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□ ごあいさつ
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アイケミテクノ株式会社

代表取締役 綱島 正夫

当社は2005年に「工業用薬品、および家庭用薬品」の開発、製造、販売を目的として設立し、
半導体用シリコン・太陽光発電用シリコン・化合物半導体・サファイア・石英・水晶・セラミックス
SiC・光学ガラス・レンズ・光学部品・電子部品等、様々な用途に使用する素材を加工するため
の（クーラント・切削剤・研削剤・分散剤・防錆剤・洗浄剤等）の開発を行い販売してまいりまし
た。

当社は、顧客、仕入先、環境、社員を大切にし、相互に理解しあえることを趣旨としておりま
すが、その中において環境活動については限りある資源を守り、現状を維持もしくは改善する
努力が必要と考えております。

従来より環境負荷の少ない原料の使用や、原料のリサイクルおよび容器のリサイクルに注
力してまいりましたが、エコアクション21の認証取得を機に更なる環境への貢献を意識するよう
になり、今後も皆が住みやすい世界になることを願いながら、小さな改善を積み重ねていきた
いと思っております。

２０２２年度はCOVID-１９の感染の他、ロシアのウクライナ侵攻や大幅な円安に依り、原油や
穀物、その他あらゆる物が物価高になりました。

当社に於いても原料、容器、運送費などが高騰し、価格交渉に奮闘する日々でしたが、今後
も更なる環境改善活動に取り組んでまいります。



□ 環境方針
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私たちは、科学技術の進歩により快適な生活を享受している。しかし豊かさと利便性を追い求める従来の、大
量生産、大量消費、大量廃棄を常とするエネルギー多消費型社会は、エネルギー及び資源の枯渇を招き、廃棄
物による環境の汚染、ゴミ問題など深刻な社会問題や大気中の二酸化炭素濃度を増加させ地球温暖化問題に
直面している。私たちは、ますます深刻化する地球温暖化や、地下資源の枯渇への対応が人類共通の重要課
題との認識に立ち、自社製品の製造・開発・販売等の事業活動に於ける環境負荷の低減を図る為に、全社員が
一丸となり自主的・積極的に環境保全活動に取り組みます。これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的
に見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

１．持続可能な社会づくりの一環として地域環境問題の対策に取り組みます。
１）電力・燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減
２）使用原材料の省資源、廃棄物の３Ｒ（減量、再使用、再生利用）の推進
３）水資源の節水
４）有害物質の削減及び低減
５）事務用品のグリーン購入
６）環境に配慮した製品の開発・販売促進

２．環境関連法規制や当社が約束した事を厳守します。
３．事業活動（製造、開発、販売）に関わる事項について全部門にて改善化を行います。
１）廃棄物は出してから処理ではなく、出さない努力をします。
２）原料（資源）をなるべく無駄にしない形で使用します。
３）人体と環境に害の少ない製品を提案します。
４）機能が同じなら、毒性のなるべく少ない物質を使用します。
５）化学事故につながりにくい物質を使います。
６）環境と経費への負荷を考え、設備等の省エネルギー化を心掛けます。

４．環境への取り組みを環境活動レポートとしてとりまとめ公表致します。
制定日：2010年7月10日
改定日：2012年1月5日
代表取締役社長 綱島 正夫



□ 組織の概要

（１）名称及び代表者名

アイケミテクノ株式会社

代表取締役社長 綱島 正夫
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（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 技術部部長 芦田 昭雄

TEL: 047-406-3970
副責任者 営業部次長 鈴木 昭仁

TEL:  03-5284-3377

（４）事業年度
前年10月～当年9月

□認証・登録の対象組織・活動
登録組織名：アイケミテクノ株式会社 本社 白井工場
認証・登録番号 0008178
認証・登録日 2012年4月3日
活動：太陽光発電用のパネルや電子部品関連の製造に用
いるクーラント剤、洗浄剤、研削剤、切削剤などの開発・製
造・販売

（５）事業の規模

白井工場外観

（２）所在地
本 社 〒120-0037  

東京都足立区千住河原33番地14号
TEL:03-5284-3377  FAX:03-5284-3378

白井工場 〒270-1407  
千葉県白井市名内318番地3号
TEL:047-406-3970  FAX:047-492-6175



組織体制図
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アイケミテクノ株式会社　組織体制図
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責任と権限（１）
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社長

1） 環境経営に関する統括責任
2） 環境経営システムの実施及び管理に必要な、人、設備、費用、時間、技能技術者の用意
3） 経営における課題とチャンスの明確化
4） 環境管理責任者の任命
5） EA21実施責任者の任命
6） 環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知
7） 環境目標設定の承認
8） 代表者による全体の評価と見直しの実施
9） 環境活動レポートの承認



