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  ・ 電力使用量の削減

  ・ ガソリン使用量の削減

 ・ 一般廃棄物の削減

 ・水道水使用量の削減

株式会社池上製作所

環 境 経 営 方 針

                                                                      更新日：2022年2月1日      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長  　　　　　 

池上　洋一　　　　

＜行動指針＞

③ 水使用量の削減に取り組みます。

④ 事務用品のグリーン購入努めます。

⑤ 不良品の削減に取り組みます。

⑥ 工場周辺の清掃活動に取り組みます。

⑦ 環境関連法等規制や当社が約束したことを遵守します。

⑧ 環境経営方針を全従業員に周知いたします。

                                                                      制定日：2012年7月2日      

① 二酸化炭素排出量の削減に取り組みます。

② 廃棄物排出量の削減に取り組みます。

＜基本理念＞

私たちは限りある地球の資源を有効に活用し、後世に美しい環境を残すことを

責務と考えております。

精密機械部品の製造等の事業活動における環境負荷の低減や社会に貢献

することを目指し、全社一丸となって自主的、積極的に環境への取組を進めて

まいります。

発行 ２００７
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株式会社　池上製作所

代表取締役社長　池上　洋一

本　　　社 大阪府摂津市鳥飼野々３丁目７番４０号

工　　　場 大阪府摂津市鳥飼野々３丁目７番４０号

環境管理責任者 工場長 池上正典 TEL：072-653-4567

環境事務局担当者 當間　美寿代 TEL：072-653-4567

各種精密機械部品の製造

主要製品：工業用ミシン部品、金銭処理機部品、空圧工具部品、歯車、タイミングプーリー

製品出荷額 ３億円

事務所 工場

５名 ２５名

260㎡ 830㎡

登録事業者名：株式会社　池上製作所

対象事業所：本社

事業活動：各種精密機械部品の製造　　　　　　　　

事業年度：２月　～　翌年１月

（６）認証・登録の対象・活動（全組織・全活動が対象）

（１）事業者名及び代表者氏名

□組織の概要

（２）所在地

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

（４）事業内容

（５）事業規模

合計

３０名

1,090㎡

　　従業員　　　　　

　延べ床面積　　　
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全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・試行・訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成

　　（各課リーダー） ・環境活動実績の確認・評価

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

ＥＡ２１推進委員会 ・環境活動計画の審議

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

　　（當間） ・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境目標、環境活動計画書原案の作成

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

　　（工場長） ・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境目標・環境活動計画書を確認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境目標・環境活動計画書を承認

役割・責任・権限

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

株式会社池上製作所
実施体制図及び役割・責任・権限表

組織図 代表者

事務部門 製造部 営業部

環境管理責任者

環境事務局

EA21推進委員会
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□主な環境負荷の実績

項　目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

kg-CO2 136,856 99,156 85,313 97,449

ｔ 1.80 1.70 1.50 1.54

㎥ 530 454 481 490

□ 環境目標及びその実績

（基準年度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 106,312 86,113 84,186 81,148 79,839

kWh 250,736 203,096 198,552 191,387 188,300

基準年度比 (2016年度） 65% 63% 62% 61%

kg-CO2 17,486 14,862 13,263 13,115 12,939

L 7,537 6,406 5,717 5,653 5,577

基準年度比 (2013年度） 85% 76% 75% 74%

kg-CO2 123,798 100,975 97,449 94,263 92,778

kg 1,879 1,693 1,554 1,541 1,522

基準年度比 (2016年度） 87% 83% 82% 81%

㎥ 711 519 490 483 476

基準年度比 (2016年度） 63% 69% 68% 67%

回 12 12 12 12 12

二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

水使用量の削減

不良率の低減

工場周辺の清掃活動

電力使用量の二酸化炭
素排出量削減

ガソリン使用量の二酸
化炭素排出量削減

2021年度

(2011年金額

を１００とす

る）

100 40 37 35 30

二酸化炭素総排出量

一般廃棄物量排出量

総排水量

　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値 2022年度 2023年度

※ 2020度電気事業者別二酸化炭素基礎排出係数：株式会社日本テクノ　0.424㎏-CO2/kWh

※ガソリン：二酸化炭素排出係数　2.32kg-CO2/L
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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

