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事業所名 株式会社 マエダ

代表者名 代表取締役  前田三枝子

所在地 本社 〒114-0024 東京都北区⻄ヶ原 1-5-5
営業本部 〒332-0003 埼⽟県川⼝市東領家 3-31-12
ドア⼯場 埼⽟県川⼝市東領家 3-31-12
第⼀⼯場 埼⽟県川⼝市東領家 3-31-12
第三⼯場 埼⽟県川⼝市東領家 3-29-23

環境管理責任者 ⼾沢孝⾏
及び担当者の連絡先 ＴＥＬ 048-224-1500

ＦＡＸ 048-224-2309
Ｅ-mail info@kk-maeda.co.jp
ＵＲＬ http://www.kk-maeda.co.jp

事業内容 建築⽤⾦物･鋼製建具･ガラス製品・
アクリル製品の製造･施⼯

資本⾦ ５０００万円
従業員数 ５５人
売上⾼ １０３,２８３万円 (平成29年度)
事業所の延床面積 ２３６９.７６㎡
事業所の敷地面積 ２２２６.１７㎡

認証･登録の対象範囲 全組織･全活動

事 業 内 容

３



基本理念

⾏動指針
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

環境方針

 当社は、社員⼀人⼀人が地球環境保全が人類共通の課題であることを認識
し、環境負荷の継続的低減及び持続的に発展できる経済社会の実現に寄与す
べく努めることに全社⼀丸となって取り組みます。
 当社は、環境関連法規を遵守するとともに、すべての事業活動が環境に何
らかの影響を与えていることを認識した上で、当社の全事業活動において、
特に以下の環境保全活動を推進します。

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラス製品・アクリル製品の製造・施⼯事業活動を
通じて、廃棄物の発生抑制、排出削減に取り組みます。

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラス製品・アクリル製品の製造・施⼯事業活動を
通じて、二酸化炭素の発生抑制、排出削減に取り組みます。

2017（平成29）年 1⽉ 1⽇ 確認

                                                   代表取締役 前田三枝子
 株式会社マエダ

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラス製品・アクリル製品の製造・施⼯事業活動を
通じて、総排⽔量(⽔の総使⽤量)の抑制、削減に取り組みます。

従業員⼀人ひとりが環境保全意識を⾼めつつ、環境経営システムの実施、運
営に全員参加で取り組みます。

グリーン購入を推進し、環境負荷の少ない物品使⽤に努めます。

有害化学物質は効率的に使⽤し、排出量の削減に取り組みます。

環境に配慮した製品を提案し、販売します。
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弊社の環境方針に沿って、環境目標設定ならびに環境活動計画を⽴てました。

項 目

産業廃棄物を削減する

⼀般廃棄物を削減する

地域の美化

事業所名

設定温度を冬20度を目安
とする

⽔を使⽤する場合は、こ
まめに蛇⼝を開閉するな
ど節⽔に心がける

⽔の総使⽤量を平成
21(2009)年度から5％削
減する

⽔の総使⽤量を平成
21(2009)年度⽐3％削減

⽔の総使⽤量を削減する

事業者への委託量を平成
23(2011)年度値から5%
削減する

事業者への委託量を平成
23(2011)年度⽐3％削減

分別の徹底･ゴミを持込
まない

事業者への委託量を平成
21(2009)年度⽐3%削減

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
廃棄物の発生抑制、排出削減
に取り組みます。

事業者への委託量を平成
21(2009)年度値から5%
削減する

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
総排⽔量(⽔の総使⽤量)の抑
制、削減に取り組みます。