責任と権限（２）
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環境管理責任者（主）

1） 環境経営システムの構築、実施、管理
2） 法規制等登録の承認
3） 環境活動計画書の承認
4） 環境活動の取組結果の代表者への報告
5） 環境活動レポートの確認
6） 環境管理責任者（副）は補佐、必要に応じ主の代行を行う。

EA21実施責任者（主）

1）当社の事業所（本社、白井工場）より任命された者（各事業所に主を各１名、必要に応じ副を設ける。）が
EA21実施責任者として、ＥＡ２１環境活動に関する実務的運用について責任を負う。EA21実施責任者
（副）は補助的な役割を担う。

2） 事業者内における環境経営システムの実施
3） 事業所内における環境目標等の周知
4） 事業所内の従業員に対する教育訓練の実施
5） 事業所内に関連する環境目標及び環境活動計画の実施及び達成状況の確認と報告
6） 特定された項目の手順書作成及び運用管理
7） 事業所内の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト・訓練・記録
8） 事業所の問題点の発見、是正、予防処置
9） 各事業所の施設責任者を、本社に於いては社長とし、白井工場では工場長として環境関連の外部コ

ミュニケーションの窓口とする。



□ 主要監視項目の実績（２０１９～２０２２年）
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表．主要監視項目の実績

• 当社がエコアクション２１に取り組んでまいりました過去実績は以上の表の結果になります。
• 次頁には、原単位（主要製品販売量１ｔ当たり）にて再評価を実施した結果を示します。



□環境目標・実績
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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（１）
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評価：◎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



□ 環境活動計画と結果及びその評価、次年度の取組内容（２）
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評価：◎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



□ 環境活動計画と結果及びその評価、次年度の取組内容（３）
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評価：◎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



□ 環境活動計画と結果及びその評価、次年度の取組内容（４）
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評価：◎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



□ 主要製品生産量１ｔ当たりの監視項目との関連（事業所全体）

• ２０１０年度より集計データーを主要製品販売量１ｔ当たりに換算し、
各監視項目の使用量もしくは排出量を求めています。

• この結果、エコアクション２１認証取得以降（２０１２年４月）減少に転
じておりますが、また２０１９年度以降はコロナ禍の影響により営業車
の使用が減少しガソリン使用量が減少しています。
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□主な環境負荷の実績

15/21

※購買電力の排出係数は0.434 kg-CO2/kWh（東京電力パワーグリッド(株) 令和三年）を用いて算出を行った。
※化石燃料は該当物はガソリンのみで排出係数は0.0671 kg-CO2/MJを用いて算出を行った。
※総排水量の公共用水域の項目は主力製品の生産量と含有水分の関連から算出を行った。



□ 今年度及び次年度環境目標
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表．環境目標



□ 温室効果ガス排出量（二酸化炭素排出量）評価
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図１．温室効果ガス排出量構成比 図２．温室効果ガス排出量事業所別構成比

図５．温室効果ガス排出量構成比（化石燃料②）図４．温室効果ガス排出量構成比（化石燃料①）図３．温室効果ガス排出量構成比（電力）



□ 温室効果ガス排出量結果、及び次年度の取組内容（総括）
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• 前頁では２０２１年度の温室効果ガス排出量（二酸化炭素排出量）に関する発生要因に関して評価結果を記
載致しました。

• 図１に於いては電力、化石燃料に分類し構成比を求めた結果となります。この結果、当社の温室効果ガス排
出量は化石燃料依存が占める割合が「４３．４％」、電力依存では「５６．６％」となり、２０２０年からコロナ禍の
特徴的な影響が生じており、平時では当社での温室効果ガス排出量は、本社での営業車によるガソリン使用
による消費が高い割合を示す事から、コロナの影響により営業活動への制約が継続している事が明らかです。

• この為、事業所全体での温室効果ガス排出量は減少を推移しており、この結果が活動に伴う成果であるのか、
外的要因による一時的な影響であるのか判断が難しい状況が生じております。

• 当年度はコロナ禍の継続と共にロシアによるウクライナ侵攻と言う、衝撃的な悲劇が生じ、経済、流通、資源、
食糧、エネルギーと様々な問題が浮上し、該当国では尊い人命、環境、インフラが無造作に失われ、破壊され
ている状況です。国連気候変動枠組み条約第２７回締約国会議（ＣＯＰ２７）では、ロシアによるウクライナ侵攻
により地球環境にも甚大なダメージを与えている事が指摘されており、2022年2月から8月までウクライナ侵攻
に増えた二酸化炭素（CO2）の排出量は、少なくとも約1億トンと言う試算があり、改めて戦争の何も産出しない
「戦争、戦争」の無意味さを痛感した次第です。

