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1．事業者名及び代表者名

株式会社　アミィダ

2．所在地

連絡先

3．環境管理責任者

代表取締役　阿久戸　洋希

〒373－0806

群馬県太田市龍舞町4645

Tel O276・30－3570

Fax O276－30－3575

阿久戸　澄雄

4．事業の内容

自動車、電機機器、建設機械、産業機械、及び金型等に
使用する金属・非金属の精密研削加工

5．事業の規模

売上高1億4千600万（2021年度実績）

従業員　16人　　　（2021年度実績）

床面積　837．77　　（2021年度実績）



【基本理念】

株式会社アミィダは事業活動において環境に対す
るリスクがあることを自覚するとともに、環境経
営システムを通し、全社員が地球環境に目を向け
た環境保全活動を推進し、常に継続的な改善に努
めます。

【基本方針】
1・株式会社アミィダは環境保全活動を進める上で、以下の項目を

重要課題として取り組みます。

①　電力、化石燃料などの使用量を減らし、
温室効果ガス排出量の削減

②　事業活動の中で廃棄物発生の抑制と再使用、
そして適切な処理

③　水使用量を減らすための節水活動と廃水量の低減
2・成形研削、円筒研削、内面研削等の事業活動を通し、

環境経営マネジメントシステムを構築し、
環境目標・環境活動計画を策定し継続的な改善に努めます。

3・事業活動に関連した環境に対する法律・規制を遵守します。

4・環境方針を全従業員に周知させ、環境に対する意識の向上に

努めます。

5●　環境コミュニケーションとして、環境活動の内容を広く公表し地

域社会に貢献します。

制定日：2013年9月1日

株式会社アミィダ

代表取締役　阿久戸洋希

2022年12月2日　見直し



当社のEA－21（エコアクション）を運用するための組織を下記の通り定める。

役職名 �職　　　　　務 

EA最高責任者 代表取締役 阿久戸洋希 �①環境方針の制定 ②環境管理責任者などの任命 
③EA－21の運用、維持、管理に必要な資源（人材、資金、設備、技 
術、情報）を準備する 
④全体の取り組状況の評価と見直しを行い、必要に応じて改訂を指 
示する 

環境管理責任者 阿久戸澄雄 �①環境への負荷と取組の自己チェックを実施し、CO2、廃棄物排出 

量及び総排出量及び化学物質使用量を把握し、達成状況と実施状 
況の評価を行い、必要に応じて是正処置を指示する 
②最高責任者が行う全体の取り組み状況の評価と見直しのために 
必要な情報を提供する 
③環境関連法規や条例等を見直し、遵守状況を環境関連法令等－ 
覧表にまとめる 
④環境目標、環境活動計画策定、業務点検評価と業務改善 
⑤環境教育、訓練記録の維持管理 
⑥目標及び計画について社員に周知徹底する 

EA－21活動構成 �①環境管理責任者を補佐し、環境活動の実務全般を取扱う。 
員 �②環境方針の理解と環境活動への取組重要性を理解する。 

全従業者 �③自らが、積極的に環境活動へ参加する。 



当社は8月決算につき、すべての目標値及び実績値を8月決井に合わせて作成しました。

実績値は2021年9月～2022年8月までとし、環境負荷状況を下記にまとめました。

1．環境負荷の状況
＋∴ ��� � �き－‾一一‡ � � � � � � � ‾－一環旨　－‾；・汚豆 ���箋琵窒凛機転藍 �藻 �� �価 � �　　　麺嬢 三池遊芸鰐等黒蛋 � � � 