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
二酸化炭素の発生抑制、排出
削減に取り組みます。

⾞両から出る二酸化炭素
を削減する

平成21(2009)年度⽐5％
削減

平成21(2009)年度⽐3％
削減

グループウェアの表紙に
環境方針を掲示する

部門別環境活動計画の策
定

分別の徹底により再利⽤
を増やす

各⾞両の燃費の⽉別測
定・監視

エコドライブの徹底

平成21(2009)年度⽐3％
削減

電⼒(動⼒)使⽤に伴う二
酸化炭素を削減する

平成21(2009)年度⽐5％
削減 エアコンの設定温度を夏

28度、冬20度を目安と
する

今年度
平成29(2017)年度

平成29(2017)年度
(平成29年1⽉ 平成29年12⽉)

環境方針
環境目標
中⻑期

平成31(2019)年度

株式会社 マエダ

■環境目標設定と主要な環境活動計画

会社・材料置き場外回り
を清掃する

環境方針の全社的展開
全従業員が環境活動計画
を分担する

環境目標、環境活動計画
の策定への従業員の参画従業員⼀人ひとりが環境保全

意識を⾼めつつ、環境経営シ
ステムの実施、運営に全員参
加で取り組みます。

毎⽉2回 毎⽉１回

ストーブ(⼯場)から出る
二酸化炭素を削減する

平成21(2009)年度⽐5％
削減

平成21(2009)年度⽐3％
削減

環境活動計画
今年度

平成29(2017)年度

必要でない照明、電源を
消す
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弊社の環境方針に沿って、環境目標設定ならびに環境活動計画を⽴てました。
環境活動計画

項 目
今年度

平成29(2017)年度

グリーン購入実績の集計

グリーン購入の推進

使⽤化学物質の把握と集
計

有害化学物質の代⽤品の
検討と在庫管理の徹底

環境に配慮した製品を提案
し、販売します。

LED蛍光灯・電球を部材
とした看板の提案と販売

得意先に対する提案営業

事業所名

中⻑期
平成31(2019)年度

今年度
平成29(2017)年度

■環境目標設定と主要な環境活動計画
平成29(2017)年度
(平成29年1⽉ 平成29年12⽉)

環境方針
環境目標

株式会社 マエダ

LED蛍光灯・電球を部材
とした看板の提案と販売

LED蛍光灯・電球を部材
とした看板の提案と販売

グリーン購入を推進し、環境
負荷の少ない物品使⽤に努め
ます。

グリーン購入の推進
グリーン商品を優先的に
購入する

グリーン商品を優先的に
購入する

有害化学物質の使⽤量を
削減する

有害化学物質の使⽤量を
削減する

使⽤化学物質の管理と排
出量の削減

有害化学物質は効率的に使⽤
し、排出量の削減に取り組み
ます。

６



環境目標 営業本部

項 目 第⼀⼯場

2009基準年 kg-CO2 144,303 32,539 11,867 188,709

2017目標 kg-CO2 139,974 31,563 11,511 183,048

2017実績 kg-CO2 107,789 40,437 5,946 154,172

2017達成率 % 129.9% 78.1% 193.6% 118.7%

2009基準年 kg-CO2 40,490 23,336 63,826

2017目標 kg-CO2 39,275 22,636 61,911

2017実績 kg-CO2 17,148 13,041 30,189

2017達成率 % 229.0% 173.6% 205.1%

2009基準年 kg-CO2 28,199 28,199

2017目標 kg-CO2 27,353 27,353

2017実績 kg-CO2 2,881 2,881

2017達成率 % 949.4% 949.4%

2009基準年 ｔ 100.9 100.9

2017目標 ｔ 97.9 97.9

2017実績 ｔ 78.2 78.2

2017達成率 % 125.2% 125.2%

2011基準年 ｋｇ 45.0 402.1 447.1

2017目標 ｋｇ 43.7 390.0 433.7

2017実績 ｋｇ 44.1 234.8 278.9

2017達成率 % 99.0% 166.1% 155.5%

2009基準年  369.0 84.0 91.0 544.0

2017目標  358.0 81.5 88.3 527.8

2017実績  293.0 46.0 86.0 425.0

2017達成率 % 122.2% 177.1% 102.6% 124.2%

事業所名

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
総排⽔量(⽔の総使⽤量)の抑
制、削減に取り組みます。

