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作成日：2022日年　5月　6日
　　　作成者：　成瀬　勝治　顧問

１．　取り組みの対象組織・活動

☐組織の概要

1.      事業者名及び代表者氏名

　株式会社　倉知製作所

　代表取締役社長　　倉知　宏行

2.      所在地

・本社・工場　愛知県刈谷市西境町富士見８-１

3.      環境管理責任者氏名及び担当連絡先

　環境管理責任者：取締役　 倉知　邦好

　担　当　者：　　　　　顧問　　成瀬　勝治

　連絡先：電話　0566-36-5731

        　　  FAX  0566-36-6293

4.      事業内容

　　自動車用燃料系部品の加工及びサブ組付、

　　精密機能部品各種金属精密加工

5.      事業規模

　　法人設立年月日：昭和２７年９月７日

　　資　　本　　金　：１０００万円

　　製品売上高：　１２．７５億円　（　’２０年　１０月～’２１年９月）

　　主要製品生産量：　３６７．５万個

　　従業員数： 58人　（２０２２年５月　１日現在）

　　　総床面積：３６２８．０３㎡

　工場名 床面積

　　　本社、第一工場　　1557． 9　㎡

　　　第二工場 　　　　　　1566．32　㎡

　　　第三工場　　　　　　 503．81  ㎡
6.  EA21活動年度
　　　　　　　　’２１年　４月～’２２年　３月

□認証・登録の対象組織・活動

　　　　対象組織　　本社・工場

　　　　対象活動：事業内容と同じ

－２－



　  2.環境経営方針
 

株式会社　倉知製作所

＜環境理念＞

当社は、金属部品の切削加工の事業活動において、地球環境保全が人類共通の
重要課題であることを確認し、環境経営システムの構築及び運用することにより、自
主的・積極的に、環境への取り組みを推進します。

<行動指針＞

１、    環境関連法規則や当社が約束したその他の要求事項を尊守します。

２、 次の事項について具体的な環境経営目標・環境経営計画を定め実施します。

　１．）省エネルギーに取り組み二酸化炭素の排出量を削減します。

　２．）分別の徹底・リサイクルの推進に努め廃棄物排出量を削減します。

　３．）節水に努め水使用量を削減します。

　４．）製造工程の改善を行い不良低減をします。

　５．）地域社会への貢献活動を積極的に行い、環境向上に努めます。

３、 本方針を全社員に周知し、環境経営システムの継続的な改善を進めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日　２０１１年９月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定日　２０１８年８月２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　倉知製作所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　倉　知　宏　行
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－３－



    3． ＥＡ２１　実施体制図
作成日　：　　２０２２年　５月　１１日
在籍日　：　　２０２２年　５月　１日現在
承認者　： 倉知　宏行

　代表者 作成者　：　　 倉知　邦好
従業員数　：　 58名
 6.1  時間以上 50名

　環境管理責任者

　EA21　事務局

6人 9人 41人

　事務管理部門 　品質管理部門 　製造部門

役割・責任・権限

・環境経営方針の作成・環境管理責任者の任命
取締役社長 ・実施体制を構築する

・課題とチャンスを明確にする
・資源の準備（人員・設備・・費用等）
・代表者による全体の評価・見直し・指示
・環境経営レポートの承認

・代表者に代わり、環境経営システムを構築、運用、
重役 　維持し、その状況を代表者に報告する。

・環境経営目標・環境経営計画書の作成

顧問 ・環境関連文書類の作成・管理
・各種データの収集、管理環境経営レポートの作成
・外部からの苦情等の受付・対応及び記録

・EA21取組実施、状況確認、記録記載

・必要書類の事務局への提出

・環境経営方針の理解と環境への取組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、積極的に環境経営活動へ参画