二酸化炭素排出量 ���kg－602 �293，686．35 ��251．313．89 ��293．271．73 ��157．267．27 

電力排出量 ��kg－602 �280．219．12 ��214，049．61 ��113，080．75 ��133．871．62 

化 石 燃 料 �ガソリン排出量 �kg－602 �30．487．12 ��33，925．36 ��23，462．16 ��22．877．20 

軽油排出量 �kg－602 �383．78 ��1，222．92 ��0．00 ��0．∝I 

灯油排出量 �由一¢02 �2．086．62 ��1．517．16 ��0．00 ��0．00 

LPG排出量 �由一¢02 �529．71 ��598．64 ��511．70 ��518．46 

廃棄物排出量（汚泥） ��t �7．92 ��5．72 ��3．96 ��3．52 

廉粟物排出量（排油） ��t �5．04 ��12．30 ��10．40 ��5．80 

水道水使用料 ��ポ �379．00 ��313．50 ��328．50 ��249．50 

（注）二酸化炭素排出量の計算に用いた電力会社の排出係数は「　0．56」を使用しています。
又、電力会社の変更により2019年度（33期）2月からの排出係数は0．538を2020年度は0．432を使用

2．環境実績

（注）基準年度は2018年度と致します。
（注）削減率の比較の計算は売上金縁で割った物とする。（ ��������／億円） 

J毒 � � ��搭 　項目＋ 禦－■‾－　．＿違済 � �穀≡‾こ き �2018年度 �2021年度 �削減率 �確認 

二酸化炭素 �����排出量 �kg－ ¢02 �128，689．71 �107．717．31 �18．3％ �○ 

電力 ���排出量 �kg－ 602 �114，131．19 �91．692．89 �1乱7％ �○ 

化 石 燃 料 �ガソリン ��排出量 �kg－ 002 �13．371．54 �15．669．32 �－17．2％ �× 
軽油 ��排出量 �kg－ 602 �159．55 �0．00 �100．0％ �○ 

灯油 ��排出量 �kg－ ¢02 �915．18 �0．00 �100．0％ �○ 

LPガス ��排出量 �kg－ co2 �232．33 �355．11 �－52．8％ �× 

廃棄物排出量（汚泥） �����排出量 �t �3．47 �2．41 �30．6％ �○ 

廃棄物排出量（排油） �����排出量 �t �2．21 �3．84 �－73．5％ �× 

水道水 �����使用i �t m �168．23 �170．89 �－2、8％ �× 

3．担当者の実績確認 
■コロナウイルスの影響により営業日の減少によりC02の総排出量は1＄．3％減となった。 
・配送のアウトソーシングによって軽油の使用量は0になったが軽トラ使用によりガソリンの増加となった。 
・引き続き石油ストーブの使用をやめ、暖房を灯油から電気に切り替えた。 
・社内加工機の研削液の交換頻度を年一回にした。 



1．環境目標（中期）
当社は毎年、以下の各項目について削減目標を掲げ、環境改善活動を推進します。
く注）基準年度は2018年度と致します。単位億円当たり

‡項亘‾－ ����単位 �基準年度 2018年度 �実線 ����邑積 2020年度 �椚真 峯 ＿日払＿） �2021年度 �7－－・＝ 串 （弘） �2022年度 �目標 �2023年度 �目標 �2024年度 �日鍾‾－ 

（3ざ鱒） �（封朔） ��（35期） ��（36期） �（Ji） �（37期〉 �（や） �（38期） �（丁重－ 

二酸化炭素 ���排出 �K月r Co2 ／億円 �128，809．80 �101，128．08 �21．5 �107J17．31 �16．3 �124．945．51 �3 �123，657．41 �4 �122，3約．31 �5 

電力 ��排出 �Kg－ C03 ／億円 �114．131．19 �83，748．70 �26．6 �91，692．89 �1乱7 �110，707．26 �3 �109．565．95 �4 �108．424．63 �5 

化 石 燃 料 �ガソリン �詳担 �Kg－ Cd ／億円 �13．371．54 �17．379．38 �一都憾 �15．68凱32 �ー頂7．2 �12．970．40 �3 �12．838，68 �4 �1乙702．97 �5 軽油 �出 �Kg－ Co5 ／億円 �159．55 �0．00 �100．0 �0．仰 �100．0 �154．77 �3 �○ �4 �0，恥 �5 