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
二酸化炭素の発生抑制、排出
削減に取り組みます。

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
廃棄物の発生抑制、排出削減
に取り組みます。

ストーブ(⼯場)
から出る二酸
化炭素を削減
する

⽔の総使⽤量
を削減する

産業廃棄物を
削減する

電⼒(動⼒)使⽤
に伴う二酸化
炭素を削減す
る

⾞両から出る
二酸化炭素を
削減する

株式会社 マエダ

⼀般廃棄物を
削減する

購入電⼒の二酸化炭素排出係数は、0.577kg-CO2/ ｈを採⽤した。

本社 合計

平成29(2017)年度
(平成29年1⽉ 平成29年12⽉)

環境方針

■環境活動の実績(目標に対する達成状況)

数値項目 単位 第三⼯場

７



環境目標

項 目

(活動目標)

(活動目標)

(活動目標)

(活動目標)

グリーン購入の推進

(活動目標)

事業所名

■環境活動の実績(目標に対する達成状況)
平成29(2017)年度
(平成29年1⽉ 平成29年12⽉)

環境方針 達成状況活動目標

株式会社 マエダ

従業員⼀人ひとりが環
境保全意識を⾼めつ
つ、環境経営システム
の実施、運営に全員参
加で取り組みます。

環境方針の全社的展開

地域の美化

グリーン購入を推進
し、環境負荷の少ない
物品使⽤に努めます。

グリーン購入の推進

数値実績なし

数値目標なし

⽉１回実施した

環境目標、環境活動計画策定
への従業員の参画

地域の美化活動を⽉1回おこ
なう

有害化学物質の使⽤方法と在庫管理を徹
底した

有害化学物質の代⽤品の検討
と在庫管理の徹底

使⽤化学物質の把握と集計

グリーン購入実績の集計

2011年度 主要4品 124.69㎏ ⇒
2017年度 主要2品 7.1kg

グリーン購入実績を集計した

グリーン製品・エコ製品を優先的に購入
した

(活動目標)

(活動目標)

環境に配慮した製品を
提案し、販売します。

LED蛍光灯・電球を部
材とした看板の提案と
販売

得意先に対する提案営業 得意先に対し提案営業を実施した(2017
年度販売数3件)

使⽤化学物質の管理と
排出量の削減

有害化学物質は効率的
に使⽤し、排出量の削
減に取り組みます。
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■二酸化炭素削減実績グラフ

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラス製品・アクリル製品の製造・施⼯事業活動を通じて
二酸化炭素の発生抑制、排出削減に取り組みます。

平成29(2017)年度
(平成29年1⽉ 平成29年12⽉)
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■環境活動の取組結果の評価、次年度の環境活動計画

項 目

産業廃棄物を削減する ③

⼀般廃棄物を削減する ③

地域の美化 ③

事業所名
凡例 ⑤目標を完璧に達成 ④目標を⼗分に達成 ③目標を達成 ②目標にやや不⼗分 ①目標に不⼗分

124.2% ③

③従業員⼀人ひとりが環境保全
意識を⾼めつつ、環境経営シ
ステムの実施、運営に全員参
加で取り組みます。

毎⽉１回 達成

環境目標、環境活動計画の
策定への従業員の参画

株式会社 マエダ

グループウェアの表紙に環
境方針を掲示する

部門別環境活動計画の策定

環境方針の全社的展開 達成

⽔の総使⽤量を削減す
る

会社・材料置き場外回りを
清掃する

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
総排⽔量(⽔の総使⽤量)の抑
制、削減に取り組みます。

分別の徹底により再利⽤を
増やす

分別の徹底･ゴミを持込ま
ない

⽔を使⽤する場合は、こま
めに蛇⼝を開閉するなど節
⽔に心がける

事業者への委託量を平成
23(2011)年度⽐3％削減

⽔の総使⽤量を平成
21(2009)年度から3％削減
する

評価

③

③

③平成21(2009)年度⽐3％削
減 949.4%

エコドライブの徹底

設定温度を冬20度を目安と
する

平成21(2009)年度⽐3％削
減

155.5%

環境目標

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
⼀般廃棄物及び産業廃棄物の
発生抑制、排出削減に取り組
みます。

