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環環環環    境境境境    経経経経    営営営営    方方方方    針針針針

　＜環境理念＞　＜環境理念＞　＜環境理念＞　＜環境理念＞

当社の事業活動全域で資源を大切にし、環境に配慮した活動をします。当社の事業活動全域で資源を大切にし、環境に配慮した活動をします。当社の事業活動全域で資源を大切にし、環境に配慮した活動をします。当社の事業活動全域で資源を大切にし、環境に配慮した活動をします。

環境方針を記したカードを従業員に配布し、周知徹底させます。環境方針を記したカードを従業員に配布し、周知徹底させます。環境方針を記したカードを従業員に配布し、周知徹底させます。環境方針を記したカードを従業員に配布し、周知徹底させます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昇辰電気株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昇辰電気株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昇辰電気株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昇辰電気株式会社

　　　昇辰電気株式会社は、地球環境の自然を大事にし環境　　　昇辰電気株式会社は、地球環境の自然を大事にし環境　　　昇辰電気株式会社は、地球環境の自然を大事にし環境　　　昇辰電気株式会社は、地球環境の自然を大事にし環境

　　　保全に努め、調和ある社会づくりに貢献します。　　　保全に努め、調和ある社会づくりに貢献します。　　　保全に努め、調和ある社会づくりに貢献します。　　　保全に努め、調和ある社会づくりに貢献します。

継続的改善を実施します。継続的改善を実施します。継続的改善を実施します。継続的改善を実施します。

努めます。努めます。努めます。努めます。

環境改善及び汚染予防活動の継続的な体制を確立し、環境経営の環境改善及び汚染予防活動の継続的な体制を確立し、環境経営の環境改善及び汚染予防活動の継続的な体制を確立し、環境経営の環境改善及び汚染予防活動の継続的な体制を確立し、環境経営の

環境法令等を遵守し、自律の精神を養い環境の管理の向上に環境法令等を遵守し、自律の精神を養い環境の管理の向上に環境法令等を遵守し、自律の精神を養い環境の管理の向上に環境法令等を遵守し、自律の精神を養い環境の管理の向上に

実行可能な省エネ、省資源、廃棄物の削減に取組みます。実行可能な省エネ、省資源、廃棄物の削減に取組みます。実行可能な省エネ、省資源、廃棄物の削減に取組みます。実行可能な省エネ、省資源、廃棄物の削減に取組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：2005年4月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：2005年4月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：2005年4月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：2005年4月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定日：2021年2月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定日：2021年2月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定日：2021年2月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定日：2021年2月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役

竹内竹内竹内竹内　　　　和之和之和之和之



□組織の概要□組織の概要□組織の概要□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

昇辰電気株式会社

代表取締役　竹内　和之

（２） 所在地

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 TEL：044-833-1305

担当者 TEL：055-520-3980

（４） 事業内容

各取引会社からの委託製造

主要製品：㈱京三製作所、菊水電子工業㈱からの委託製造品

（５） 事業の規模

製品出荷額 ５３７，０５万円

（６） 事業年度 ２０２１年１０月～２０２２年９月

□認証・登録の対象組織・活動□認証・登録の対象組織・活動□認証・登録の対象組織・活動□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 昇辰電気株式会社

本社工場（川崎）

富士河口湖工場

活動： 鉄道信号用制御装置の組立・配線

工作機械の電気設計、ハーネス製作、配線・調整

半導体製造装置の制御部の組立・配線

汎用電源組立・調整

新富士河口湖工場

         本社　　　　　　　　　　神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２０番１５号

         富士河口湖工場　　 山梨県南都留郡富士河口湖町小立３８１５

本社工場　　　　　　　　早川　恵太

富士河口湖工場　　　渡邊樹

従業員　　　　　 ３４名 ４７名 無人

延べ床面積　　　 ４７９㎡ １，５３３㎡ 倉庫

本社 富士河口湖工場



□実施体制□実施体制□実施体制□実施体制

・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

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

・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

・時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

・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）

課の責任者 ・自部門における環境方針の周知

・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

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・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

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境経営の実績集計

・環境経営計画の審議

・環境経営実績の確認・評価

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境経営の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

・環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

代表者（代表取締役）

実施体制図及び役割・責任・権限表実施体制図及び役割・責任・権限表実施体制図及び役割・責任・権限表実施体制図及び役割・責任・権限表

役割・責任・権限

経営層 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・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