－４－

 ８名

　重役　　倉知　邦好

他　5人(パート１人） 他 8人(パート3人） 他　39人（パート4人）

佐々木　製造課長

代表取締役社長
倉知　宏行

 4.０ 時間以上6.0 時間以下

成瀬　顧問

倉知 重役 夏目 主査 中島 工場管理部長

役割 担当者 責任・権限

代表者
倉知　宏行

全従業員

環境管理責任者
倉知邦好

EA21事務局 成瀬　勝治

部門長

倉知　邦好

中島　裕二

夏目　一弘

佐々木健一



4.　環境経営目標

環境管理者；倉知邦好　確認

年度基準として目標を設定しました。   　

基準年度

2020年 2021年度 2022年度 2023年度

　　＊二酸化炭素排出量の削減 704,755 703,345 701,231 697,707

（㎏－ＣＯ２ / 万個数） 21,224.0 （99.8%)  2119.8 (99.5%)  2113.4 (99%)  2102.8

1,503,223 1,500,216 1,495,706 1,488,191

4,530.5 （99.8%）　4521.4 （99.5%）　4507.9 （99%）　4485.2

4,031 4,022.9 4,010.8 3,990.9

12.15 （99.8%）　12.13 （99.5%）　12.09 （99%）　12.03

6,087.0 6,074.8 6,056.7 6,026.1

18.35 （99.8%）　１８．３１（99.5%）　１８．２６（99%）　１８．１７

72 71.3 70.6 69.8

0.217 （99%）　０．２１５ （98%）　０．２１３ （97%）　０．２１０

185 １８４，１ 183.2 182.2

0.558 （99.5%）　０．５５５（99%）　０．５５２ （98.5%）　０．５４９

8,000 7,960 7,920 7,880

24.11 （99.5%）　２３．９９（99%）　２３．８７ （98.5%）　２３．７５

28,200 28,059 27,718 27,777

84.99 （99.5%）　８４．５７（99%）　８４．１４ （98.5%）　８３．７２

21400 21293 21186 21079

64.50 （99.5%）　６４．１８（99%）　６３．８６ （98.5%）　６３．５３

1,150 1,144.3 1,138.5 1,132.8

3.47 （99.5%）　３．４５ （99%）　３．４４ （98.5%）　３．４２

1,677 1668.6 1660.2 1651.8

5.05 （99.5%）　５．０２ （99%）　５．００ （98.5%）　４．９７

目標には異常値
除く基準

（98%） （96%） （94%）

0.39% 0.38% 0.37% 0.36%

１．二酸化炭素の排出量・廃棄物排出量・水使用量の目標値は総生産量万個数当りの排出量とする。

　　　　上段は総量　　下段は原単位 ２０２０年度生産　331.8万個数

２．化学物質の使用は灯油内キシレン１％含有、少量使用。　化学物質年間使用量報告書(SDＳ確認）

３．電力二酸化炭素排出係数（調整係数）　中部電力2018年０．４５２kg－CO2／Ｋｗｈ (中部電力より公表）

４．LPG使用量は少量（二酸化炭素排出割合0.01％）のため目標設定しない。

５．灯油２０１９年度途中より暖房燃焼使用廃止（洗浄・検査のみ使用）為２０２０年より化学物質管理に移行する。

－５－

項目 取組み項目
年度目標

軽油使用量の削減

(ℓ　/ 万個数)

作成者：成瀬　勝治　　  作成日：202１年８月３０日　

環境経営目標は2020年度(2020年4月～2021年3月)を基準年度とした環境負荷の実績を

アセチレンガス

（㎏/万個数）

廃
棄
物
排
出
量

　　　一般廃棄物排出量

（kg　/ 万個数）

　　　廃プラ排出量削減

(ℓ　/ 万個数)

　　廃油（廃水油水）排出量の削減

(ℓ　/ 万個数)

　　　ガラス・陶磁器くず削減

二
酸
化
炭
素
排
出
量

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

電力使用量の削減

(kwh　/ 万個数)

ガソリン使用量の削減

(ℓ　/ 万個数)

廃アルカリ（廃水）排出量削減

（kg　/ 万個数）

1３回
実施件数（回）

（kg　/ 万個数）

水
使
用

量 　　　＊水使用量の削減

（㎥　/ 万個数）

不
適
合

品 製造工程の不良低減

(EGRハウジング不良率％)

