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ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 山中電機工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　高濱　隆

＜基本理念＞

　　   に取り組みます。

制定日：2012年 2月 1日
改定日：2021年 4月 1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長      

高濱　隆

代表取締役

　8.　環境に関する法令や条例を順守します。

　2.　事業活動に於いて電力、自動車燃料の消費に伴うCO2の排出削減（省エネルギー）

　7.　化学物質の適正管理に努めます。

当社は全ての事業活動に於いて、自然環境の保全に関する取り組みが重要な課題であることを
あらためて認識し、此処に行動指針を策定し、会社一丸となって自主的・積極的に環境保全活動
に取り組みます。

　　　　環 境 経 営 方 針

　3.　資源のリサイクルと、ごみの削減に努めます。

　5.　環境に配慮した環境負荷の少ない製品の開発・設計に努めます。
　6.　事務用品のグリーン購入、エコマーク製品の積極的な導入を図ります。

　4.　工場内の水使用量の低減に努めます。

＜行動指針＞

　　８０年にわたる信頼の自動制御技術の蓄積を背景に、エレクトロニクス時代の発展に対応した
技術集団、山中電機では設計から万全のアフターケアに至る一貫体制ならではの強みを最大限
に生かし、新技術の積極的な導入を進め、お客様のご要望に応じたあらゆる産業の「無人化、省
力化のベストソリューション」を目指しております。当社は製造業として環境への配慮を認識すると
ともに今後も地域に貢献し、皆様にご満足いただける会社をめざして参る所存でございます。

  1.　環境マネジメントシステムを構築し、定期的な見直し、及び継続的改善を図ります。
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　　　組織の概要

（１）
名称及び代表者名
山中電機工業株式会社
代表取締役社長　高濱　隆

（２）
所在地
本　　　社 〒570-0016　大阪府守口市大日東町３５番２３号

（３）
環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 技術部 山中基史
担当者 技術部 山中基史
連絡先 Tel；06-6905-3858

Fax；06-6905-3856
URL；http；//www.yamanaka-ei.co.jp/
E-mail；m2-yamanaka@yamanaka-ei.co.jp

（４）
事業内容
自動制御盤、操作盤の設計・製造
自動制御システム計装施工
高・低圧電気設備施工

（５）
事業の規模
製品出荷額 ２００百万円（２０年度）

10年度 17年度 18年度 19年度 20年度
24 22 21 20 20

598 598 598 598 598
201 250 260 290 200

（６）
事業年度 ４月～３月

（7）
建設業の許可
施工に必要な許可業種 電気工事業
許可番号 大阪府知事（般ー２４）第　９５５８５　号

   　 認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 山中電機工業株式会社

活動： 自動制御盤、操作盤の設計・製造
自動制御システム計装施工
高・低圧電気設備施工

   　 実施体制

役割:環境経営システムの構築、運営

責任:環境活動レポートの確認

役割:EA21活動の社内推進、外部窓口業務

責任環境活動実績の確認、評価を実施

推進委員
（事務部門）

推進委員

権限:環境活動計画の審議

推進委員会

役割:環境活動計画に取り組む

責任:省エネルギーの推進

役割:環境活動計画に取り組む

責任:省エネルギーの推進

権限:EA21活動の社内推進 権限:EA21活動の社内推進

延べ床面積 （㎡）
従業員 （人数）　　　　　

役割:環境方針の策定、目標の決定、見直し

責任:環境管理責任者を任命

権限:環境活動レポートの承認

エコアクション21推進委員長

代表取締役

環境管理責任者

権限:環境活動の監査、委員会会議の実施

エコアクション21

（製造部門）

社長　高濱　隆

山中基史

総売上高 （百万円）　
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       主な環境負荷の実績

単位 2010年 2018年 2019年 2020年
（基準年）

kg-CO2 48,211 43,115 41,116 40,802
kg 4,320 2,735 2,597 2,490
kg 4,320 2,735 2,597 2,490
kg 0 0 0 0
㎥ 241 232 269 243