・環境管理責任者を任命

昇辰電気株式会社昇辰電気株式会社昇辰電気株式会社昇辰電気株式会社



□主な環境負荷の実績（本社工場）□主な環境負荷の実績（本社工場）□主な環境負荷の実績（本社工場）□主な環境負荷の実績（本社工場）

□環境経営目標（本社工場）□環境経営目標（本社工場）□環境経営目標（本社工場）□環境経営目標（本社工場）

2022年度 2023年度 2024年度

目標 目標 目標

kg-CO2 36273.19 35184.99 34822.26 34459.53

基準年比 100% 97% 96% 95%

kg-CO2 7783.25 7549.75 7471.92 7394.09

基準年比 100% 97% 96% 95%

kg-CO2 3031.24 2940.30 2909.99 2879.68

基準年比 100% 97% 96% 95%

kg-CO2 96.00 93.12 92.16 91.20

基準年比 100% 97% 96% 95%

kg 2628.25 2549.40 2523.12 2496.84

基準年比 100% 97% 96% 95%

kg 1079.20 982.07 982.07 982.07

基準年比 100% 91% 91% 91%

kg 5744.20 5227.22 5227.22 5227.22

基準年比 100% 91% 91% 91%

㎥ 403.50 395.43 391.40 387.36

基準年比 100% 98% 97% 96%

kg 452.80 452.80 452.80 452.80

基準年比 100% 基準維持 基準維持 基準維持

kg 217.60 211.07 208.90 206.72

基準年比 100% 97% 96% 95%

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

・電力の業者別二酸化炭素排出係数：東京電力エナジーパートナー株式会社　調整後排出係数を使用。

　（二酸化炭素排出係数：0.462）

2134.26

産業廃棄物の削減（金属くず）

360.00

172.00

9451.65

45768.17 45296.33 44824.50

電力の二酸化炭素削減

自動車燃料の二酸化炭素削減

（ガソリン）

自動車燃料の二酸化炭素削減

（軽油）

液化石油ガスの削減（LPG）

基準値

液化石油ガス（LPG）

単位

kg-CO2

42,529.41

6,536.90

1,435.64

65.86

合計

電力

ガソリン

軽油 合計

年度　　

・一般廃棄物は委託業者が週２回、回収します。

kg

産業廃棄物の削減（廃プラ）

単位

kg　又は　㎥

4303.00

6437.26

301.00

8732.41 8706.138758.70

水道

化学物質

廃油50,567.81

一般廃棄物

産業廃棄物

合計

水道水の削減

化学物質の使用量管理

廃油量の削減

一般廃棄物の削減

(一般ごみ、段ボール類)

kg-CO2合計 47183.68

　　項目

項目 項目

二酸化炭素排出量 廃棄物排出量



□環境経営計画及びその実績（本社工場）□環境経営計画及びその実績（本社工場）□環境経営計画及びその実績（本社工場）□環境経営計画及びその実績（本社工場）

評価

目標 実績 ○×

kg-CO2 36273.19 35184.99 42529.41

基準年比 100% 97% 117%

kg-CO2 7783.25 7549.75 6536.90

基準年比 100% 97% 84%

kg-CO2 3031.24 2940.30 1435.64

基準年比 100% 97% 47%

kg-CO2 96.00 93.12 65.86

基準年比 100% 97% 69%

kg 2628.25 2549.40 2134.26

基準年比 100% 97% 81%

kg 1079.20 982.07 1365.00

基準年比 100% 91% 126%

kg 5744.20 5227.22 2938.00

基準年比 100% 91% 51%

㎥ 403.50 395.43 301.00

基準年比 100% 98% 75%

kg 452.80 452.80 360.00

基準年比 100% 基準維持 80%

kg 217.60 211.07 172.00

基準年比 100% 97% 79%

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

・電力の業者別二酸化炭素排出係数：東京電力エナジーパートナー株式会社　調整後排出係数を使用。

　（二酸化炭素排出係数：0.462）

グリーン購入

・コピー用紙（再生紙）、リサイクルトナー、事務用品（消しゴム・修正テープなど）、ファイル・バインダー、

　ティッシュペーパー、トイレットペーパーなど

　　項目

50567.81

電力の二酸化炭素削減

自動車燃料の二酸化炭素削減

（ガソリン）

自動車燃料の二酸化炭素削減

（軽油）

合計 kg-CO2

○

45768.17 ×

×

○

47183.68

年度　　

液化石油ガスの削減（LPG）

kg

×

9451.65 8758.70 6437.26 ○

○

○

基準値

2022年度

産業廃棄物の削減（廃プラ）

産業廃棄物の削減（金属くず）

合計

○

○

○

水道水の削減

化学物質の使用量管理

廃油量の削減

一般廃棄物の削減

(一般ごみ、段ボール類)

