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P1

１．事業所名及び代表者名

　　有限会社　木内製作所

　　代表取締役社長　　木内　典雄

２．所在地

　江間工場 静岡県伊豆の国市北江間1506-3

３．環境管理責任者、事務局の氏名及び連絡先

　　環境管理責任者　　　木内　貴英　　　　　ＴＥＬ　　　０５５－948－9081

　　事務局　　　　　　　　　花澤　　峻　　　　　　　　　　　

４．事業活動

    金属・樹脂・セラミックの切削加工

５．事業規模

2018年度2019年度 2020年度2021年度
81 67.7 59.8 81.1
11 10 10 10

６．事業年度

　　3月1日～翌年2月28日

1．認証・登録の対象範囲

活動：　　全事業活動
組織：　　全社

2.　レポートの対象期間及び発行日

表紙に記載

Ⅰ　組織の概要

項　　　   目
売　 上 　高（百万円）

従 業 員 数（　人　）

　対象範囲



有限会社木内製作所は、ステンレス等の金属切削加工を通じて、環境配慮の先進企業を
目指すため、地球環境の保全が人類共通の重要課題であることを認識し、企業活動のあら
ゆる面で社会より信頼され社会に貢献できる企業であり続けるよう地球環境の保全に配慮
し行動します。

１．環境目的及び目標を設定してその実現を図り、定期的に見直すことによって、環境マネ
　　ジメントシステムの継続的改善を図る。

２．環境関連の法規制及び当社が受入れたその他の要求事項を遵守する。

３．次項に対するパフォーマンスの改善を鋭意推進することによって、可能な限り無駄なコ
　　ストの削減を目指し、汚染の予防を図る。
　　１）省エネルギー（電気、化石燃料の削減）
　　２）廃棄物の削減・リサイクル
　　３）節水
　　４）化学物質使用量の削減
　　５）グリーン購入の推進
　　６）環境配慮製品の製造

４．全社員活動を推進するために、環境方針を全社員に周知する。

５．この環境方針は、公開し、一般の人が入手可能となるよう準備する。

制定日
更新日 ２０２０年　３月　１日

代表取締役社長　　木内　典雄

　環境方針

[企業理念]

[基本方針]

２０１５年　３月　１日

有限会社木内製作所
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短期・中期環境目標

基準値

2020 2021年度 2022年度 2023年度

（2020.3～2021.2） （2021.3～2022.2） （2022.3～2023.2） （2023.3～2024.2）

Kｇ-CO
2 -1% -2% -3%

 /百万円 652 645 639

CO2量 39,320 39,316 39,312 39,308

KWｈ -1% -2% -3%

 /百万円 1,241 1,229 1,216

KWh 74,604 73,858 73,112 72,366

CO2量 34,467 34,122 33,778 33,433

L -1% -2% -3%

 /百万円 22.4 22.2 22.0

L 1,349 1,336 1,322 1,309

CO2量 3,130 3,099 3,067 3,036

Kg -1% -2% -3%

5,099 5,047 4,996

-1% -2% -3%

271 269 266

-1% -2% -3%

0.19 0.19 0.18

19 20 22

（注）

１）「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（2019年度）の「０．462Kg-CO
2
/KWh」を使用する。

　　　原単位での削減目標設定としているため。
　　
２)　二酸化炭素排出総量は、実績として集計する。　　

３）「化学物質使用量」の数値目標は、量が少なく(40-60L/年)削減が困難のことから定性的な目標とする。

Ⅲ　　環境目標

項目 単位

目標値

二酸化炭素排出量
659

1,249

ガソリン

産業廃棄物排出量

電力

22.6

5,150

水使用量　　　 m
3 274

化学物質の適正管理 - 適正管理 適正管理

新規品の工程不良率削減 ％ 0.26

グリーン購入件数の拡大 件 20



　　　Ⅳ　2021年度　　環境活動計画 承　認 作　成 P4

(事務局)

