Reg.No.10-02-00
Annex 2－Form 1
DATE:

Appraisal in Environmental Management
(by self evaluation)
NAME OF COMPANY:
LOCATION:
CEO OR HEAD OF THE PROJECT: (with authentic signature)

BUSINESS CONTACT FOR JUKI:
1.SECTION:
2.NAME OF PERSON
3.PHONE NO/EMAIL ADDRESS:

（１）STATUS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

）

(Check Yes or No

YES

NO

No answer to ② below is required in case you have been certified as indicated at above column ①
Neither is the case if you are in application for a certificate for which authorizing date and organization are fixed.
(Check Yes or No
）
YES

NO

① Certified under ISO14001
In action to apply for ISO14001
Certified under other standard than ISO
In action to apply for certificate other than
ISO

②

Certified Date:
Authorized by:
Scheduled Date of Certificate:
Organization to apply to:
Certified Date:
Organization:
Scheduled Date of Certificate:
Organization to apply to:

You have set-ups of corporate principle, guideline, criteria, target, and action plan on which
(a)
you conduct environmental preservation management.

(b)

You are under implementation of reducing adverse environmental impacts based on an
action plan appointing chief administrator, in-house committee or section.

(c) You are in compliance with lawful regulations on environmental preservation.
(d) You conduct intercompany auditing in addressing the issue of environmental preservation.
You have operation procedures for environmental preservation and do environmental

(e) assessment on management of energy, wastes, chemical substances, environmental risk,
quality of products, in-house training, contingency planning for the purpose.

(2) ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS IN PRODUCTION

(Check Yes or No

）

YES

NO

① You are saving natural resources including water, forestry and metals.
② You are reducing resources in production.
③ You are reducing emission in production and minimizing wastes.
④ You are minimizing energy consumption in production.
⑤ You are minimizing energy consumption in transportation.
⑥ You are using fewer packaging to improve transporting efficiency and to reduce resources.
⑦ You are designing products requiring for minimized power supply including stand-by power.
⑧ You are in consideration for easier recycling and longer life cycle.
⑨

You are in consideration for recycling as in choosing, re-use of resources and re-use of the
components.

⑩ You are in consideration for segregation of wastes and separability of components.
FORMULATED：Oct 1, 2004

登録№ 10-02-00

付属書２ （様式１）
作成日：

年

月

日

環境管理取組評価シート
会社名：
所在地：
代表者名 ：

印

(または責任者名)

本ご回答の窓口
部署名：
氏 名：
電話番号：

（１）環境管理の取組み体制

(該当個所に

）

はい

いいえ

認証取得日：
① ISO14001を認証取得している。
認証機関：
審査予定日：
ISO14001取得のため活動中である。
認証機関：
その他の第三者認証取得による環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝ 登録日：
ﾄｼｽﾃﾑを構築している。
登録機関：
その他の第三者認証取得による環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝ 登録予定日：
ﾄｼｽﾃﾑ取得のため活動中である。
登録機関：
上記で認証取得済みの場合は、以下②の回答は不要。
また、現在、取得活動中であり予定日と機関が決定している場合も、以下②の回答は不要。
(該当個所に
）
はい
いいえ
②

環境保全に関する企業理念、方針、自主基準、目標及び目標達成のため
の実行計画がある。
環境保全に関する管理責任者、組織、委員会等を設置し、環境負荷低減
(b)
目標を実行計画に基づき実施している。
(a)

(c) 環境保全に関する法規制を遵守している｡
(d) 環境保全に関する取組みについて内部監査の手順があり実施している｡
環境保全への取組みとしての手順があり運用、評価を行っている（エネルギー

(e) 管理、廃棄物管理、化学物質管理、環境リスク管理、製品アセスメント、環境
保全に関する教育、環境保全に関する緊急事態への対応）。

（２）製品アセスメントにおける環境保全への配慮

(該当個所に

）

はい

いいえ

① 水、森林、金属など天然資源の節約を行っている。
② 投入資源の削減を行っている。
③ 製造時における排出物削減及び廃棄物発生の最小化を図っている。
④ 製造時におけるエネルギー消費の最小化を図っている。
⑤ 輸送エネルギー消費の最小化を図っている。
⑥ 輸送の効率化及び省資源化のために、包装材の削減を行っている。
⑦ 納入資材そのものの消費電力、待機電力等の削減を行っている。
⑧ 再使用化を配慮している（再使用容易化、長寿命化）。
⑨

リサイクル性を配慮している（材料の識別、再生材の利用、部品の再利
用）。

⑩ 分解（分離）、分別性を配慮している。
様式作成：2004/10/1

登记№

10-02-00

附件2 (格式1)
编制日期：

年

月

日

环境管理制度评价表
公司名称：
地址：
法人代表姓名：

(印)

(或负责人姓名)

本回答的窗口
部门名称：
姓名：
电话号码：

(1) 环境管理的制度体制

(请划√)

YES

NO

认证取得日期：
① 已取得ISO14001认证。
认证机关：
审查预定日期：
正在争取取得ISO14001认证。
认证机关：
为取得其他第三方认证建立了环境管理系
登记日期：
统。
登记机关：
为取得其他第三方认证正在建立环境管理系 预定登记日期：
统。
登记机关：
已经取得上述认证时，则不需要回答下列②表。
另外，现在正在取得，并已决定了预定登记日期和登记机关时，也不需要回答下列②表。
(请划√)
YES
②

NO

有关于环境保护的企业理念、方针、自定标准、目标以及实现目标的实行
(a)
计划。
设置了关于环境保护的管理负责人、组织、委员会等，并按照实行计划实
(b)
施降低环境负荷目标。
(c) 遵守关于环境保护的法律法规。
(d) 关于环境保护的制度中有内部监察程序，并进行着实施。
有关于环境保护制度程序，并进行着运用和评价(有关能源管理、废弃物管理、化

(e) 学物质管理、环境风险管理、产品评定、环境保护的教育，有关环境保护的紧急事
态对应)。

(2) 产品评定方面的环境保护计划

(请划√)

YES

NO

① 正在节约水、森林、金属等天然资源。
② 正在削减投入资源。
③ 正在计划削减生产时的排放物和使废弃物的发生最小化。
④ 正在计划使生产时的能源消费最小化。
⑤ 正在计划使输送能源消费最小化。
⑥ 为了提高输送效率和节省能源化，正在削减包装材料。
⑦ 正在削减交货器材的消费电力、待机电力等。
⑧ 正在计划再生使用(再生使用容易化、长寿命化)。
⑨ 正在计划再生利用(材料的识别、再生材料的利用、零部件的再生利用)。
⑩ 正在计划分解(分离)、分类处理。
格式编制：2004/10/1

