
名古屋市認定優良エコ事業所

環境報告書　２０１２年度

名古屋発條工業株式会社

ＩＳＯ　９００１：２００８　認証取得

ＩＳＯ１４００１：２００４　認証取得

ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９　　認証取得



ご挨拶

　関係各位の皆様方におかれましては、平素より弊社生産活動にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。また昨年 3月よりわたくし三輪佳史が事業を引き継ぎましたが、この間、お客様、パートナ

ー会社の皆様から暖かいご支援、ご助言、ご協力を得て事業が継承できましたことを改めてお礼

申し上げます。

　今年1月17日大阪・18日名古屋にて環境省主催セミナー「省エネ・温暖化対策を通じた経営力向

上のすすめ(中小企業のためのＣＯ2排出量算定の新しい視点）」におきまして、大変有難いことに、

弊社取組み事例を発表する機会を頂き、関係者の方々はじめセミナー出席者の皆様よりご好評

を頂きました。

　また環境省殿より発行されます『中小企業地球温暖化対策推進ガイドライン』におきましても弊社

取組み事例を取り上げて頂き、社員一同、今まで地道に積み重ねて参りました環境活動が評価され

ましたことを大変光栄に思っております。一昨年の「第４回名古屋市エコ事業所優秀賞」での事例発

表に始まり、昨年の「なごや環境大学殿」からの工場見学と講演依頼、今年は「環境省主催セミナー」

と、弊社の環境活動を社外にＰＲする絶好の機会を沢山頂戴できましたことを関係各位の皆様方に

深く感謝致しております。

　さて、弊社を含め日本の製造業を取り巻く経済環境は年を追うごとに厳しさを増しているように感じ

られます。多くの企業がリーマンショック・東日本大震災の試練に耐えながら企業活動を継続し、雇

用維持に努めておりますが、一方では日本企業の多くは海外に拠点を持ち世界を相手に企業

活動を行っております。当然、日本経済は国内のみで完結するものではなく、こような日本企業の

グローバル展開によって支えられていると言えます。このグローバル化の波は大企業だけでの問題

ではなく、サプライチェーンを形成している私共中小企業にとっても重要な問題であります。

　弊社でも一部製品製造の海外移転は避けられない状況であり、昨年夏に海外展開へ向けて一歩

を踏み出しました。今後は「海外拠点との連携」という新たな経営課題に取り組み、グローバル人材の

採用・育成が急務であります。これからは「今までの積み重ね」だけでなく、「今までとは違った視点・

発想」で物事に取り組み、企業の継続・発展に努めて参ります。

　今年3月からは「太陽光発電」も始動します。三重県員弁郡東員町の工場用遊休地に「名発いなべ

発電所」が完成致します。微力ながら「環境にやさしい自然エネルギーの推進」を行いつつ、「新たな

企業活動の足掛かり」となれば、と願っております。

　弊社は、「環境活動」「品質活動」「ＣＳＲ活動」という三つの柱が「互いにリンクし合う重要なもの」

であるということを再認識し、国内のみならず海外展開におきましても継続・発展させていきたいと

考えております。弊社ではこの一年を「挑戦の年」と位置付け、社員一同、「全員参加の経営」を目

指し、新たな目標に向かって邁進していく所存でございます。

　今後とも、関係各社の皆様方におかれましては、ご指導・ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い申し上

げます。

名古屋発條工業株式会社

代表取締役社長　三輪佳史

平成25年1月23日
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本報告書は、当社における、2011年11月～2012年10月までの
一年間の当社の環境活動をまとめたものです。

会社概要

     社　名：名古屋発條工業株式会社
     設　立：１９５４年 ２月
     資本金：３，２００万円      従業員：７０名
     所在地：〒454-0052 名古屋市中川区花塚町２－１００ （本社、本社工場）
         　     〒454-0052 名古屋市中川区花塚町１－９１   （第一工場、営業部）
     　         〒454-0052 名古屋市中川区花塚町３－２９   （第三工場）
     　         〒456-0074 名古屋市熱田区比々野町70　    （第二工場）
   　事業内容：各種スプリング及び精密プレス板金加工品の製造及び販売
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＜2012年度の主な取組み＞