社
会

貢
献

　　　会社周辺の清掃
1３回 1３回 1３回

化
学

物
質

適正管理
化学物質の適正管理

（灯油、シンナーなど）
適正管理 適正管理 適正管理



5．環境経営計画

作成者：倉知邦好　　　２０２２年５月　４日
　２０２１年度(２０２１年　4月～２０２２年  3月)の環境経営活動計画見直し：2020年5月30日

環境経営活動項目 担当部署

全部署

事務管理・倉知重役

品質管理・夏目主査

灯油使用量の削減

アセチレンガス使用量削減

（廃油・油水・ガラス・陶磁器くず・
スラッヂ）

水使用量の削減

化学物質の適正管理

社会貢献

－６－

社
会

1.会社工場周辺の道路、側溝の清掃、除草と剪定地域苦情防止 全部署：事務管理・
倉知重役・品質管
理・夏目主査・製造
部・中島部長・佐々

木課長

2.再生エネルギー太陽光発電装置設置後のメンテナンスの確認

4,SDGs(17項目）への活動（緑化推進）

3.雨水の分離槽経由後排水と排水経路の変更・つまり防止

3.製品通箱洗浄時の節水（荒洗いと仕上洗いの推進）

不
適
合
品

製造工程不良低減

1.品質目標設定活動（毎月品質会議での報告フォロー）

製造部門・中島部
長・佐々木課長

2.始業時のミーティングの実施による全員への意志疎通

4.突発、不具合発生時に対する原因解析改善

一般廃棄物削減
1.廃棄物の分別による削減及リサイクル化

全部署
事務管理・倉知重
役・品質管理・夏目
主査・製造部門・中
島部長・佐々木課長

廃
棄
物

2.可燃物ゴミ分別等３Rへの推進・・・継続する

廃プラの削減

1.廃プラの分別による削減（現物確認フォロー）
（リユース・リデュース・リサイクル区分）継続する

2.ビニール袋・段プラ・発砲スチロール区分・紙類で産廃区分

廃油（油水）・　ガラス・
陶磁器くず　削減

1.油類・廃水の区分によるリサイクル化

2.廃水の油分離処理による産廃排出削減

3.スラッヂ内の含有油の除去と高成分スラッジの区分

水
使
用
量

1.漏水点検漏防止　１回/月確認及び異常の情報収集対応

2.手洗い洗剤の見直し　節水表示

製造部門・中島部
長・佐々木課長・予熱時間の低減と最適稼働・盛金作業時の集中化

6.設備等のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ低減、エア漏れ防止改善推進

7.コンプレッサーフィルタ清掃1回/月　・換気方法検討

軽油使用量の削減

1.エコドライブの実施（行動時の車種の設定・急ブレーキ急発進）

事務管理
・倉知重役

2.アイドリングストップの徹底（３分以内）継続する

3.行動時の車種設定と最適ルート化及び運行回数検討対応

改訂　2019年6月29日　担当者追記

活動内容

二
酸
化
炭
素

電力使用量の削減

1.他機種製品の組合せ生産（高効率的な設備・治具の採用）

2.低電力設備化(新設ＭＣ・高効率インバターコンプレッサー設備採用）

3.空調機の省エネへの更新　（スポット暖房・クーラー200V化の推進）

4.コンプレッサー稼働方法見直し（オートタイマー設定・使用圧力見直し）

製造部門
・中島部長

・佐々木課長

5.照明のＬＥＤ化推進（３ｈ/日以上稼働で順次取替・更新時交換）

ガソリン使用量の削減

1.エコドライブの実施（行動時の車種の設定・急ブレーキ急発進）

事務管理
・倉知重役

2.アイドリングストップの徹底（３分以内）

3.行動時の車種設定と最適ルート化及び運行回数検討対応

・更油周期の見直しとリサイクル化

製造部門・中島部
長・佐々木課長

化
学
物
質

3.作業スキルアップ指導・標準化評価

1.灯油取扱い保存のＭＳＤ、入出庫管理

2.シンナー取扱い保存のＭＳＤ、入出庫管理



6. 環境経営目標の実績
作成者：成瀬　勝治　　　　　　２０２２年　５月 １０日

　実施期間１ヶ年(２０２１年　４月～２０２２年 ３月)の実績を基準年度の実績と比較する。
　　　　上段は総量、下段は原単価

２０２０年度
(  4月～ 3月)