木内 木内（貴） 花澤

　　　目標達成の手段 実施 次年度の

担当者 　　　１２月～２月 年度評価 活動

　　　　（到達目標）→ ―

二酸化炭素の削減 責任者

　効率化

・　電気使用量 責任者

　目標：1241KWh/百万円

責任者

担当者

CO2-Kg/百万円

KWH/百万円

・　ガソリン使用量 ①エコドライブの実践 担当者
　目標　：22.4Ｌ/百万円

②燃費の可視化 責任者
　（2台）

③ルート配送の実践 担当者

④社有車のＥＶ化 責任者

リットル/百万円

産業廃棄物の削減 担当者

責任者

担当者

責任者

トン

水使用量の削減 責任者

責任者

m3

責任者

責任者

省エネ用部品の工程不良率削減 担当者

責任者

責任者

グリーン購入件数の拡大 担当者

　目標　 ：19件以上

担当者

件

（管理責任者）

環境目標 ３ヶ月毎　推進スケジュール（目標に対するプログラム）

（2021年度の達成目標） 　　　６月～８月 　９月～１１月

削減活動開始 削減活動 削減活動 削減活動

①コンプレッサー運転の

目標：652Kg-ＣＯ2/百万円

②冷暖房の使用基準順守

（冷房：２８℃、暖房：１８℃）

③照明灯の昼休み時の消灯

④パソコンの帰宅時プラグOFF

二酸化炭素排出量(原単位)

電気量(原単位)

 評価　(評価日/担当)

ガソリン使用量(原単位)

 評価　(評価日/担当)

①分別活動の継続
　目標：5,150Kg/年

②切削油のロングラン化

③作業台の整理整頓

④工具、刃物の見える化

目標/排出量　　　　各累計

 評価　(評価日/担当)

①節水活動ビラ貼り

　目標：271ｍ３/年

②節水こまの検討

目標/使用量　　　　各累計

 評価　(評価日/担当)

化学物質の年度使用量の把握 ①ＭＳＤＳによる労働安全

　目標：化学物質の適正管理 管理

②化学物質購入量の把握

 評価　(評価日/担当)

①機械始業前点検の徹底

　目標： 0.19％以下

②作業の標準化

工程不良率

 評価　(評価日/担当)

 評価　(評価日/担当)

①Ｇマーク事務用品購入

（または、エコマーク）

②アスクルマークの活用

グリーン購入件数/累計



P5

＜関係者の権限と役割＞

社長 各部門リーダ

①環境経営全般に関する責任と権限 ①部門の環境活動計画の実施

②環境経営に必要な資源の準備 ②部門の問題点把握と是正対策の実施

③環境経営システム全体の評価と見直し ③部門の従業員教育
④環境管理責任者の任命

環境管理責任者 従業員
①環境経営システム全般の運用・管理 ①自分の役割を守り、エコアクション
②環境目標及び環境活動計画の作成 　　２１の活動を推進する。
③取組状況の社長への報告
④環境活動レポートの作成

EA21事務局
①環境負荷データ等の集計
②環境目標・環境活動計画の進行管理
③「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの管理
④環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤法規制の巡視状況チェック
⑥文書・記録の管理

Ⅴ　　実施体制

代表取締役社長 2021/3/1　現在

木内典雄

環境管理責任者

木内　貴英

森　新之助　（江間） 木内　節子
秋山啓子(江間)

EA21事務局

花澤　　峻

製造部門 事務部門
（リーダ） （リーダ）
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基準値 目標値 実績値

2020年度 2021年度 2021年度

Kｇ-CO
2

 /百万円
(売上81百万円) CO2量  (-1.0%)

Kｇ-CO2 係数0.462 39,320 34,122 51,814
原単位 KWh

 /百万円
使用量 KWH 74,604 73,858 100,309 34%

CO2量 Kｇ-CO2 34,467 34,122 46,343
原単位 L

 /百万円
使用量 L 1,349 1,336 1,836

CO2量 Kｇ-CO2 3,130 3,099 4,236
灯油 使用量 L 692 685 692

CO2排出 Kｇ-CO2 1,723 1,235
LPG 使用量 Kｇ 0 0 0

CO2排出 Kｇ-CO2 0 0 0

産業廃棄物排出量 Kg 5,150 5,099 3,130 -39% 〇

水使用量 m
3 274 271 149 -46% 〇

化学物質使用量 ー 適正管理 適正管理 適正管理  -
省エネ用部品の工程不良率削減 ％ 0.26 0.25 0.1 -47.4 〇
グリーン購入件数 件数 20 19 23 15% 〇

２．売上高百万円に対する二酸化炭素排出量、電力使用量、ガソリン使用量、産廃排出量、水使用量等
　　売上高が好調であったことが目標値達成の大きな要因といえる。

売上高 電気使用量 売上高 ガソリン使用量

年度 （百万円） （1/1000）KWH 年度 （百万円） （1/10）L
2019 67.7 70.5 2019 67.7 118
2020 59.7 74.6 2020 59.7 135
2021 81.1 100 2021 81.1 184

売上高 産廃排出量 売上高 水使用量
年度 （百万円） （1/100）t 年度 （百万円） （ｍ３）
2019 67.7 65.3 2019 67.7 253
2020 59.7 51.5 2020 59.7 274
2021 81.1 31.3 2021 81.1 149