　「ISO/TS16949認証取得」

　　「ISO/TS16949」とは自動車国際セクター規格のことであり、ビッグ３こと米国３大自動車メーカーが

開発した「部品調達規格　ＱＳ９０００」と「欧州各国の自動車品質システム規格」を融合させてできた

「自動車業界のための品質システム規格（ＩＳＯ）」です。

 当社はISO9001（品質）取得後、更なるレベルアップを目視して４年前からISO/TS16949の認証取得

に向けた準備を開始しました。その努力が実り、一昨年 2011年11月にＤＮＶ ビジネス・アシュアランス

・ジャパン株式会社殿より推薦を頂戴し、米国デトロイトの認定機関(IATF)から正式な認証を受ける

ことができました。

 当社はランクシムというミクロン単位の製品を得意としていますが、この製品の管理には「社員一人

ひとりの品質に対する意識」と「各部署の団結力」がなければ品質の維持が困難です。従業員数が僅

か70名弱の企業ですが、日頃からの「品質意識」と「団結力」によってISO/TS16949の取得にも繋が

ったのだと考えられます。

　「200KW　太陽光発電（名発いなべ発電所）設置」

　 東日本大震災以降、原子力発電への安全性が懸念されており、国をあげた自然エネルギーへの

取組みが進んでいます。その一環として電力の買取制度が制定され、各企業がメガソーラー事業を

行っています。当社も遊休地を利用し、微力ながら太陽光発電事業を行う予定です。三重県員弁郡

東員町の工場用地約4,000坪のうち2,000坪にソーラーパネルを設置し、2013年3月には「名発いな

べ発電所」が完成します。

  この遊休地は今まで地元の方々の憩いの場（ゲートボール場）として無償で開放していましたが、

「名発いなべ発電所」設置後も引き続き利用して頂けるようにしています。今後も地元の方々との交

流を大切にしながら、環境活動にも取り組んでいきたいと考えています。

　「なごや環境大学殿　講座受入」、「優良エコ事業所認定」

　当社は何十年も前から「社員全員参加の提案制度による改善活動」を行ってきました。業務改善や

コスト低減活動が結果的に環境活動にも良い影響を与えており、2002年には環境活動を第三者機関

が評価するISO14001を取得しました。また2004年には名古屋市殿より「エコ事業所」の認定を受け、

2011年には「優良エコ事業所」の認証を頂きました。

　こような長年の地道な活動が評価され、2011年2月には名古屋市殿より「第4回名古屋市エコ事業

所優秀賞」を頂きました。この賞には、当社を含め「ウエスティンナゴヤキャッスル殿」「(株)大丸松坂屋

百貨店松坂屋名古屋店殿」「(株)エフエム愛知殿」の４社が受賞し、中部経済新聞にも受賞内容の記

事が紹介されました。このように公的機関や他社様より当社の取組みを取り上げて頂くことにより、活動

内容を発表する機会が増えました。例えば2011年11月には「なごや環境大学実行委員会殿」より講演

依頼があり、当社工場見学を含め活動内容の報告をさせて頂きました。また2013年1月17日・18日に

は「環境省主催セミナー」での講演依頼があり、大阪と名古屋で発表させて頂きました。環境省殿より

配布される冊子「中小企業温暖化対策推進ガイドライン（エネルギーの測定・省エネ実践の経営への

役立ち）」には当社の取組み事例も掲載されています。

　今後も環境活動を当社の活動内容の柱と位置付け、社員一人ひとりが環境に対する高い意識を

持ち、地道な活動を継続していきたいと考えています。
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１．環境方針