灯油 �排出 �Kg一 C06 ／億円 �915．18 �0．00 �100．0 �0．00 �100．0 �887．73 �3 �○ �4 �0．00 �5 

LPガス �排出 �Kg－ Co7 ／億円 �232．33 �183－11 �21．2 �355．11 �－52。8 �225．36 �3 �223．04 �4 �220．71 �5 

廃棄物排出量 （汚泥） ���排出 �t ／億円 �3，47 �2，93 �15．7 �2，41 �30．6 �3．47 �現状 維持 �3．47 �現状 維持 �3．47 �現状 維持 

廃棄物排出量 （廃油） ���排出 �t ／億円 �2．21 �7．70 � �3．84 �欄7忍．5 �2．21 �同上 �2．21 �同上 �2．21 �同上 

水道水 ���使用 �m ／億円 �168．23 �243．33 �J臓．卑 �170．89 �”乱8 �166．23 �同上 �166．23 �同上 �166．23 �同上 

化学物質の取 　り扱い ���SDSの確認、保管 

本業での取組 ���相司件 ��101 �74 �一員5 �70 �ー■緩慢 �品質目標参照 

目標達成のための方策、次年度への取り組み
・各部門での不適合の総量の削減
・ムリ、ムう、ムダ会社全体での活動
・3S、3Tの推進

・化学物質については使用量が少量なので、適切な保管を目標とする



会社名：株式会社アミィダ 作成日：201年絹　　　柑
改訂日20柑年9月　　　3日

法律・条例 その他の名称 �要求事項 �該当施設　　適 　用項目 �適否 �l■；tf■ナ‘ チェッ ク日 �エヽツワ 　確認者 �備考 

1 �自動車から緋出される窒 素酸化物の特定地域に おける総土の削濾等に 関する特別処置法 �事業者は、専業活動に伴 う自動車NOx・PMの排 出抑制のために必要な 処置をとること（法4条） �社有車自動車の排出ガ ス �○ �2021年 9月1El �澄雄 � 

2 �水質汚濁防止法 �1．特定施設（令1、別表第 1） 2．棒出水を排出するもの は、排水口における捗水 基準に適合しない排出水 を排出してはならない（法 12） 3．県知事に設置・変更・ 廃止・承継などの届出（法 5、10、11〉 4．特定施設の事故時の 措置（法14の2） 5．排水又は、地下浸透さ せるものは、汚染状態を 開し測定し、結果を記録 しておかなければならな �駿当する施毅はない �○ �2021年 9月1日 �澄雄 � 

3 �浄化槽法 �1．新設又は変更時に届 出（法5） 2」保守点検の技術上の 基準を遵守すること（法8 条施行規則第2条） 3．年1回定期検査を受け る（法11） 4．清掃の技術上の基準 を遵守すること（法9条施 行規則第3粂） �浄化槽（事務所、工場側） �○ �2021年 9月1日 �澄雄 � 
騒音規制法 �1．墟音規制法における 特定施投（法2施行令1粂 別表1）2．特定エI削こ おいて発生する堤音の規 制基準（法5） 3．市町村に特定施設の 設置・変更・廃止・継承な どの届出（法6） �・凝音地域指定、太田市 告示第141号平成19年4 月1日 ・埴音規餉基準、太田市 告示142号平成柑年4月1 日 t正格機は7．5Kw以上に 餃当 �0 �2021年 9月1日 �澄雄 � 

4 �振動規制法 �1，振動規制法における 特定施設（法2施行令1集 別表1）2．特定工場に おいて発生する振動の規 制基準（法5） 3．市町村に特定施設の 設置・変更・廃止・線乗な どの帯出（法6） �・振動地域指定、太田市 告示第144号平成柑年4 月1日 ・振動規制基準、太田市 告示第145号平成19年4 月1日 ・圧縮機は7．5Kw以上に 験当 �○ �2021年 9月1日 �澄雄 � 