２０２１年度
( 4月～ 3月)

２０２１年度
(  4月～ 3月)

二酸化炭素排出量の削減＊１ 704,755 703,345.0 827,920.4

2124.0 2119.8 2252.8

二酸化炭素 1,503,223 1,500,216 1,783,909

  排出量 4,530.5 4,521.4 4,854.2

4,031 4,022.9 3,125.0

12.15 12.12 8.5

6,087 6,074.8 5,460.0

18.35 18.31 14.86

72 71.3 71.8

0.217 0.215 0.195

185 184.1 190

0.558 0.555 0.517

廃棄物 8,000 7,960 11,000

排出量 24.11 23.99 29.93

28200 28059 44400

84.99 84.57 120.82

21,400 21,293 16,000

64.50 64.18 45.54

1,150 1,144.3 430.0

3.47 3.45 1.17

水使用量 1,677 1,668.6 1,879

5.05 5.02 5.11

不適合品
　　 0.39% 0.38% 0.23%

化学物質 適正管理 適正管理 適正管理 -

８１８１５kwｈ

３６９８０㎏Ｃｏ２

・　二酸化炭素の排出量、廃棄物排出量、水使用量の目標値は総生産万個数当りの排出量

・　＊１　’1８年度Ｃｏ２排出調整係数中部電力公表０．４５２Ｋｇ－Co2/kwh採用：2021年度生産367.5万個数

・LPGガスは使用キッチンでの従業員お茶沸かしで使用量が０．０１以下と少ない為、実績報告とする。

・灯油暖房燃焼用使用廃止で２０２０年度より化学物質管理に移行

　　　　　　・評価：達成率　○１００%以上　△９５%以上　×95%未満

-７-

○
実施件数（回）

太陽光発電によるＣｏ２抑制
第2工場’13年9
月　第1工場’14

年6月

社会貢献

　　会社周辺の清掃
１３回 １３回 １３回 100.0

　　水使用量の削減
98.2 △

(kwh　/ 万個数)99.5％

　　製造工程不良低減
165.2 〇

(EGRハウジン不良率％)