　　　名古屋発條工業株式会社は、2001年に初回「環境方針」を制定して以来、本環境

　　方針に従い全員参加の地道な活動を続けてきた。その結果、①「名古屋市環境局殿」

　　②「なごや環境大学実行委員会殿」③「環境省地球環境局殿」等の公的機関より当社

   「取組み事例」を高く評価して頂き、広く社会にPRする機会を得ることができた。これによ

    り、私達は今までの活動の方向性が妥当であるとの確信を得、活動の継続に大きな原

    動力となった。

      しかし、現代社会が急速に進歩し多様化する中、私達はニーズを的確に捉え、柔軟

    に対応しなければならない。本方針も例外ではなく、会社の発展とともに未来に向か

    って進むべき指針となるよう見直しの必要性が生じた。よって、新たに従業員となった

    人達も含め、本方針が初回制定当時と同様、「全社員の総意」となるよう改定を行い、

   下記 の事項を環境方針として定める。

　 　１．当社の業務である、金属製品製造において、省資源、省エネルギーの推進、廃棄

        物の削減、汚染の予防に積極的に取組み、環境保全の向上に努める。

　 　２．地域社会との調和、共存を重要視し、環境影響の低減は勿論、積極的に環境の改

        善に努める。

　 　３．関連する環境法規制及び協定を順守する。

　 　４．活動の推進は、環境目的・目標を設定し進める。また定期的に見直しを実施し、継

         続的改善を行う。

　 　５．本方針を実現するために、環境マネジメントシステムを整備し、維持するとともに全

         従業員及び取引先に周知し、啓発に努め、環境意識の高揚を図る。

　 　６．内部監査を実施し、システムの実施状況を確認する。また当該システム の妥当性

　　  　 を担保するため第三者機関による監査を実施する。

　　 ７．環境方針は文書化し、社外から要求があれば、これを公開する。

代表取締役社長

三 輪 佳 史 　  

       2013年 1月29日

名古屋発條工業株式会社

環  境  方  針
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２．環境活動推進体制

    全社が一体となって活動するため、次の様な環境活動推進体制とし、環境活動の

  強化・迅速化及び環境マネジメントシステムの継続的な改善に取り組んでいます。

(      )は部署の責任者

社長 環境管理責任者 工作部(工場長) 工作課(工作課長)

常務取締役 (工場長)

経営層 営業部(部長) 営業課(課長)

電算室(室長)

      内部監査員チーム

      ＩＳＯ事務局 品質管理部(部長) 製品管理課(課長)

品質保証課(課長)

検査課(課長)

総務部(部長) 総務課(課長)

           (公害防止組織　振動　騒音)

  公害防止統括者          公害防止管理者(国家資格認定者)

  現在、資格者 2名

  内部監査員 所定の認定講習受講合格者

現在、環境監査員 １4名　(品質監査員は１2名)

                        (ISO/ＴＳ16949監査員は7名)

社長 海外準備室

推進フォロー会議

①実行計画フォロー会議  (１回/２ヶ月)

②内部監査  (2回/年)

③経営者によるシステム見直し  (１回/年)

環境改善の現場フォロー

①環境パトロール(毎月)

②環境報告書発行、問題指摘と改善指示
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３．ＩＳＯ１４００１認証と定期/更新監査の記録

　　　
　　　　
      

動機と背景の）認証取得１ 
取引先の一部から環境システムの整備を奨められたことが認証取得の動機となりましたが、当社では環境を
考慮しない生産活動は成り立たないとの考えから、会社の生産活動に関連することから環境改善に
取り組もうと 決意しました。また近隣との調和を重要視した取組みを行うことにしました。 

特色マネジメントシステムの環境の）当社２ 
当社は、規模はそれほど大きくありませんが、金属部品の加工プロセスとして、プレス、バレル研磨、
両頭研磨、スポット溶接、金型製作など多様であり、法的規制のあるプロセスもあり、範囲の広いマ
ネジメントシステムとなっています。また、近隣との調和重視、全員参加の推進システムとなっている
のも特色です。 

システム評価 の株式会社）監査アシュアランス・ジャパンビジネス・ＤＮＶ（ ）審査機関４ 

運用上で良かった点 
更新監査 

・毎年環境報告書を発行し続けていることは環境保全にたいする名古屋発條の活動を社会に対して

説明責任を果たしていることになる。 
・全社的に環境に対する配慮がよく行われていることがあらゆる職場や対話の中から見受けられて
よかったと思います。 
・製品管理課の2012年度のアクションプランはプラスの環境側面が主たる活動になっていて業務改
善に繋がる環境上の利点が多く見受けられた。このプラスの環境側面が関係者に見えれば更に良