○



□主な環境負荷の実績（富士河口湖工場）□主な環境負荷の実績（富士河口湖工場）□主な環境負荷の実績（富士河口湖工場）□主な環境負荷の実績（富士河口湖工場）

□環境経営目標（富士河口湖工場）□環境経営目標（富士河口湖工場）□環境経営目標（富士河口湖工場）□環境経営目標（富士河口湖工場）

2022年度 2023年度 2024年度

目標 目標 目標

kg-CO2 68648.58 65902.64 65216.15 64529.67

基準年比 100% 96% 95% 94%

kg-CO2 2676.38 2569.32 2542.56 2515.80

基準年比 100% 96% 95% 94%

kg-CO2 15367.33 14752.64 14598.96 14445.29

基準年比 100% 96% 95% 94%

kg-CO2 41201.28 39553.23 39141.22 38729.20

基準年比 100% 96% 95% 94%

kg 6988.27 6778.62 6708.74 6638.86

基準年比 100% 97% 96% 95%

kg 9193.33 9193.33 9193.33 9193.33

基準年比 100% 基準維持 基準維持 基準維持

kg 3465.32 3465.32 3465.32 3465.32

基準年比 100% 基準維持 基準維持 基準維持

㎥ 940.63 940.63 940.63 940.63

基準年比 100% 基準維持 基準維持 基準維持

kg 2173.65 2173.65 2173.65 2173.65

基準年比 100% 基準維持 基準維持 基準維持

kg 914.00 914.00 914.00 914.00

基準年比 100% 基準維持 基準維持 基準維持

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

・電力の業者別二酸化炭素排出係数：東京電力エナジーパートナー株式会社　調整後排出係数を使用。

　（二酸化炭素排出係数：0.462）

ガソリン 1,023.40 産業廃棄物

年度　　

　　項目

項目 単位 項目 単位

二酸化炭素排出量

1000.00

kg-CO2

電力 73,092.10 一般廃棄物 7478.20

廃棄物排出量 kg　又は　㎥

軽油 15,080.15 合計 8478.20

液化石油ガス（LPG） 47,326.41 水道 1183.00

化学物質 1708.00

合計 136,522.06 廃油 914.00

基準値

電力の二酸化炭素削減

自動車燃料の二酸化炭素削減

（ガソリン）

自動車燃料の二酸化炭素削減

（軽油）

液化石油ガスの削減（LPG）

合計 kg-CO2 127893.57 122777.83 121498.89 120219.96

一般廃棄物の削減

(一般ごみ、段ボール類)

産業廃棄物の管理（廃プラ）

産業廃棄物の管理（金属くず）

合計 kg 19646.92 19437.27 19367.39 19297.51

水道水の管理

化学物質の使用量管理

廃油量の管理

・一般廃棄物は委託業者が週２回、回収します。



□環境経営計画及びその実績（富士河口湖工場）□環境経営計画及びその実績（富士河口湖工場）□環境経営計画及びその実績（富士河口湖工場）□環境経営計画及びその実績（富士河口湖工場）

評価

目標 実績 ○×

kg-CO2 68648.58 65902.64 73092.10

基準年比 100% 96% 106%

kg-CO2 2676.38 2569.32 1023.40

基準年比 100% 96% 38%

kg-CO2 15367.33 14752.64 15080.15

基準年比 100% 96% 98%

kg-CO2 41201.28 39553.23 47326.41

基準年比 100% 96% 115%

kg 6988.27 6778.62 7478.20

基準年比 100% 97% 107%

kg 9193.33 9193.33 890.00

基準年比 100% 基準維持 10%

kg 3465.32 3465.32 110.00

基準年比 100% 基準維持 3%

㎥ 940.63 940.63 1183.00

基準年比 100% 基準維持 126%

kg 2173.65 2173.65 1708.00

基準年比 100% 基準維持 79%

kg 914.00 914.00 914.00

基準年比 100% 基準維持 100%

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

kg

基準年比

・電力の業者別二酸化炭素排出係数：東京電力エナジーパートナー株式会社　調整後排出係数を使用。

　（二酸化炭素排出係数：0.462）

グリーン購入

・コピー用紙（再生紙）、リサイクルトナー、事務用品（消しゴム・修正テープなど）、ファイル・バインダー、

　ティッシュペーパー、トイレットペーパーなど

電力の二酸化炭素削減 ×

自動車燃料の二酸化炭素削減

（ガソリン）

○

自動車燃料の二酸化炭素削減

（軽油）

×

液化石油ガスの削減（LPG） ×

基準値

2022年度年度　　

　　項目

合計 kg-CO2 127893.57 122777.83 136522.06 ×

一般廃棄物の削減

(一般ごみ、段ボール類)