事業者への委託量を平成
21(2009)年度⽐3%削減 125.2%

今年度
平成29(2017)年度

エアコンの設定温度を夏28
度、冬20度を目安とする

各⾞両の燃費の⽉別測定・
監視

環境活動計画

⾞両から出る二酸化炭
素を削減する

必要でない照明、電源を消
す

電⼒(動⼒)使⽤に伴う
二酸化炭素を削減する

ストーブ(⼯場)から出
る二酸化炭素を削減す
る

平成29(2017)年度
(平成29年1⽉ 平成29年12⽉)

環境方針

平成21(2009)年度⽐3％削
減 118.7%

建築⽤⾦物・鋼製建具・ガラ
ス製品・アクリル製品の製
造・施⼯事業活動を通じて、
二酸化炭素の発生抑制、排出
削減に取り組みます。

実績
(達成率)

205.1%
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■環境活動の取組結果の評価、次年度の環境活動計画

項 目

事業所名
凡例 ⑤目標を完璧に達成 ④目標を⼗分に達成 ③目標を達成 ②目標にやや不⼗分 ①目標に不⼗分

平成29(2017)年度
(平成29年1⽉ 平成29年12⽉)

環境方針
環境目標

環境活動計画
実績

(達成率)

グリーン購入を推進し、環
境負荷の少ない物品使⽤に
努めます。

グリーン購入の推進
グリーン商品を優先的に購
入する

グリーン購入実績の集計

達成
グリーン購入の推進

達成 ③

③

評価今年度
平成29(2017)年度

③

有害化学物質は効率的に使
⽤し、排出量の削減に取り
組みます。

使⽤化学物質の把握と集計

有害化学物質の代⽤品の検
討と在庫管理の徹底

使⽤化学物質の管理と排出
量の削減

有害化学物質の使⽤量を削
減する

株式会社 マエダ

【総評】平成29年度はすべての環境目標達成することができました。社内における環境活動も定着して
きました。前年と同じになりますが、慣れからのマンネリ化、基準年から８年経過しているので、目標
値の設定も改めなければならないと感じています。
また、社員が環境活動を積極的に⾏うためにも、環境活動の意味を知る方策が必要だと感じます。

平成30(2018)年度の環境活動計画
平成29年度と同様の環境活動計画を継続実施します。

環境に配慮した製品を提案
し、販売します。

LED蛍光灯・電球を部材と
した看板の提案と販売

LED蛍光灯・電球を部材と
した看板の提案と販売

得意先に対する提案営業 達成
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■環境関連法規への違反、訴訟等の有無

 弊社の遵守しなければならない環境関連法規として、廃棄物処理法及
びそれらに関連する東京都北区リサイクル及び⼀般廃棄物の処理に関す
る条例等があります。
 弊社では、これらの法規制遵守のために、これらの法規制の⼀覧表を
作成し、定期的に遵守状況をチェックすることにより、違反のないこと
を自主的に確認しました。
 なお、これらの法規制に対する関係当局からの違反の指摘、及び関連
する訴訟は過去３年間ありませんでした。

■代表者による全体評価と⾒直し

昨年は、５S活動の進捗と相まって社員個々の改善に対する意識が⾼
まったと感じています。昨年の全体評価で課題とした、『状況に合わせ
た臨機応変さ』も自然に⾏動を移せる人が増えました。
この調子で、EA21委員のみならず、社員⼀人⼀人が環境活動に対する
目を養ってほしいと考えます。そのためには、啓蒙活動も⼤切であり、
例えばゴミの削減に対しては、『マイはし』の推奨等⾝近なところに目
を向けさせる⼯夫もほしいところです。
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