記録の定期監査までのステップと）認証３ 

2001/10/1      環境方針制定。環境マニュアル整備・改善実行開始 

2001/10/20     ＩＳＯ事務局発足 

2002/1/7        認証取得宣言（社長） 

2002/1/16      審査機関をＤＮＶ（デット・ノルスケ・ベリタス・エーエス）に決定 

2002/1/16      予備審査 

2002/5/14      初回訪問、文書審査 

2002/6/20-21 初回監査  

2002/7/25      認定証受領    認証スキーム ＪＡＢ  ＲｖＡ 

2003/6/26-27 定期監査（ＤＮＶ）第一回 

2004/6/24-25 定期監査（ＤＮＶ）第二回 

2005/6/14-15 更新監査（ＤＮＶ）、２００４年度版更新 

2006/6/15-16 定期監査（ＤＮＶ）第一回 

2007/6/21-22 定期監査（ＤＮＶ）第二回 

2008/3/24-25 更新監査（ＤＮＶ） 

2009/3/18-19 定期監査（ＤＮＶ）第一回 
2010/3/18-19 定期監査（ＤＮＶ）第二回   

2011/3/22-23 更新監査（ＤＮＶ） 
2012/3/22-23 定期監査（ＤＮＶ）第一回 
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４．名古屋市優良エコ事業所認定取得

　名古屋市では、環境に配慮した取組を自主的・積極的に実施している事業所を

  レベルに応じて 「エコ事業所」と 「優良エコ事業所」の２段階に認定する制度を

  始めております。

  「地球を守る第一歩」としてのチャレンジが奨められており、当社の環境方針とも

  合致するため、早速、認定に挑戦をいたしました。

  次に掲げる項目を自主的かつ積極的に実施することが求められています。

　これらの評価点が６点以上でエコ事業認定の対象となり、また１５点以上の事業

　所が優良エコと認定されることになります。     

     ア   環境管理システムの導入

     イ   自動車利用における環境配慮の実施

     ウ   緑化の推進

     エ   廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進

     オ   省エネルギー・省資源の推進

     カ   新エネルギーの導入

     キ   グリーン購入の実施

     ク   環境情報の開示・提供

     ケ   社会貢献活動や環境教育の実施

7月30日付で名古屋市長名による認定の決定連絡書を受領しました。

　  

この結果を社員全員に報告し、一層の環境改善の努力を誓い合いました。

５．自動車リサイクル法

「自動車リサイクル法」が２００５年１月１日より施行されました。

使用済自動車で、そこから出される有用資源を回収し、リサ

イクル、あるいは適正な処分を行う必要があります。

事業所認定エコ名古屋市優良 

 
号００３７６  認定番号 

 
)年間３(月日３１月７年２７日～平成３０月７年２４平成 認定期間 
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6－１．第４回エコ事業所優秀賞発表

1)優秀賞事例発表会

テーマ私達は目指します

「エコ概念を全社員に浸透」

　「エコを起点とした改善活動」

    2011年2月4日13時30分～14時30分　中区役所ホール

    【当日実施されたアンケートで当社に関係があるもののご紹介】

○名古屋発條工業さんのように、自分達の会社の良さを実感するのはなか

   なか難しいのでこのような機会は貴重だと思いました。（学生からの意見）

○ばね、スプリングの最終工程の焼き入れを外注しているが、外注先の熱

   処理炉の熱源は都市ガスですか。油焚きでしたら、燃料をガスに転換する

   だけで50％以上のCO２削減につながります。（企業からの質問）

○名古屋発條工業㈱の環境バランスシートは、情報が数値化されていて、

   とてもわかりやすく、このバランスシートが様々な企業に取り入れたらその

   企業がどの程度省エネルギーで貢献できているか一目でわかるため良い

   方法だと思います。また、バランスシートを企業が常に備えることで企業間

   どうしで情報を共有できるのではないかと思います。環境バランスシートに

   ついて名古屋発條工業様ではどのように作成しているかお教えいただき

   たいと思いました。（学生からの意見及び質問）

   以上、3件のご意見を頂きました。質問には誠心誠意、ご回答させて頂きます。

   名古屋市エコ事業所（授賞式・事例発表）
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6－2．第４回エコ事業所優秀賞表彰

2)優秀賞授与

中部経済新聞             
２０１１年(平成２３年)         

５月５日 木曜日(日刊)３面 
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6－3．名古屋環境大学実行委員会殿