×

産業廃棄物の管理（廃プラ） ○

産業廃棄物の管理（金属くず） ○

合計 kg 19646.92 19437.27 8478.20

化学物質の使用量管理 ○

廃油量の管理 ○

○

水道水の管理 ×



□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（本社工場）□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（本社工場）□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（本社工場）□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（本社工場）

◎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

達成状況 次年度

×

△ 強化

○ 継続

○ 継続

△ 強化

○ 継続

× 強化

○

△ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○

△ 強化

○

○ 継続

○ 継続

△ 強化

○

○ 継続

△ 強化

○ 継続

○

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○

○ 継続

○ 継続

廃油量の削減廃油量の削減廃油量の削減廃油量の削減

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・使用量の適正化 ２０２２年度実施結果

目標達成

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する

ものとする。

・作業ミスによる使用量増加の抑制

節水節水節水節水

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・水洗トイレ水量の適正化 ２０２２年度実施結果

目標達成

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する

ものとする。

・手洗い水量の適正化

・節水シールの貼り付け

産業廃棄物の削減産業廃棄物の削減産業廃棄物の削減産業廃棄物の削減

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・素材別ボックスの設置 ２０２２年度実施結果

目標達成、産廃(プラ)は増加傾向。

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する

ものとする。

・リサイクル業者の開拓

・作業ミスによる廃棄量の削減

一般廃棄物の削減一般廃棄物の削減一般廃棄物の削減一般廃棄物の削減

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・素材別ボックスの設置 ２０２２年度実施結果

目標達成

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する

ものとする。

・裏紙使用

・古紙のリサイクル化

液化石油ガスによる二酸化炭素排出量の削減液化石油ガスによる二酸化炭素排出量の削減液化石油ガスによる二酸化炭素排出量の削減液化石油ガス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

・冷暖房の推奨設定温度 ２０２２年度実施結果

目標達成

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する

ものとする。

（冷房：２５．０°暖房２３．０°）

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減自動車燃料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

・アイドリングストップ ２０２２年度実施結果

目標達成

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する

ものとする。

・効率的なルートで配送

・冷房の控えめ使用

・更新時に低燃費車を選択

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・空調温度の適正化（冷房２５℃　暖房２３℃） ２０２２年度実施結果

目標未達成

こまめな節電を心掛けるよう指示。

次年度より、新しい目標値を設定する

ものとする。

・昼休みの消灯

・不要照明の消灯

・ＯＡ機器の省エネモード設定

・節電の周知

・蛍光灯のＬＥＤ化

電力による二酸化炭素排出量の削減電力による二酸化炭素排出量の削減電力による二酸化炭素排出量の削減電力による二酸化炭素排出量の削減

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）



□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(冨士河口湖工場)□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(冨士河口湖工場)□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(冨士河口湖工場)□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(冨士河口湖工場)

◎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

達成状況 次年度

×

△ 強化

○ 継続

○ 継続

△ 強化

△ 強化

○

△ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

×

△ 強化

×

○ 継続

○ 継続

△ 強化

◎

○ 継続

△ 強化

○ 継続

×

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○

○ 継続

○ 継続

廃油量の削減廃油量の削減廃油量の削減廃油量の削減

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・使用量の適正化 ２０２２年度実施結果

目標達成

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する。

・作業ミスによる使用量増加の抑制

節水節水節水節水

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・水洗トイレ水量の適正化 ２０２２年度実施結果

目標未達成

基準値を大幅に超えてしまったため、

見直しが必要。

次年度より、新しい目標値を設定する。

・手洗い水量の適正化

・節水シールの貼り付け

・冬季注意書きの貼り付け

産業廃棄物の削減産業廃棄物の削減産業廃棄物の削減産業廃棄物の削減

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・素材別ボックスの設置 ２０２２年度実施結果

目標達成

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する。

・リサイクル業者の開拓

・作業ミスによる廃棄量の削減

一般廃棄物の削減一般廃棄物の削減一般廃棄物の削減一般廃棄物の削減

・数値目標 □上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・素材別ボックスの設置 ２０２２年度実施結果