※電力の二酸化炭素排出量換算値・・・・・・・ 0.496 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ（関西電力調整後排出係数 平成28年12月27日公表値）

上記二酸化炭素排出量には、灯油及び都市ガスによるものが含まれています。

 　　　環境目標及びその実績

2021年

（基準年度) （実績） （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 25,043 21,097 23,040 20,228 22,789 22,539

基準年比 84% 92% 81% 91% 90%
kg-CO2 21,155 19,363 19,463 19,892 19,251 19,039

基準年比 92% 92% 102% 91% 90%

kg-CO2 46,198 40,460 42,503 40,120 42,040 41,578

92% 92% 87% 91% 90%
kg 3,091 2,597 2,813 2,490 2,782 2,751

基準年比 84% 91% 81% 90% 89%
㎥ 246 269 224 243 221 219

(2007年）
点 18 23 18 24 25

件 20 25 23 26 27

2019年 2020年

一般廃棄物量排出量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2010年

廃棄物排出量

2022年

節水

電力の二酸化炭素排出量
削減

ガソリンの二酸化炭素排出
量削減

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

二酸化炭素総排出量

項　目

グリーン購入

製品への環境配慮

産業廃棄物排出量
総排水量
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　　　環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
◎よくできた　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

数値目標 ○
○ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ×

△ 継続

数値目標 ◎

◎ 継続
◎ 継続
○ 継続
◎ 継続
◎ 継続

数値目標 ×

△ 継続
△ 強化

数値目標 ×
△ 強化
-
-

数値目標 ×
△ 強化
-

　　　法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

なお、関係当局よりの違反等の指摘、訴訟は、過去３年間ありませんでした。

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）

電力による二酸化炭素排出量の削減
□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　　■維持

・不使用の部屋の消灯 例年通りの使用状況であり、大幅な是正策検討
の必要性は無いと思われる。・不使用の部屋の空調停止

・空調機の定期的な点検
・パソコン等OA機器の省電力設定

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　　■維持

・エコドライブの励行 結果としては基準年の94.0％となってしまった
が、車両利用者全員の努力の積み重ねが反映
されて来たと捉えたい。

一般廃棄物の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　　■維持

・社内データベース化による文書の電子化 社員の意識が大変強いものであることを評価し
たい。・コピー機の両面、集約機能の活用

・ＯＡ機器の長期使用
・トナーカートリッジ回収ルートの確立
・３Ｓ活動の実施
節水

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　　■維持

・節水シール、ポスターの掲示 あと一歩、今期の反省を含めて節水の励行の再
認識を行う。・手洗い、洗い物時の節水の励行

グリーン購入

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　　■維持

・事務用品グリーン購入比率向上 さらなる社員への意識強化を求める。

製品への環境配慮

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　　■維持
・梱包材レスの推進 総合的に目標件数には少し厳しい状況ではある

が、引き続き努力したい。・製品の長寿命化指向

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法 一般廃棄物の適正処理
NOｘ・PM法 トラック、ライトバンの排ガス規制適合
フロン排出抑制法 業務用空調機の点検
消防法（危険物） 適正管理 (年間1L未満)

産業廃棄物の発生はありません。
環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。
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　　　代表者による全体の評価と見直し・指示

環境経営方針 □　変更あり

環境経営目標・計画 □　変更あり

実施体制 □　変更あり

高濱　隆

　　　環境活動の紹介

　　　天井埋込形エアコンの吹き出し部にファン取り付け リサイクル商品の購入

　　節電、節水の為の啓発表示

使用済み封筒の再利用

コロナ禍という著しく困難な環境のもと、また部品等、様々な機器が値上げされる方向に向かうなか、弊社
に於いても様々な問題に対し解決の道を探りながら、環境活動を重視し実践し続ける必要があると考えて
おります。
ただ、弊社の周りの事柄ばかりをとらえるのではなく、地球温暖化が進み、その影響が顕著に現れつつある
昨今、環境に配慮した企業としての活動は必ず推進して行かねばならないと日々努めて参る所存で御座い
ます。

☑　変更なし

☑　変更なし

☑　変更なし

代表取締役社長      2021年4月28日
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