【開催】２０１１年１１月１６日(水)  15：00～16：50 参加者　26名（４班）

・スポット機の冷却水を循環式に改良

・ナット無しセンサーの設置

・コンプレッサーのモーター熱を冬の暖房に利用、夏は外に排気

・蛍光灯のオートセンサーの設置

・検査成績書を紙から電子データへ変更

・プラコン洗浄機の水を循環式に改良

・コンプレッサーをインバーター式にすることで電力削減

・リフトは電気モーターにし、環境を考慮

・プレス工場の壁は防音設備にし環境影響は皆無

・流動バレルのシャワーを循環式に改良

・洗浄機の水を循環式に改良

・乾燥機の熱を暖房に利用

・平面バフ機のシャワーを循環式に改良

・平面バフ機の乾燥機はモーター熱を再利用して暖房用として利用

第三工場 ・切断機、バネ研磨機のシャワーを循環式に改良

　　　　環境活動のご紹介後、工場見学の実施をしました。

本社工場

第一工場　

【場所】

内　容
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6－4．名古屋環境大学実行委員会

工場見学スナップ写真
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6－5．名古屋市エコ事業所認定制度

取組実績レベルに応じて、「エコ事業所」と「優良エコ事業所」の2段階の認定制度が

あります。

1. エコ事業所

2. 優良エコ事業所 名古屋市殿から認定されました。
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7．事業の環境バランスシート(2012年度)

　当社では下記のように資材を投入し、エネルギーを使用して、製品と排出物を出しています。

 また当社ではこれを「環境負荷バランス」と呼んでおり、下の図のように表すことができます。

これだけの物を投入しました エネルギーを使いました 生産活動の結果です

投　入 エネルギー使用量 生産量

１．原材料(板材、鋼材、線材) １．電力           ３４万ｋｗｈ １．製品　　      　６４．９t

          　　           １３９．０ｔ ＋ ２．水道         １,０５３㎥ ＝
２．副資材(工具、砥石、砥粒) ３．ガス            １１２㎥ ＋
                           　 ３．０ｔ リサイクル排出物

３．油脂類         　　　  ０．９ｔ 輸送エネルギー １．金属くず　  　 ７０．５t

＋ １．ガソリン   　 ８，４７９L ２．古紙ダンボール資源

４．ケミカル類             ０．９ｔ ２．軽油　　　    ５，４８４L 　　　　　　　　　   　０．５ｔ

５．包装・梱包資材      ２．７ｔ これだけの影響を出しました           計　　７１．０ｔ

環境影響 ＋
６．用紙類                ０．５ｔ １．騒音  プレス機 廃棄物

２．振動  プレス機 １．汚泥             １．２ｔ

７．ウエス軍手           ０．３ｔ ３．排水  バレル研磨 ２．廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 　  ３．７ｔ

             合計　１４７．３ｔ ３．汚泥(メイゾ)    ０．１ｔ

４．廃油脂          ０．２ｔ

５．研磨カス        ３．７ｔ

６．可燃ごみ       １．８ｔ

７．不燃ごみ       ０．７ｔ

          計　  １１．４ｔ

∥

合計　  　１４７．３ｔ

  当社は、投入量の ８％を廃棄物にしています。

廃棄物の比率を下げるのが目的・目標になっています。

44% 48% 

8% 

排 出 の 割 合 

製品 リサイクル 廃棄物 
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8．環境目的・目標と 2012年度達成・実施状況
2011～20１2年度は下記の「環境目的」に取り組み、多大な成果を得ることができました。