　廃油（油水）排出量の削減

140.9 〇

(ℓ　/ 万個数)99.5％

ガラス・陶磁器くず（ｽﾗｯｼヂ）
の削減 294.9 〇

(㎏/ 万個数)99.5％

廃アルカリ（廃水）排出量の削減

(ℓ/ 万個数)99.5％

70.0 ×

　　一般廃棄物排出量
110.3 〇

(㎏/ 万個数)99.5％

　　廃プラ排出量の削減
80.2 ×

(ℓ/ 万個数)99.5％

軽油使用量の削減
123.2 ○

(ℓ/ 万個数)99.8％

アセチレンガス
110.3 ○

(㎏/ 万個数)99.0％

93.1 ×
(kwh　/ 万個数)99.8％

ガソリン使用量の削減
142.6 ○

(ℓ　/ 万個数)99.8％

灯油、シンナーのＭＳＤ管理
(使用量・保管量入出庫記録）

〇

　　　　　　　　　　　　　管理責任者：倉知邦好　　確認

取組事項 取組み項目
基準値 目標 実績

達成率
（％）

評価

94.1 ×
　９９．８％　　㎏－ＣＯ2 / 万個数

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

電力使用量の削減



7. 環境経営計画の取組み結果とその評価
作成者：成瀬　勝治　　　　　　２０２２年５月　９日

環境管理者：倉知邦好　　確認

環境経営活動計画の取組み結果と評価

◎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

評価

○

◎

3.スポットクーラー200V化、電気ストーブ２００Ｖ化 ○

◎

○

6.設備アイドリング停止・三点セット配管部よりエアー漏れなどの修理 △

7.ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ予備フィルターでの交換及び換気扇設置 ○

○

△

△

○

△

○

○

○

・廃棄物の分別と削減及びﾘｻｲｸﾙ化 ○

〇

〇

○

〇

１漏水点検漏れ防止　1回/月確認（情報収集早期発見対応） 〇

２手洗い節水表示継続と通い箱の洗浄時のシャワー洗浄 〇

３製品通箱洗浄時の節水（一時洗いと仕上洗い実施 〇

２．始業時のミーティング実施による意思疎通 ○

３．突発不具合発生時に対する原因解析改善 ○

○

1.灯油取扱い保存のＭＳＤ、入出庫管理 ○

2.シンナー取扱い保存のＭＳＤ、入出庫管理 ○

１．会社工場周辺、道路側溝清掃、除草と剪定により地域苦情皆無 ◎

２．再生エネルギー発電装置の発電状況確認 ○

３．雨水の分離槽、排水路のつまり防止 ○

４．SDGｓ（17項目）への活動（緑化推進） ○

－８－

取組活動内容 主な実施内容

二
酸
化
炭
素

1.電力使用量の削減 １.他機種製品の組合せ生産（高効率的な工程・治具考案）

2.停電力設備（新設備MC・高効率インバターコンプレッサー設置）

4.ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ稼働方法設定（オートタイマーセット・使用圧力設定

5.アセチレンガス使用量の削減 ・予熱時間の低減と連続稼働・盛金時の集中化

5.新工程・移動工程のLED局部化、水銀灯よりLED化８か所

2.ガソリン使用量の削減
1.エコドライブの実施（急発進・急ブレーキ防止）

2.アイドリングストップの徹底（3分以内）

3.行動時の車種選定及び最適ルート・運行回数検討対応

3.軽油使用量の削減 1.エコドライブの実施（急発進・急ブレーキ防止）

2.アイドリングストップの徹底（3分以内）

不
適
合
品

製造工程不良低減
（EGRハウジング不良低減）

１．品質目標設定改善活動　（毎月品質会議報告フォロー） ○

3.行動時の車種選定及び最適ルート・運行回数検討対応

４．作業スキルアップ指導・標準化

水
使
用
量

水使用量の削減

廃
棄
物

一般廃棄物削減

廃プラの削減 １．廃プラ分別削減、現物確認フォロー

２．リユース･リデュ-ス・ﾘｻｲｸﾙ継続する

油水・廃油・ガラス・陶磁器削減
１．油、液分別等（有価・廃却区分）

２．スラッヂ内含有油の除去と高成分スラッジ区分

4.灯油使用量の削減
・灯油ストーブより200V遠赤ｽﾄｰﾌﾞに更新

化
学
物
質

化学物質の適正管理

社
会
貢
献

社会貢献



　