Ⅵ　　環境目標の実績

項目 単位 比率(%) 評価

〇

電力 1249 1241 1238 -0.9% 〇

二酸化炭素排出量 659 652 655 -0.7%

〇ガソリン 22.6 22.4 22.7 0%

0
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年度 2019 2020 2021
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0
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100
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200

年度 2019 2020 2021

売上高

0

50

100

年度 2019 2020 2021

売上高

0
100
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300

年度 2019 2020 2021

売上高

水使用量



　　　Ⅶ　2021年度　　環境計画実績 承　認 作　成 P7

(事務局)

木内 木内（貴） 花澤

　　　目標達成の手段 実施 次年度の

担当者 　　　１２月～２月 活動

　　　　（到達目標）→ ―

二酸化炭素の削減 責任者

　効率化 〇 継続

・　電気使用量 責任者

　目標：1241KWh/百万円 〇 継続

責任者

〇 継続

担当者

〇 継続

CO2-Kg/百万円 629 582 542 879 〇

KWH/百万円 1186.3 1098.4 1018.1 1,658 〇

　6/16 花澤 〇 　9/08 花澤 〇 　12/08 花澤 × 　3/０２ 花澤 〇 木内

・　ガソリン使用量 ①エコドライブの実践 担当者
　目標　：22.4Ｌ/百万円 〇 継続

②燃費の可視化 責任者
　（2台） 〇 継続
③ルート配送の実践 担当者

〇 継続
④社有車のＥＶ化 責任者

〇 継続
リットル/百万円 18.5 23.3 20.9 27.2

　6/16 花澤 × 花澤 〇 　12/08 花澤 〇 　3/０２ 花澤 △ 木内

産業廃棄物の削減 担当者

〇 継続

責任者

〇 継続

担当者

〇 継続

責任者

〇 継続

Ｋg/１００万円 22.7 67.4 39.7 40.2

　6/16 花澤 × 　9/08 花澤 〇 　12/08 花澤 〇 　3/０２ 花澤 〇 木内

水使用量の削減 責任者

〇 継続

責任者

〇 継続

m3 46 ２７（73） 50（１23） 26（１４9）

　6/16 花澤 〇 　9/08 花澤 〇 　12/08 花澤 〇 　3/０２ 花澤 〇 木内

責任者

〇 継続

責任者

〇 継続

　6/16 花澤 〇 　9/08 花澤 〇 　12/08 花澤 〇 　3/０２ 花澤 〇 木内

新規品の工程不良率削減 担当者

〇 継続

責任者

〇 継続

責任者

〇 継続

　6/16 花澤 〇 　9/08 花澤 〇 　12/08 花澤 〇 　3/０２ 花澤 〇 木内

グリーン購入件数の拡大 担当者

　目標　 ：19件以上 〇 継続

担当者

〇 継続

１０件 ５件（１５件） ４件（１９件） ４件（２３件）

　6/16 花澤 〇 　9/08 花澤 〇 　12/08 花澤 〇 　3/０２ 花澤 〇 木内

年度
評価

（管理責任者）

環境目標 ３ヶ月毎　推進スケジュール（目標に対するプログラム）

（2021年度の達成目標） 　　　６月～８月 　９月～１１月

削減活動開始 削減活動 削減活動 削減活動

①コンプレッサー運転の

目標：652Kg-ＣＯ2/百万円

②冷暖房の使用基準順守

（冷房：２８℃、暖房：１８℃）

③照明灯の昼休み時の消灯

④パソコンの帰宅時プラグOFF

二酸化炭素排出量(原単位)

電気量(原単位)

 評価　(評価日/担当)

ガソリン使用量(原単位)

 評価　(評価日/担当)

①分別活動の継続
　目標：5150Kg

②切削油のロングラン化

③作業台の整理整頓

④工具、刃物の見える化

目標/排出量　　　　

 評価　(評価日/担当)

①節水活動ビラ貼り

　目標：２71ｍ３/年

②節水こまの検討

目標/使用量　　　　各累計

 評価　(評価日/担当)

化学物質の年度使用量の把握 ①ＭＳＤＳによる労働安全

　目標：化学物質の適正管理 管理

②化学物質購入量の把握

 評価　(評価日/担当)

①機械始業前点検の徹底

　目標： 0.19％以下

②作業の標準化

工程不良率 0.10% 0.13% 0.13% 0.03%

 評価　(評価日/担当)

 評価　(評価日/担当)

①Ｇマーク事務用品購入

（または、エコマーク）

②アスクルマークの活用

グリーン購入件数/累計
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評価者 作　成
(管理責任者) (環境事務局）