環境目的 2011 実績 2012 実績

EU RoHS ０６,７ 禁止開始

       ELV ０７,７   〃

電気亜鉛メッキ、亜鉛メッキ鋼板

稼動日数の減少が影響

11年度 対比  3％UP

異常気象で猛暑が続いたため、電力量が増えた。

騒音の規制値を監視、問題なし。

振動の規制値を監視、問題なし。

上記以外の環境側面は監視・測定され、達成状況は次の通りとなっております。

環境側面 2012年度達成状況

 ①プレス 振動
振動規制法に適合

 ②プレス 騒音
騒音規制法に適合

 ②排水

下水道法による規制値に適合

 ③産業  廃棄物
マニフェスト管理および分別状
況は適合

金属廃材は１００％　　　　　　　　　
リサイクル回収

 ④油流出   防止
配備状況、内容物に問題はなし

 ⑤環境法規制   
遵守（プレス振
動）

振動規制      
ピーク時          

 54db

振動規制      
ピーク時        

   56db

推進率

２０１１年度迄
に全点完了

 ②省資源、リサ
イクル率 の向上

 ①環境負荷物質
の全廃先取り

歩留率          
  46.7％

 ③省エネの推進

 ④環境法規制   
遵守（プレス騒
音）

完了済

金属端材はリサイクル   　　    
 回収業者へ

騒音規制      
ピーク時        

   59．5db

改善手段

プレス下の防振ゴムの　　　　　
　月例点検調整

歩留率            
64.6％

電力量            
33万KWH

騒音規制      
ピーク時          

 58．5db

電力量          
  34万KWH

プレス工場内側に防音ガード　
　の設置

環境パトロールにて　　　　　
　管理状況観察

監視・測定

油吸着マットを現場に配置、　　
下水の流入防止

毎年１回振動計測　　　　    
  　（外部測定機関）

ｐｈは稼動時に測定　　   　　
   毎年１回水質分析　　　　　

　　　（外部測定機関）

環境パトロールにて、　　　　
　　配備内容物の点検

廃水処理機の導入でスラッジ  
 自動廃棄                      
(E446-12に管理手順記載)

5種のコンテナ分別　　　        　
マニフェスト管理

毎年１回騒音計測　　　　    
  　（社内測定）
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9．環境活動紹介

１）電力使用量削減  (2011～2012年度実行)

　　　使用電力量の分析の結果、冷暖房とコンプレッサがそれぞれ

　　　全使用量の １／３を占めていることが判明。残りの ２／３が

　　　工場動力と照明に消費されています。

 　コンプレッサ電力量削減

   　・エア漏れ撲滅運動

     ・省エネコンプレッサー3台使用

     ・機械毎のエアコック設置

     ・サージタンクの設置

     ・フィルタ点検・整備の定期実施確実化

     ・連続エアブロー個所の専用ノズル化と専用の圧力調整弁の設置

 　冷暖房電力量

    ・冷暖房機の使用基準    冬期-暖房  設定　２０゜C  使用期間  １１／２０～３／２０

                                   　夏期-冷房  設定　２８゜C  使用期間   ６／２０～９／２０

    ・空調不要区域の仕切    人の業務区域のみをｶｰﾃﾝで遮蔽した空調設備

    ・南面窓のブラインド化    日光遮蔽

    ・夏期は給湯器の停止    夜間電力の削減

 　熱源電力量

    ・乾燥機電力の節約     ヒーター電源通電のランプ表示で不要時遮断徹底

 　照明電力量その他

    ・休憩時の全照明消灯   休憩時間１０時、１２時、３時に全照明消灯

    ・業務机の専用照明      机に近接した専用照明器具設置

    ・人感センサー点灯       部品棚など常時点灯が不要な個所にセンサー取付け

    ・コピー待機電力削減    使用後はスイッチオフ、使用時オン

    ・LED設置により消費電力削減    一部変更

 　変電室

    ・ブラインドで日光遮蔽     室温上昇を防ぐ

    ・換気扇で強制排気        室温上昇を防ぐ
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２）省資源

  　省資源活動は、生産材料から、副資材、用紙、文房具、 

  　水道水まで広い範囲の低減活動を全員参加で実行しております。

項 目

生産材料 流出不適合の削減 不適合件数　15 ％増

作業手順の不遵守が原因

副資材 メディア(バレル石)の削減 メディアの購入3％削減

メディアの減らない石に変更 稼動日数の減少が影響

用 紙 社内用コピーは裏紙を使用 コピー用紙使用量86.7 ％増

発送伝票の削減

ISO/TS1649の資料作成時に使用したため

検査成績書の電子管理

水道水 平面バフ・流動バレルのシャワーを循環 本社工場使用量　659㎥/年

式にし、上水道を節減 　　　　　　　　12.0％削減

稼動日数の減少が影響

３）廃水改善

　　当社は、排水の法規制を受ける施設は保有していませんが、自主的にバレル研磨による

　　排水の分析監視を行い、下水道法への適合にも配慮しております。

 ４)廃水処理設備・管理

    ・廃水処理装置でのバレル工程汚泥の回収

    ・廃水処理機の自動運転時に反応槽のｐｈ測定と記録表による管理

    ・バレル工程での汚泥回収(産業廃棄物　Aコンテナ)

 ５)定期排水分析

    外部の計測専門会社に、排水の水質分析を

    依頼しております。（年一回）

省資源化への打ち手(2011-2012) 2011年度と2012年度実績対比

パソコン内の電子掲示板利用(サーバー、
ホスト)
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６）産業廃棄物の削減

