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1.組織の概要
株式会社 アルテックス事業所名

金澤 哲也代表者氏名

神奈川県相模原市南区麻溝台8‐22‐1所在地

環境管理責任者：中谷 深雪

TEL ：042‐742‐2580
FAX                        ：042‐742‐2616
E‐Mail                   ：info@n‐artics.co.jp
URL                        ：https://www.n‐artics.co.jp

担当者氏名,連絡先

映像関連機器の開発・設計・製造および販売事業内容

年間出荷台数

16 名従業員数

470 ㎡床面積

2021年度2020年度2019年度

3,9944,4473,005台数
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2.対象範囲および対象期間
対象範囲：全組織・全活動

対象期間：2021年8月1日～2022年7月31日

環境管理実施体制表

2

１．環境管理責任者の任命
２．環境経営方針の策定
３．環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備
４．環境経営システムの定期的評価、見直しの実施
５．社内情報の外部公開可否決定
６．環境経営レポートの承認
７．経営における課題とチャンスの明確化

代表取締役

１．環境経営システムの構築、実施、管理
２．代表取締役への環境経営システムの実施状況報告
３．諮問、推進機関である環境委員会の委員長として委員会の運営
４．環境関連文書及び記録の作成・整理
５．関連法規の取りまとめ表の維持管理、遵守徹底
６．環境経営取り組みの統括

環境管理責任者

１．環境管理責任者の補佐
２．環境経営目標、環境経営計画書の原案作成
３．環境経営の実施集計
４．問題点の発見、是正、予防処置の実施
５．従業員に対する教育訓練の実施
６．緊急事態への対応
７．環境経営レポートの作成、公開
８．外部からの苦情・要望等受付、処理

環境委員会

１．電気使用量の削減
２．水使用量の削減
３．自動車燃料の削減

光熱費部門責任者

１．廃棄物削減
２．紙類使用量の削減

廃棄物管理部門責任者

１．生産における無駄の削減
２．環境配慮型製品の開発推進

生産部門責任者

１．環境経営レポートの作成環境経営レポート作成責任者

１．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する
２．決められたことを守り、自主的、積極的に環境経営を推進する

全従業員

代表取締役

金澤 哲也

光熱費部門 電気・水責任者

環境管理責任者

中谷 深雪

環境委員会

全従業員

光熱費部門 自動車燃料責任者

生産量部門責任者

廃棄物管理部門責任者

環境経営レポート作成責任者
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3.環境経営⽅針

【当社の事業の特徴】

当社は主に画像処理関係などの電子機器を設計し、製造は当社協力工場にて委託生
産し、製品を販売致しております。

当社はこれらの活動を通じて、地球環境の保全の為、エネルギーの削減、化学物質の
排出の低減、及び有害物質の廃絶に継続的に取り組んでいます。

当社は上記の環境負荷に対して、事業経営の重要課題として以下の事項を優先した事
業活動を通じ、環境負荷の低減を図ります。

【理念及び基本方針】

１．研究開発段階から生産・流通・廃棄まで一貫した資源の節減・環境に配慮します。
２．環境マネジメントシステムを継続的に改善します。
３．環境経営方針を、全ての役員･社員に周知徹底し、全員がこれを理解し実践できる

よう教育・啓発活動を推進します。
４．当社は、当社の事業活動に適用される環境法、及び当社が受入れを決めたその他

要求事項を遵守します。

【取り組みテーマ】

１．省エネルギーの推進
２．資源の効率的使用
３．一般廃棄物削減と分別による資源化の推進
４．環境に配慮した製品開発の推進
５．水道水の使用量の削減
６．地域、社会貢献活動への積極的参加
７．製品の市場クレーム数の低減 2020年8月18日

株式会社 アルテックス

代表取締役 金澤 哲也
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4.環境経営⽬標とその実績
４-１.環境経営目標

・廃棄物,排水量は今後は大幅な削減が見込めないため、2018年より目標は設定せず維持管理とする。
・一般廃棄物における資源物の割合は、廃棄物が増加分に比例して分別率が上がるだけなので
目標を立てて取り組む意味が薄い為、目標から削除した。