• 平和を享受し、経済活動が行えている環境に感謝しつつ今後もエコアクションの活動に努めてまいります。



□ 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

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
所持使用禁止：特定物質 厳重保管：第1種および第2種指
定物質

労働安全衛生法
所持使用禁止：製造禁止物質 厳重保管：特定化学物質等、有機溶剤
等

毒物及び劇物取締法 所持使用禁止：特定毒物 厳重保管：毒物および劇物
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改
善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ、ＳＤＳ制度）

指定物質の使用量の把握及び厳重保管

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃ガラス、廃油等）

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 厳重保管：第1種および第2種指定物質

麻薬及び向精神薬取締法 所持使用禁止：麻薬および特定麻薬向精神薬原料
消防法（危険物） 厳重保管管理：危険物
騒音・振動規制法 特定施設としてコンプレッサーが該当
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当社が法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。

１．当社に該当する主な環境関連法規制としては、（１）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、（２）労働
安全衛生法、（３）毒物及び劇物取締法、（４）消防法、（５）環境基本法、（６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律、
（７）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ、ＳＤＳ制度）、（８）
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、（９）麻薬及び向精神薬取締法、（１０）製造物責任法、を
エコアクション２１の環境法規厳守法令と定めております。

２．２００５年の創業、２００７年より工場運用から２０２２年の１７年間に渡って当社では環境関連法規制及び関連法規
について違反はありません。また所轄官庁及びその他関連の法人、個人から違反、訴訟の事実もありません。



□ エコアクション２１実践例（防災訓練）

• 防災訓練に関して、マンネリ化や、曖昧な目的となっていないかを確認する為、防災訓練に関して必要と考えられる事を社内で討論
し、討論内容を以下にまとめ、今後の指針とし、必要な点検、手法、内容に関して防災訓練を実施し、検討を繰り返しながら実施内
容の充実化を図って行きたいと考えております。

• １．.基本行動（通報、連絡、初期消火、避難誘導など）

• （１）通報、連絡訓練
• 火災を発見した時、消防機関への通報、日常的に消防機関への通報要領、関連先への連絡方法を把握
• （２） 初期消火訓練
• 火災発生時、応急消火、日常的に消火設備の設置位置、使用方法、有効期限を把握（消火器、消化砂）
• （３） 避難誘導訓練
• 火災発生時、負傷者が生じた際には人命救助、日常的に避難経路の決定、確保、避難指示要領、救助要領を把握

• ２．付帯行動（情報、救護、緊急使用）

• （１）情報収集・伝達訓練
• 災害の規模、負傷者数、の把握、消防隊の誘導、情報伝達要領、近隣事業者への連絡要領
• （２）救護訓練
• 人命最優先での救護活動、常備救急箱の設置場所、保管状況の把握、点検、負傷者の一時避難場所への搬送要領、（搬送手
• 段、安全な避難場所の確保）、負傷者の応急手当（止血、火傷、骨折、等の応急処置要領、心肺蘇生、ＡＤＥの取り扱い）
• （３）緊急代用品考案
• 消火設備の代用として、常時使用している原料水コンテナ―を利用した周辺放水（延焼抑制）
• 電源消失時の代用電源として発電機の使用、保守
• 簡易マット、簡易担架としての梱包材の転用
• 社員保有車の負傷者の一時避難場所として緊急使用
• 救護者運搬、または延焼物撤去にフォークリフトの緊急使用
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□ 代表者による全体の評価と見直し
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２０２２年１２月２２日
アイケミテクノ株式会社
代表取締役 綱島 正夫

（２０２２年を振り返り）
２０２２年度は、街中の人の流れ、飲食店の利用者、観光目的の人が多く見られるようになった
ことなどを考えると、新型コロナウィルスの流行による影響は少し緩和された気配を感じます。
しかしながら、まだまだ従来通りの営業活動を行うまでには至っておらず、テレワークを主体とし
た営業活動が続いております。
また、前年度からハイブリッド車の使用を推進していることからも、営業車によるガソリン使用量
が増大すること無く、減少することができました。

（２０２３年度の取り組み）

２０２３年度の取り組みとしては２０２２年度の結果を踏まえ、継続的に電話、メール、Web会議
を有効に取り入れたテレワークをでの営業活動を行いながら、お客様への訪問を有効に行いな
がら、更なる営業車のハイブリッド化を行い、ガソリンの使用量を減少させたいと考えております。

その他新規の顧客向けには、今後も原料のリサイクルや、容器のリユースを推奨し、今後も二
酸化炭素の排出や産業廃棄物の削減に努めて参ります。