産業廃棄物の管理

  最近では、産業廃棄物の移動に関しても法律によりマニフェストを使用する

  厳しい管理となっています。（マニフェスト：移動・管理・処分の証明書）

  当社は、産業廃棄物を６つの区分でそれぞれ専用のコンテナを設置して区分

　管理し 指定運搬業者によって処理場への運搬をしております。

 ７)ＰＲＴＲ法への対応

    「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」と

　  長い名前の法律ですが、普通はＰＲＴＲ法と言われています。

    環境に影響を与える指定化学物質の届け出の必要がありますが、当社では特定化学

　  物質を一切使わない取り組みを行っています。

    物質の中に含まれる成分は、ＭＳＤＳ（製品安全シート）による確認を行って使用して

    おります。

８)排出ゴミの削減

　　名古屋市はゴミ削減を打ち出しており、これを受けて当社でも全社員一体

　　となってゴミ削減に取り組んでおります。

11年度と12年度の対比結果

可燃ゴミ 不燃ゴミ

11年度 1694.6 484.4

12年度 1922 725

 ゴミ管理の方法

     ・職場単位で可燃ゴミ、不燃ゴミの分別の正しさを再確認

　　 ・可燃ゴミ、不燃ゴミ排出量の計測と記録管理

　　 ・可燃ゴミ、不燃ゴミ排出量の前年度とのグラフ対比

可燃ゴミ 不燃ゴミ 

11年度 1694.6 484.4

12年度 1922 725

0

500

1000

1500

2000

2500

Kg ゴミの排出量の対比 
今期は、ISO/TS16949の
監査があり5S徹底を行っ
た結果で「可燃ゴミ・不燃
ゴミ」が増えました。 

A 汚泥  B 廃プラスチック  C 汚泥メイゾ D 金属カス  E 廃油 ・ 木
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９)近隣との調和

   環境方針として、重要な取組項目となっております。

        ・近隣への環境問題を発生させない。

        ・積極的に環境保全の活動を行う。

 環境保全活動

  当社に隣接する公園の定期清掃の実施

     全社員が参加し、公園の清掃、会社周りの清掃、除草を

     定期的に実施、近隣からの評価を頂いております。

2回/年

  当社の敷地にある名古屋市史跡の清掃

     当社敷地内に、喧嘩塚という史跡があります。

     清掃を実施 ３回/年

  賃借駐車場の整備

     借り手としては当然ですが除草、清掃を行い

 　  近所への環境影響がでないようにしています。 2回/年

 環境監視活動

    毎月の環境パトロールで敷地周辺、工場内の環境の問題等を

　　環境ﾁｪｯｸｼｰﾄで監視し、問題があれば即時改善を実行します。

    近隣からの環境上の申し入れがあった場合は、環境情報

　　記録にまとめ、処置を行う仕組みになっております。

１０)緊急事態への対応

   　当社では緊急事態に対し、次のことを行っています。

        ・火災、地震の対応訓練 各１回/年

        ・環境影響を及ぼす油漏れ

        ・大規模地震警戒宣言

        ・保存食の見直し補給 飲料水 １回/3年

保存食 １回/年

 緊急事態の場合の情報連絡ルート、準備及び対応
避難場所を明確にし、毎年１回、訓練・指導を行って
います。大規模地震（東海地震）の場合は、判定会議
招集からの行動を規定し、職場に避難路を掲示し教
育を行いました。 
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10.エネルギー使用量　グラフ　
今期の電力は異常気象により増加し、他の項目は稼動日数の増加が起因しています。

06年 07年
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2% 

2011年度 

可燃 不燃 段ボール 回収古紙 プラスチック 
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11.環境に関するスナップ写真

①プレス工場防音 ②一般ゴミカゴ配備写真

③産廃置き場整備

コンテナ 種類
A 汚泥
B 廃プラ
C コーン

④本社工場の廃水処理機 廃油 油、グリス
D 研磨カス

⑤排水取水で成分調査 ⑥振動・騒音計測の写真

板木

-20-



11-1.環境に関するスナップ写真

⑦乾燥機の熱利用

⑧省エネ用コンプレッサーの設置

(インバーター) (インバーター)

⑨蛍光灯人感センサー(第一工場３階) ⑩冷暖房節電カーテン

本社工場 第一工場 

乾燥機１号機 乾燥機２号機 

排

出 

暖

房 
排

出 

暖

房 

センサー 
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11-2.環境に関するスナップ写真

⑪平面バフ機、乾燥機の熱利用

⑫LED照明設置

バレル場 仕上げ場 

平面バフ１号機 平面バフ２号機 

排

出 

暖

房 
排

出 暖

房 

平面バフ２号機 応接室 
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11-3.環境に関するスナップ写真