・2017年度版ガイドラインによりグリーン購入は必須項目から除外されたため項目を削除した。
・2019年度評価後、燃費の向上を目標に絞ったため、ガソリン使用量は記録のみとする。
・電気使用量の削減，ガソリン使用量の削減の売上あたりの目標設定は2019年度より廃止となり
削除した。

※1 弊社ではPRTR法で規定する化学物質を使用していないので、化学物質の削減目標は設定
していません。

※2 温室効果ガス排出量の排出係数は、EA21ガイドライン2017年版に従い、調整後排出係数
0.443（kg-CO2/kWh）を全ての年度に使用している。

2023年度
目標

2022年度
目標

2021年度
目標

基準年
2020年度

単位目的※1

59,336
(‐3%)

59,948
(‐2%)

60,560
(‐1%)

61,171KWh電気使用量の
削減

二
酸
化
炭
素
排
出
量

26,286
(‐3%)

26,557
(‐2%)

26,828
(‐1%)

27,099Kg‐CO2
※2

－－－
記録のみℓガソリン使用量の

削減
（2019年度より
記録のみ） －－－記録のみ

Kg‐CO2

夏季18.78
冬季18.49
(維持管理)

夏季18.78
冬季18.49
(維持管理)

夏季18.78
冬季18.49
(維持管理)

夏季 18.78
冬季 18.49

Km/ℓ社用車燃費の向上
(プリウス2)

夏季20.71
冬季23.32
(維持管理)

夏季20.71
冬季23.32
(維持管理)

夏季20.71
冬季23.32
(維持管理)

夏季 20.71
冬季 23.32

Km/ℓ社用車燃費の向上
(プリウス3)

1,052
(維持管理)

1,052
(維持管理)

1,052
(維持管理)

1,052Kg一般廃棄物の削減廃
棄
物

165
(維持管理)

165
(維持管理)

165
(維持管理)

165㎥水道水使用量の削
減

排
水
量

既存製品より消費電力5%削減
環境配慮製品を毎年1件以上開発する

件製品及びサービスに
関する項目

1件1件1件1件件市場クレームの低減

PETﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ、書き損じﾊｶﾞｷ、ﾍﾞﾙﾏｰｸ、使用済みｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞの回収、
地域の清掃活動等への参加

地域社会貢献活動への
積極的参加
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評価実績目標単位目的

×63,85760,5602020年度の実績
値より1%削減

KWh電気使用量の削減二
酸
化
炭
素
排
出
量

×28,28926,828Kg‐CO2

－1,459－記録のみℓガソリン使用量の削
減

－3,385－Kg‐CO2

×夏季 17.83夏季 18.78維持管理Km/ℓ社用車燃費の向上
(プリウス2)

×冬季 18.22冬季 18.49

○夏季 27.19夏季 20.71維持管理Km/ℓ社用車燃費の向上
(プリウス3)

×冬季 20.86冬季 23.32

－31,674Kg‐CO2排出量合計

○752.51,052維持管理Kg一般廃棄物の削減廃
棄
物
排
出
量

×179165維持管理㎥水道水使用量の削減排
水
量

○11環境配慮製品を
1件以上開発する

件製品及びサービスに
関する項目

○011件以内件市場クレームの低減

○PETﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ

を相模原市公
民館へ届けた

PETﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ、書き損じﾊｶﾞｷ、

ﾍﾞﾙﾏｰｸ、使用済みｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ
の回収
地域の清掃活動等への参加

地域社会貢献活動への
積極的参加

４-２.実績と評価
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5.主要な環境経営計画および取組状況
５‐１.省エネルギーの推進

 ２Ｆおよび３Ｆフロアーの昼休み消灯
 夜間・休日の便座電源OFF
 冷房は外気温28℃にてON/OFF
 暖房は室温20℃にてON/OFF
 エコドライブの励行
 蛍光灯の間引き

５‐１‐１．

経営計画

５‐１‐２．取組結果の実績

数値評価実績目標５‐１‐２‐１．

電力
×63,85760,560年間使用量(kWh)