5 �廃棄物の処理及び清掃 �1．事美春の責務（法3集） �1，産業廃棄物保管場所 �○ �2021年 9月1日 �澄雄 � 

に関する法律 �2．事業者はその廃棄物 を自ら処理しなければな らない（法11条） 3．産業廃棄物保管基準 4．産葉廃棄物管理業公 布状況報告書（法12の3 第7項） 5．産業廃棄物処分案許 可書（法14第¢項 6．産業廃棄物の収集運 搬及び処分依託基準（施 行令第6条の2） �の整♯ 2．産業廃棄物の種類・量 表示など 3．マニフェスト管理 

PRTR法 �1．事業者の兼務（法4条） 2．第1種指定化学物質の 緋出土などの把握及び 届出（法5粂） �SDSの管理 �○ �2021年 9月1日 �澄雄 � 

6 �地球温暖化対策の推進 に関する法律 �t気事業者凱実排出係 数及び璃整後排出係数 一覧表 係数（0．432） � �○ �2021年 9月1日 �澄雄 � 

7 �フロン排出抑制法 �1．設置環境・使用環境 の維持保全 2．簡易点検・定期点検 3．点検・整伸の記録作 成・保存 �簡易点検（1／3ケ月） �○ �2021年 8月1日 �澄雄 � 

2．違反、訴訟等の有無
株式会社アミィダにおける環境関連法規制の違反・訴訟等はありません。
また、違反・訴訟等に関する指摘は、過去3年間ありません。



◎よくできた　○できた　△まあまあできた　×全くできなかった

‾‾‾■振り組み計画‾‾ �‾達意競況‾‾ �諌鹿毛廃兵と脊改め方南戸 

★二酸化炭素排出量の削減 

①休憩時間の工場内の照明電気のOFFを行う。 �◎ �これからも継続して下さい 

②1時間以上不在時の八〇ソコンの電源を切る �○ �伝票用のパソコン以外は達成 

③夏季の冷房運転は、冷房運転の設定温度を28℃、 �○ �冷房28℃設定 
暖房運転は20℃以下 ��継続して下さい 

④省エネ電気具購入の検討 �◎ �これからも継続して下さい 

⑤ムリ、ムダ、ムラの無い運転の実施 �◎ �これからも継続して下さい 

⑥自動車使用時のエコドライブの推奨 �◎ �これからも継続して下さい 

★廃棄物の削減 

①社内配布、保管不要のコピー用紙は裏紙を使用に �◎ �これからも継続して下さい 

②廃棄物分別の推進 �◎ �これからも継続して下さい 

③ウェス、手袋使用の節約 �◎ �これからも継続して下さい 

★太妾に闇する自棲 

①不良品減少により、廃棄物削減 �○ �削減するよう努めて下さい 

②5S活動による生産性向上 �△ �来期も頑張ってください 

★工場敷地内の線化推進 

①工場敷地内の緑化に努める �◎ �これからも継続して下さい 



一年間の総括

いま私たちは、「何かあったらどうするんだ」に強くとらわれていると思っ
ています。これは社会に安定と秩序をもたらすが、副作用として停滞を生
み個人の可能性を抑制します。このことは、未来を予測してコントロール
できるものと考え、その逆算でしか物事を判断できません。しかし、実際
には予想できないことが必ず起きますし、これまでもリマンショック、東北
大震災、コロナショックとたくさんの出来事がありました。
変化を恐れ、安定と現状維持を無意識に優先する雰囲気が多くを占め

その結果、世界の変化に追いつけずに社会の劣化が進んでいるわけ
で、デジタル技術でイノベーションとか生産性の向上とか力んでいても絵
空事に終わってしまうことでしょう。
ここから抜け出るためには「やってみよう」、「やってみなけけりやわから

ない」を、合言葉にしなければ何も変わりません。とは言え、無謀な試み
を奨励しているわけではありません。未来は予測もコントロール出来ない
と覚悟し、リスクを正しく認識して最小限に抑え物事の優先順位を考えて
行動することが重要なのです。今こそ「やってみよう」のチャレンジ精神で
取り組みましょう、できないを「できる」に、知らないを「知る」に変えるので
す、全員でチャレンジしていきましょう。