目標未達成

基準値を大幅に超えてしまったため、

見直しが必要。

次年度より、新しい目標値を設定する。

・裏紙使用

・古紙のリサイクル化

液化石油ガスによる二酸化炭素排出量の削減液化石油ガスによる二酸化炭素排出量の削減液化石油ガスによる二酸化炭素排出量の削減液化石油ガス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

・冷暖房の推奨設定温度 ２０２２年度実施結果

目標未達成

推奨設定温度を心掛けるように指示。

次年度より、新しい目標値を設定する。

（冷房：２６．０°暖房２２．０°）

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減自動車燃料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

・アイドリングストップ ２０２２年度実施結果

目標達成、軽油は増加傾向。

現状の取り組みを継続する。

次年度より、新しい目標値を設定する。

・効率的なルートで配送

・冷房の控えめ使用

・更新時に低燃費車を選択

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電力による二酸化炭素排出量の削減電力による二酸化炭素排出量の削減電力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

・空調温度の適正化（冷房２６℃　暖房２２℃） ２０２２年度実施結果

目標未達成

こまめな節電を心掛けるよう指示。

次年度より、新しい目標値を設定する。

・昼休みの消灯

・不要照明の消灯

・ＯＡ機器の省エネモード設定

・節電の周知



□環境関連法規等の厳守状況（本社工場）□環境関連法規等の厳守状況（本社工場）□環境関連法規等の厳守状況（本社工場）□環境関連法規等の厳守状況（本社工場）

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は、過去３年間ありませんでした。

□環境関連法規等の厳守状況(冨士河口湖工場)□環境関連法規等の厳守状況(冨士河口湖工場)□環境関連法規等の厳守状況(冨士河口湖工場)□環境関連法規等の厳守状況(冨士河口湖工場)

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は、過去３年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し□代表者による全体の評価と見直し□代表者による全体の評価と見直し□代表者による全体の評価と見直し

□環境活動の紹介□環境活動の紹介□環境活動の紹介□環境活動の紹介

本社及び富士河口湖工場周辺の清掃活動。

化学物質排出把握管理促進法 ＰＲＴＲ制度・ＳＤＳ制度

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。

長引く新型コロナウイルスの影響と、ロシアによるウクライナ侵攻により、世界的に情勢が不安定と

なっている。その煽りを受けて部品の調達等に支障があり、受注はあるものの製品が納品できずに

次年度より各項目の基準値・目標値の見直しを行いつつ、引き続き、取組を継続・強化して目標の

達成を目指すものとする。

土壌汚染対策法 有機溶剤の保管庫

自動車リサイクル法 営業用乗用車、トラック

家電リサイクル法 エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機

売上に影響が出るといった状況が発生している。

悪臭防止法（Ａ区域） 事業所全体

参考法令・条例

山梨県生活環境保全条例

下水道法 特定施設なし

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。

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

フロン排出抑制法 エアコン、冷蔵・冷凍機器

騒音規制法（第２種区域）

空気圧縮機　７．５ｋｗ以上

空気圧縮機　７．５ｋｗ以上

浄化槽法 合併浄化槽

消防法（危険物） 有機溶剤の保管

振動規制法（第１種区域） 空気圧縮機　７．５ｋｗ以上

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

自動車リサイクル法 営業用乗用車、トラック

家電リサイクル法 エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機

化学物質排出把握管理促進法 ＰＲＴＲ制度・ＳＤＳ制度

悪臭防止法（１種地域） 事業所全体

自動車NOx・PM法 非該当（ディーゼル車、ガソリン・ＬＰＧ車）

土壌汚染対策法 有機溶剤の保管庫

神奈川県生活環境の保全等に関する条例 現、送風機及び空気圧縮機７．５ｋｗ未満で対象外

騒音規制法（第２種区域） 現、送風機及び空気圧縮機７．５ｋｗ未満で対象外

振動規制法（第１種区域のⅡ） 現、送風機及び空気圧縮機７．５ｋｗ未満で対象外

消防法（危険物） 有機溶剤の保管

参考法令・条例

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

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

フロン排出抑制法 エアコン、冷蔵・冷凍機器