年度途中の5月中間審査の結果を受け、6,7月の目標の見直しましたが、今年度通
年の合計値は目標を5.4％上回る結果でした。
今年度も３密回避のため換気しながらの冷暖房等が増加の原因と考えられます。
また、目標値と実績値の累計グラフを重ねて毎月確認することで、目標からの乖離
があった場合は早めに是正処置する仕組みを本年度から取り入れました。

蛍光灯の間引き
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５‐１．省エネルギーの推進（つづき）

数値評価実績目標５‐１‐２‐２．

ガソリン
-1,459-使用量(L)

×17.8318.78プリウス２（夏季）

×18.2218.49プリウス２（冬季）

○27.1920.71プリウス３（夏季）
×20.8623.32プリウス３（冬季）

ガソリン使用量は記録のみとなりますが、昨年より増加しました。
新型コロナウイルスによる行動制限が緩和され外出する機会が多くなったため、それ
に伴いガソリンの使用量も増加しました。
燃費に関しては冬季は窓を明けた状態での暖房使用が燃費に大きく影響し、燃費の
悪化に繋がったと思われます。
プリウス２については走行距離が15万kmを越え車の性能低下が燃費にも影響してい
ると考えられます。

コロナ対策により近年の電力使用量が大幅増加している為、2021年度の実績を基準
値として2022年度から3年間の目標を再設定します。
ただし､今後コロナ対策が緩和された時は目標を再設定します。

５‐１‐３．
次年度の

取り組み
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５‐２.資源の効率的使用

社内文書のペーパーレス化
社内ネットワークの整備および強化

５‐２‐１．

経営計画

数値評価今年度実績昨年度実績５‐２‐２．

取組結果の実績 ○357.0436.8コピー用紙の使用量
（kg）

前年度と比較すると、コピー用紙の使用量は減少しました。

取説やカタログでの印刷に使用するコピー用紙は、販売促進に伴い増えて

いくため、減らすことが不可能なので、社内文書などでコピー用紙を節約す

るよう努めていきます。

よりペーパーレス化を進めるため、コピー用紙の印刷前にプレビュー等で無

駄な印刷が出ない事を確認する事や議事録の不要な箇所を消す等、ページ

数を減らす努力をしていきます。

５‐２‐３．

次年度の取り組み

廃棄物の分別
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５‐３．一般廃棄物削減と分別による資源化の推進

社内連絡のペーパーレス化に努める
 分別の徹底を呼びかける

５‐３‐１．

経営計画

数値評価今年度実績前年度実績５‐３‐２．

取組結果の実績 -752.51052.0一般廃棄物排出量（Kg）

今年度は産業廃棄物の排出が無かった為、前年度と比べて総排出量がかな

り削減できました。

産業廃棄物の排出が無かった年と比べても問題のある排出品目は無く、全

体を通して排出量を抑えられることができました。

今年度は特に問題のある排出品目も無く、排出量を抑えることが出来ました。
次年度以降も継続して排出量の削減に取り組んでいきます。

５‐３‐３．

次年度の取り組み
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５‐４．水道水の使用量の削減

配管の定期点検
節水を促す表示物の配置

５‐４‐１．

経営計画

数値評価実績目安値５‐４‐２．

取組結果の実績 -179165年間使用量（㎥）

各月30～31(L)で、前年各月26～28(L)と比較すると使用量が8.5%増えていま

す。

月毎のバラつきは無く、特に異常な値は見られませんでしたが、原因としては

社員が15名から17名に増えたことで生活用水の使用量が増えたことが考えら

れます。

不具合早期発見にも有用な為、引き続きデータの記録を継続します。５‐４‐３．次年度の取

り組み

節水を促す表示
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５‐５．環境に配慮した製品開発の推進

省電力型部品を選択する
省電力製品を毎年1件以上開発する
既存製品より消費電力5％削減した新規製品を開発する

５‐５‐１．

経営計画

数値評価従来同等機種新機種５‐５‐２．

取組結果の実績 消費電力消費電力

○
DMV-1600DMV-161H(2021.09)