８. 環境経営計画次年度の取組み内容

作成者：成瀬　勝治　　２０２１年　５月　２０日

環境管理者：倉知邦好　確認

担当部署

全部署

事務管理・倉知重役

品質管理・夏目主査

製造部門

・中島部長

・佐々木課長

事務管理・倉知重役

全部署

１．廃プラ分別削減、現物確認フォロー 事務管理・倉知重役

２，ビニール・発泡スチロール区分での資源化 品質管理・夏目主査

製造部門

・中島部長・佐々木課長

２，通箱の汚れ防止と洗浄時の節水

製造部門

中島部長・佐々木課長

品質管理・夏目主査

中島部長・佐々木課長

－９－

製造部門
・中島部長・佐々木課長5.アセチレンガス使用量の削減 ・予熱時間の低減と連続稼働への展開及び盛金時の集中化

２.少量製品のMC設備組入れ化(人工・作り方効率化へ）

3.スポットクーラー200V化、ｽﾄｰﾌﾞ200Ｖ化へ継続

4.ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ必要設定圧把握改善（適正圧力確保）

5.新工程・移動工程のLED局部化、水銀灯よりLED化推進

6.エアー漏れ低減（3点セット、配管部、エアーパージ、エアーガン等）

事務管理・倉知重役
2.アイドリングストップの徹底（3分以内）

3.行動時の車種選定

3.軽油使用量の削減
1.エコドライブの実施（急発進・急ブレーキ防止）

２．スラッヂ内の含有油の除去と高成分区分

水
使
用
量

水使用量の削減

廃水（油水・廃アルカリ）（砥石・
陶磁器・ガラスくず）　削減

１．油、液分別等（有価・廃却区分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

社
会

社会貢献

１．会社工場周辺、道路側溝清掃・除草と剪定地域苦情防止

3.輸送回数の見直し

4.灯油使用量の削減 ・灯油ストーブより200V遠赤ｽﾄｰﾌﾞ化

化
学
物
質

化学物質の適正管理

1.灯油取扱い保存のＭＳＤ、入出庫管理

2.シンナー取扱い保存のＭＳＤ、入出庫管理

2.新製品への対応にＭＣ・付帯設備検討

不
適
合
品

製造工程不良低減
（EGRハウジング不良低減）

１．品質目標設定改善活動（毎月品質会議報告フォロー）

２．作業時ミーティング実施による意思疎通

３．突発不具合発生時に対する原因解析改善

7.ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの高効率インバーターへの導入検討

2.ガソリン使用量の削減 1.エコドライブの実施（急発進・急ブレーキ防止）

2.アイドリングストップの徹底（3分以内）

１漏水点検漏れ防止　1回/月確認と情報収集早期対応

３．手洗い時の節水表示等によるレベル向上

廃
棄
物

一般廃棄物削減 ・廃棄物分別により削減及び資源化

廃プラの削減

全部署
・事務管理・倉知重役
・品質管理・夏目主査
・製造部・中島部長

・佐々木課長

２．再生エネルギー発電装置の発電状況確認

３．雨水の分離槽、排水路のつまり防止

４．SDGｓ（17項目）への活動緑化推進

次年度取組活動 次年度活動計画内容

二
酸
化
炭
素

1.電力使用量の削減 １.新製品への対応時ＭＣ・洗浄機・付帯設備省エネ検討



９．環境関連法規制の遵守状況

　９－１）当社に適用となる環境関連法規　　　　　　　　　　　　　見直し・遵守評価記録：２０２２年5月1７日

環境関連法規等 法規の基準・規制値 規制の適用・該当施設

・産業廃棄物の委託契約の締結 ・一般廃棄物

・廃棄物置き場の保管基準の遵守 ・産業廃棄物、

・産業廃棄物マニフェストを収集運搬/   廃油（油水・廃水・廃アルカリ）

　処分委託の都度交付し回収する 　ガラス・陶磁器くず（スラッヂ）

・産業廃棄物管理交付等状況報告書を知事   廃プラ等（産業廃棄物収集・

　に提出（毎年3月31日までを6月末迄） 　　　　処分業の許可証確認）

・特定施設の届出 ・空気圧縮機

・規制基準の遵守義務 愛知県条例（3.75kw以上）

・地域住民の苦情への対応 昼間　65デシベル

夜間　50デシベル

・特定施設の届出 ・空気圧縮機

・規制基準の遵守義務 愛知県条例（3.75kw以上）

・地域住民の苦情への対応 昼間　65デシベル

夜間　50デシベル

・指定家電の回収処理 ・指定製品破棄時

（テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機等） （冷蔵庫）

PCリサイクル法 ・PC回収処理（パソコン本体・モニタ） ・指定製品破棄時（売価） 遵守

自動車リサイクル法 ・自動車の回収処理 ・自動車破棄時（該当なし） 遵守

・ﾌﾛﾝ使用機器の定期点検と記録 ・業務用空調機、コンプレッサー

　簡易点検（使用時3ヶ月毎実施） スポットクーラー等

　2015年4月施行 　有資格者定期点検（７．５Ｋｗ以上） 　熱交換器の霜付着等点検

浄化槽法 ・浄化槽設置の届出 ・浄化槽

・年次、定期検査・清掃結果届出（業者委託）

アイドリングストップ ・社員教育（車両使用時Co2削減等） ・駐車場500㎡以上

・駐車場でのアイドリングストップ表示 アイドリングストップ表示

水質汚濁防止法 ・油水分離の適正な処理 油水分離槽の設置 遵守

消防法の危険物 ・第４類　・灯油、油脂等　　・ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ 暖房用漏れ検査保管量1,000ℓ