　1. 1　遵守の状況　　　　　遵守：○印，該当せず　△　非遵守：×　印とする。 作成日：2022年02月16日　　 木内（貴） 花澤

法規制等の名称 条項 規制概要 適用詳細 順法評価

騒音規制法 空気圧縮機3.7Kw △
（静岡県条例） ５条 規制基準の遵守義務(第2種区域)昼間55dB，朝・夕50dBの遵守 〇
家電リサイクル法 ６条 特定家庭用機器のリサイクル

（テレビ，電気冷蔵庫， 廃棄時，有料にて適切な引渡し 該当無し △
電気洗濯機，エアコン）

フロン排出抑制法 14条 事業者の責務 特定製品のフロン類の適正処理 該当無し △
(家庭用)

自動車リサイクル法 ８条 自動車所有者の責務 使用済自動車の業者への引渡し 該当無し △

ＰＲＴＲ法 量の管理 △
廃棄物処理法 12条 産業廃棄物の保管基準 飛散，流出，地下浸透の防止 ○

保管場所に掲示板（60×60cm以上） 実施 ○
産業廃棄物の委託基準

産業廃棄物管理票 管理票（マニフェスト）の交付 実施 ○
運搬受託者→10日以内に受領（Ｂ2票） 実施 ○
処分終了後90日以内に回収（Ｄ票） 実施 ○
最終処分後180日以内に回収（Ｅ票） ○
管理票交付実績の県知事への報告 実施 ○

消防法 10条 危険物の貯蔵 危険物を指定数量以上貯蔵 ○
貯蔵・取扱い 貯蔵・取扱い・施設の基準遵守 実施 ○

浄化槽法 11条 法定検査の実施 水質検査７項目 実施 ○
８条 保守点検の実施 年１回の保守点検，清掃の実施 実施 ○

沼津市条例 － 一般廃棄物の排出 (自治会の承認) 実施 ○

1.2　環境関連法規制等の最新の確認 EA21本部HP及び審査人に問合せ 2022.02

2.　違反、訴訟の有無 期間「2021年３月１日から2022年２月２８日」

　①.環境関連法規等への違反、訴訟等はありませんでした。

　②.関係機関からの指摘及び近所・外部からの苦情等はありませんでした。　

年度順法状況確認

実施

実施

指定数量の1/5以下

Ⅷ 環境関連法規の遵守状況



P9

１．実施日　　：2022年 3月23日（水）、11:00～１１：３０

３．出席者

４．議事事項 ＊今回は、コロナ禍により３密を避けるために会議は、行わず
　

区分

 審査結果

・苦情なし。

　に示し比較出来るようにした。

　７項目について目標達成した。

　業者を(有)ゼンユから天星製油（株）に変更し、廃油処理費用が

  鉱油：７０円m3→０円m3となった。

　 見直し 指示事項
環境方針

要 ・ 不要

目標・計画

要 ・ 不要

実施体制

要 ・ 不要 実施日 ０３月２３日
管理責任者 木内(貴)

２．実施場所　：事務所
社長、環境管理責任者、木内（節）リーダ、秋山リーダ、花澤事
務局

　　　　　　　　　　　　　議事要旨の配布及び社長の指示と管理責任者の処置事項とした。
全体の評価

・２０２１年10月０２日に書類審査を実施。２０２１年１０月１３日に

・現地審査を実施。ガイドラインに適合の判定であった。

苦情，外部
コミュニ
ケーション

環境パ
フォーマン
ス

・２０２１年度の環境コスト（量、費用）を月別に集約した。
・２０１９年度、２０２０年度、２０２１年度の資源の利用をグラフ

・床面については、朝礼後の清掃が徹底され、きれいになってきた。

環境目標/計
画の達成状
況

・二酸化炭素の削減（売上１００万当たり）、電気使用量（売上１００
　万あたり）、産業廃棄物の削減（売上１００万あたり）、水使用量
　新規品の工程不良率。Gマーク品の購入、化学物質の適正管理以上

是正処置／
予防処置の
状況

・特になし

環境法規制
等

・２０２１年６月１５日、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を
　提出した。
　・２０２１年１０月１３日の浄化槽の法定検査結果（１１条検査）は、おおむね
　　適性の評価であった。（江間）

改善のため
の提案

・昨年度「静岡県業務用省エネ対策支援申請書」を発行し、廃油処理

　大幅に削減された。（クーラント：７０円/m3→３０円/m3,

指示事項の処置
①作業台上及び機械周りの整理・整頓
を行うこと。

・社長の指示に基づき
実施する。

代表取締役　社長　（2022/3/23）

Ⅸ. 経営者による全体の評価と見直し、指示