18W15W

環境配慮製品の新規開発は1件のみでしたがリリースすることができま

した。

近年はカスタム開発が多く、新規製品の件数が少ない傾向にあります。

・DMV-161H ： 前機アナログモデルより機能が増えてDVI出力となり

ました。

消費電力も15Wへ減り、質量も3.5kg→3.2kgと軽くなった

ので、省電力型の製品と判断しました。

省電力製品の開発は､省電力部品を積極的に使用するように設計開発

者に促していきたいと思います。

５‐５‐３．

次年度の取り組み

５‐６．製品の市場クレーム数の低減
社内不適合の削減５‐６‐１．

経営計画
数値評価実績目標５‐６‐２．

取組結果の実績 ○0件2件以下

クレーム数は年間目標を下回る2件に抑えることができ、目標達成となり

ました。

製造の品質管理が徹底され安定した生産が出来ていました。

技術部定例会議でクレーム有無も引き続き議題に掲げ、自社製品の問

題点を共有することで不具合件数の低減につなげたいと思います。

５‐６‐３．

次年度の取り組み
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５‐７．社会貢献活動
社会福祉活動 地域のボランティア活動５‐７‐１．

活動計画

内容活動実施月日５-７-２．
取組結果の実
績

PETボトルキャップ1002ｇを寄付。社会福祉活動2022.01

PETボトルキャップ583ｇを寄付。2022.07

PETボトルキャップは、年2回届けることができました。

習慣になっている方も多く、安定してPETボトルキャップが集まるようになりました。

ベルマーク、使用済みインクカートリッジ、書き損じハガキについては回収箱を設置

しましたが、なかなか回収量が増えていませんので、引き続き社内への呼びかけを

行います。

相模川クリーン作戦は、コロナ禍の為今期の開催はありませんでした。

地域のボランティアについては再開している活動もありますので、次年度以降は再

び参加することも検討します。

社内での回収箱には引き続き力を入れていく予定です。

５‐７‐３．

次年度の取り
組み

回収ボックスの設置
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５‐８．緊急事態への対応

避難訓練の実施
通報訓練の実施
電気配線等の確認

５‐８‐１．

活動計画

内容活動実施月日５‐８‐２．

取組結果の実
績 火災発生を想定しての避難訓練。避難訓練の実施2021.09

救急、火事の2パターンを想定しての通報訓
練。

通報訓練の実施2021.10

避難訓練は、環境委員が計画・主導して全社員が協力して遂行しました。今回は

火災が発生し、屋外へ避難するという想定で行いました。

・避難指示が出たら迅速に避難経路で1階の駐車場へ避難する。

・履物は履き替えずそのまま外へ出る。

・防災用の無線機を使用し、各階の状況を伝える。

上記注意事項を重点的にチェックしました。

無線機の取り扱いに慣れておらず、状況報告が遅れてしまったので急な災害でも

対応できる様に無線機の保管場所,使用方法については常に頭に入れておく必要

があります。

また、仕事をしていた人や避難がもたついていた人が見受けられましたので、訓練

であっても危機感を持つよう呼びかけていきます。

通報訓練は、通報役,消防役それぞれ交代して行いました。

毎年やっているので、だいぶ慣れてきたこともあり落ち着いて会話ができていたと

思います。

避難訓練に関してはまだ、改善の余地がありますので次年度以降ももっと真剣に

臨むように呼びかけていきます。

５‐８‐３．

次年度の取り
組み
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６.次年度の環境経営⽬標及び経営計画

※1 2020年度（2020.08～2021.07）と2021年度（2021.08～2022.07）の記録を平均して目標値を
再設定しました。

※2 温室効果ガス排出量の排出係数は、EA21ガイドライン2017年版に従い、調整後排出係数
0.443（kg-CO2/kWh）を全ての年度に使用している。

※3 社用車（プリウス2）については廃車の為、目標から削除しました。
※4 過去3年間の実績値の平均から+10％を維持管理基準としました。
※5 過去の実績を考慮し、毎月3件にとどめることが妥当と判断し、毎月3件以内としました。

2024年度
目標

2023年度
目標

2022年度
目標

基準年
2021年度

単位目的

61,941
(‐3%)

62,580
(‐2%)

63,218
(‐1%)

63,857KWh電気使用量の
削減

二
酸
化
炭
素
排
出
量

27,440 ※2
(‐3%)

27,723 ※2
(‐2%)

28,006 ※2
(‐1%)