　　　　　　　　　保管量　　1,000ℓ　　　　6,000ℓ ｱｾチﾚﾝｶﾞｽ　6,000ℓ（ﾎﾞﾝﾍﾞ43本）

化学物質管理 PRTR法　　・月次集計記録 SDS確認

　　　　　　　・化学物質年間使用量報告書

毒物及び劇物 ・使用物質の指定表示及び保管法 ＳＤＳで確認　・作業方法・保管

　　　　取締法 ・取り扱い責任者表示・取扱作業者指定 　　　　　　・作業環境遵守 遵守

・使用物質の使用量の記録管理 ・物質使用職場第３係スイッチ作業

ｸﾞﾘｰﾝ調達ｶﾞｲﾄﾞ ・主要ｻﾌﾟﾗｲﾔｰでの安全、環境及び品質・ 　法の順守：社会規範

　　　　　ﾗｲﾝ順守 原価相研鑽 　㈱倉知製作所全社適用

・得意先よりの調達方針でのｻﾌﾟﾗｲﾔｰ活動

高圧ガス保安法 ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ・液体酸の規制基準順守 ﾎﾞﾝﾍﾞ転倒防止・火気厳禁表示

ガス取扱い方法周知文書展開

環境経営システム ・エコアクション２１の取得後、中間審査 （株）倉知製作所(全組織）

　　　　構築・運用 　　　　　　　　　　　　2017年度版（得意先より要望）・本社・第１工場、第2工場、第3工場

　９－２）違反・訴訟等
　　　　　確認評価の結果では、環境関連法規等への違反はありません。
　　　　　また、関連当局よりの違反等の指摘は、２０２１年度を含め１０年間ありません。

                -１０-

遵守

　　　　　　　評価期間：２０２１年　４月１日～２０２２年3月31日　評価者：環境管理者　倉知邦好

廃棄物処理法 遵守

騒音規制法 遵守

振動規制法 遵守

家電リサイクル法 遵守

フロン排出抑制法
遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

EA21
'２１/8/6
中間認定

1回/年確認



１０．代表者による全体の評価と見直し・指示

　EA21の環境活動も早９年が経過しました。
今年度はEA-21ガイドライン２０１７年度に移行認定後、
無事に活度も軌道に乗せ維持向上を全社員へ朝の月頭朝礼にて意識付けをしています。
全社員が活動を通じて、各自が考えてムリ・ムラ・ムダをなくし、
更なる取組みを自主的に活動を進めていきます。
　昨今、カーボンニュートラル活動が叫ばれている状況あり、
得意先からもCO2低減の推進要望もある中、EA21の環境活動をさらに進めていく
必要性を感じ、継続的に推進していきます。

　　（目標達成率の大きい項目は目標変更し更なる改善をする事）

エコアクション２１ガイドﾗｲﾝ2017年度版により環境経営計画作成しを運用させる

２０２２年　５月２０日

株式会社　　倉知製作所

代表取締役　倉知　宏行

－１１－

代表者（社長）による見直し・指示

１．　環境経営方針 現状の環境経営方針で進める

２．　環境経営目標
’２２年度ついて、’２１年度の活動実績を解析し中期計画立案活動する

５．　社会・取引先・
外部からの要請・苦情もないことから現状の対応とし法規を遵守する

法規への対応
（法規については、１回/年の最新把握し運用を実施する）

３．　環境経営計画
　’２２年度中期計画目標達成させる為活動計画に従って推進する

４．環境経営システム
ＥＡ２１環境経営システムの継続運用させる

及び実施体制


