4. ゴミの排出量が増加しているが、分別をしっかり行い排出を行って行く。

   今後は神山工場からの排出が無くなり、1拠点での削減活動を行う事とするが、状況確認を行ないながら

   進める。

以上、

当社の環境管理に対する利害関係者からの訴訟又は関係当局からの指摘等は過去に

6.　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

　　6-1　　環境関連法規の違反

　　6-2　　訴訟等

問題ないことを確認しました。

（３）設計・製造で、RoHS規制対象品の選定を行い、環境・人体に影響の少ない部品の選定を強化する。

　　 又、安全衛生と絡め社員への意識付けを行う。

　　 目標値をクリアすることが出来たが、引き続きCO2削減に向けて取り組んで行く。

（１）前期同様、増加した仕事量を維持しており、二酸化炭素排出量抑制に伴う電力の削減について

5-2 次年度の取組み内容

発生していません。

7.　代表者による評価と見直し・指示結果

当社に適用される環境関連法規等については、2023年　1月　13日遵守状況点検の結果、

（５）全体会議1回/月の中で、エコに関する取り組み内容を説明して、全員が周知出来るように進める。

（２）引き続き 循環資源のコピー用紙・ミックス紙・段ボール等のリサイクルを促進してゴミの減量を図る。

（６）本年度に達成しなかった部分を再度見直して、達成に向け進めていく。

（４）２ヶ月に１回の割合で実施される地域清掃活動に積極的に参加する。

12 / 12