28,289 ※2Kg‐CO2

－－－記録のみℓガソリン使用量の
削減

－－－記録のみKg‐CO2

夏季24.61
冬季25.03
(維持管理)

夏季24.61
冬季25.03
(維持管理)

夏季24.61
冬季25.03
(維持管理)

夏季 24.61
冬季 25.03

Km/ℓ社用車燃費の向上
(プリウス3)
※1 ※3

953
(維持管理)

953
(維持管理)

953
(維持管理)

953  ※4Kg一般廃棄物の削減廃
棄
物

179
(維持管理)

179
(維持管理)

179
(維持管理)

179㎥水道水使用量の削
減

排
水
量

既存製品より消費電力5%削減
環境配慮製品を毎年1件以上開発する

件製品及びサービスに
関する項目

毎月3件毎月3件毎月3件
※5

件市場クレームの低減

PETﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ、書き損じﾊｶﾞｷ、ﾍﾞﾙﾏｰｸ、使用済みｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞの回収、
地域の清掃活動等への参加

地域社会貢献活動への
積極的参加

６－１．次年度の環境経営目標
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2022年度経営計画目的

 ２Ｆおよび３Ｆフロアーの昼休み消灯
 夜間・休日の便座電源OFF
 冷房は外気温28℃にてON/OFF
 暖房は室温20℃にてON/OFF
 蛍光灯の間引き

電気使用量の
削減※1

二
酸
化
炭
素
排
出
量

 エコドライブの励行ガソリン使用量の
削減

社用車燃費の向上
(プリウス3)

 社内連絡のペーパーレス化に努める
 分別の徹底を呼びかける
社内ネットワークの整備および強化

一般廃棄物の削減廃
棄
物

 配管の定期点検
節水を促す表示物の配置

水道水使用量の削減排
水
量

 省電力型部品を選択する
省電力製品を毎年1件以上開発する
既存製品より消費電力5％削減した新規製品を開発する

製品及びサービスに
関する項目

市場クレーム件数の低減市場クレームの低減

 社会福祉活動
 地域のボランティア活動

地域社会貢献活動への
積極的参加

６－２．次年度の経営計画
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７.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

８.代表者による全体評価と⾒直しの結果

当社に適用とされる環境関連法規の遵守状況を確認した結果、上記の通り過
去3年間違反はありませんでした。また、過去において近隣からの苦情、関係機
関からの指摘、訴訟等もありませんでした。

昨年度の結果を顧みて、コロナ禍に入ってからの電力使用量の目標を見直
し、再設定したが、引き続き感染症対策による換気のため、窓を開けながら
のエアコン稼働を行うことにより目標が達成できず、二酸化炭素の排出量も
増加してしまう厳しい結果となった。これは社員の安全を守るため、やむを
得ないと結果と思われる。
また、ガソリン使用量においては、1台は車両の老朽化による燃費低減も推
察される。来期は車両を1台買い替える予定なので、車自体の性能が上が
ることによる燃費の向上を期待したい。
エコアクション21の活動を始めてちょうど10年の節目となり、当初は手探り
状態だったものが、社員の努力により徐々に活動が定着してきたため、喜
ばしいことではあるが改善が頭打ちになっている項目が増えてきた。
その中で、ここに来て半導体不足による生産計画への影響、材料費の高騰
など厳しい社会情勢も追い打ちをかけることになったが、これまでの考えを
新たなものに切り替えて、感染症対策と並行して環境負荷を低減させるよう
努力を続けていきたい。

株式会社 アルテックス

代表取締役 金澤 哲也

遵守状況実施状況適用する遵守事項法規名称

○2021年1月に適切に排出しています。
産業廃棄物（金属類、廃プラ類、基板屑、配線屑、水銀使用製品な
ど）を処理する際に法規に遵守して排出及び処理する事。

産業廃棄物処理法

○毎週火曜日と木曜日に分別して排出し
ています。

一般廃棄物（一般ゴミ、古紙、ダンボールなど）を処理する場合分別
して指定日に指定場所へ排出し法規に遵守している事。

一般廃棄物処理法
（相模原市条例）

○点検表より、異常なし３ヵ月毎に点検表に従い、簡易点検を実施する事フロン排出抑制法