◎

◎

○

◎

◎

◎

○

△

◎

○

○

△

◎

◎

○

◎

◎

◎

○

○

○

○

◎

○

・ 清掃することを継続する（周辺の美化が保たれている）

工場内も週に一度床の油を清掃する。

＊化学物質（1-プロモプロパン）については、使用量削減に務めるとともに適正に管理している。

＊事務用品はグリーンマークのものを優先使用するようにしている。

工場周辺の清掃活動

数値目標 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・３Ｓ活動に基づく活動の継続 全社一斉に昼休み終了時に周辺を箒等で

不良率の低減

数値目標 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・ＩＳＯ９００１改善活動の継続による不良低減 徐々に不適合品の発生は減少しているが、金額レベル
での減少が鈍い。

・洗浄工程の改善 手洗い時の止水なども浸透してきた

・手洗い水量の適正化

・裏紙使用 などの紙ごみが掃除などの為使用量が増加した。

・古紙のリサイクル化 引き続き意識付けも含め減量に努めて行く。

水使用量の削減

数値目標 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

 ・買換え時は燃費マークを優先する

一般廃棄物の削減

数値目標 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

 ・リサイクル可能品の分別の徹底 段ボール箱のリサイクルは完全実施しており、新聞紙

・アイドリングストップ 仕事量が増加し、運搬量も増加しガソリン使用量も増えた

・急加速の抑制

・冷房の控えめ使用

・ＯＡ機器の省エネモード設定 OFF、不要な電灯のOFFも引き続き継続して行く。

・生産設備のムダ防止

・圧縮空気洩れの定期点検・修理

ガソリン使用量による二酸化炭素排出量の削減

数値目標 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

引き続き細かい意識づけによる節約を実施して行く。
省エネ車への買い替えもしたので結果を見て行く。

・生産工程の待機時間短縮 が増え電力使用量が増加している。夏場のエアコン使用

・昼休みの消灯 時もデマンドコントローラからの警報で使用を控えるなど

・不要照明の消灯 出来る限りでの節約に繋げた。また休み時間中の電源

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）

電力使用量による二酸化炭素排出量の削
減

数値目標 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃） 全般的に生産量が増加しているので、残業、休日稼働
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□ 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。

※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。

 なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

■ 内部コミュニケーション　　

・朝礼及び掲示板にエコアクション２１の取組み状況、達成状況掲示し全員に周知している。

■ 外部コミュニケーション

・外部から環境関連に関する苦情、要求はありませんでした。　

・エコアクション２１についての当文書は当事業所に保管し、求めに応じ外部に公表する。

・社会貢献活動として毎月1回（月末金曜日）周辺の清掃活動を実施している。

遵守確認年月日：2022年1月31日 

環境管理責任者：池上 正典

□代表者による全体の評価と見直し

自動車リサイクル法 営業用乗用車、トラック

廃棄物処理法 産業廃棄物

騒音・振動規制法 空圧機

フロン回収破壊法 業務用空調機、エアドライヤ

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

（１）全体の評価
　　今期はコロナの影響から若干脱して来て売上もそれなりに回復してきたにも関わらず各削減に
　　関する目標はすべて達成出来たので非常に好ましい状況である。今後も少しずつでも改善を
　　目指して取り組んで行きたい。

（２）見直し・指示
　　全般的に生産量が増加しているので、残業、休日稼働が増え電力使用量が増加している。
　　夏場のエアコン使用時のデマンド管理、休み時間中の電源OFF、不要な電灯のOFFも引き続き
　　継続して実施すること。
　　仕事量、運搬量も増加しガソリン使用量も増えたが省エネ車への買い替えを実施したので結果
　　を見て行くこと。一般廃棄物の削減については、引き続き意識付けも含め減量に努めること。
　　水使用量は、コロナ対応で手洗いの水が増加するが無理のない範囲内で節水に努めること。
　　不良率の低減は、生産性の向上（コストの削減）につながるので次年度も積極的に取り組むこと。
　　工場周辺の清掃活動は、継続実施すること。

項目 見直しの必要性 必要に応じて変更指示

環境レポートを環境経営レポートに変更

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

2022年3月10日

代表取締役　池上 洋一

環境経営方針 要

環境経営目標 否

環境経営計画 否

実施体制 否

その他の要素 否
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