⑬設備の水循環式
スポット機 両頭研磨機

自動切断機 砥石切断機

バネ端面研磨機 箱洗浄機

平面バフ機 流動バレル
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11-4.環境に関するスナップ写真

⑭油の再利用及び使用量削減
プレス 油を再利用するためホースを設置

プレス油を再利用 供給ポンプに直接排出し循環する。

油量の変更 ３６リットルから １８リットルに

油槽が大きすぎ、 
交換時に油を2缶(36ℓ)使用する。 
 

油槽を小さくした結果、 
交換時に油は1缶(18ℓ)のみの使
用となった。 
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12.清掃活動

2012/7/31  喧嘩塚の清掃写真

2012/1/13  花塚公園の清掃写真
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13.交通安全の危険予知

年月日 2012年3月1日

内容 交通安全危険予知をビデオ鑑賞
集合場所 第一工場会議室

14.産学連携の取組み

年月日 2012年11月13日

内容 グローバル人材の育成と海外展開について
集合場所 名古屋商科大学内
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15.今後の課題と活動内容

 　　

１．新たな人材育成及び海外拠点との連携

　当社では社内の活性化及び海外展開を踏まえ、ここ２～３年で10名以上の新入社員を迎え入れまし

た。今後はベテラン社員からのOJT教育や当社独自の教育プログラム（社費による進学、講義受講、

資格・技能取得等のバックアップなど）により、即戦力となるよう人材育成を図っていきます。また海外

展開に向け、前記の取組み等を活かしながら、全社員一丸となりノウハウを構築し、本社と海外拠点

とのスムーズな連携を目指したいと考えています。

２．海外でも環境活動を重視

　当社では「品質活動」「環境活動」「ＣSR活動」を三本の柱として活動しています。海外子会社にお

きましても本社と同様に、「環境活動の報告と実施」を行う予定です。原価低減等の「改善活動が環

境影響評価にも良い結果をもたらす」という具体的な成果を例示することで、海外でも「QCサークル

活動」や「改善提案制度」を定着させたいと考えています。

３．経営品質向上とコスト意識の醸成

1）「経営品質」システム

　当社では「全員参加の経営」を目指しており、「経営品質」システムというものを導入しています。これ

は自分達の働いている会社を社員自身が採点するというシステムで、四半期ごとに経営課題が達成さ

れているかチェックし、点数化を行います。当社では「経営品質チェックシート」を作成し、80項目に及

ぶ質問事項に対しチェックを行います。また質問事項の横には個人目標を記入する欄を設け、「経営

課題」と「個人目標」が連動するようにしています。「経営品質」は財務諸表には表れない部分にも目

を向け、数値化することで「見える化」した点に特徴があると言えます。今後は対策委員会を設置し、

経営品質向上に向けた具体的な活動を行っていきたいと考えています。

2）「月次決算の報告」

　また当社では月頭に「全体会」という会議を開き、全社員に「月次決算の報告」と「品質目標達成状

況の報告」を行っています。当社の場合、不良率や材料費は即座にコストに影響を及ぼすため、この会

議は全社員が「コスト意識」を持つための重要な場であると考えています。今後も「月次決算の報告」

を通して、制度会計・管理会計といった「会計制度の仕組みの理解」から「日々の業務の計数管理」に

至るまで、全社員が納得したうえで作業に取り組めるよう、意識の向上に努めたいと考えています。

3）「オンライン戦略ＭＧ」

　さらに今年から試験的に「オンライン戦略ＭＧ」というものを導入しました。これは4～5名で行う「工場

経営のシミュレーションゲーム」です。「材料仕入」、「製造」、「製品販売」を行い、ゲーム上の市場

で売買を繰り返し、利益の最大化を目視すというものです。また、このゲームでは「人員確保」や「設備

投資」等を行う必要があり、社長としての意思決定を体験することができます。現在このゲームは若手

を中心に行っていますが、今後は定期的な開催を行い、将来の幹部候補者や海外責任者の研修に

活かす予定です。
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４.産学連携の取組み拡大

1）名古屋市立工業高等学校殿

　現在、地域に根差した取組みとして毎年、名古屋市立工業高等学校殿の生徒３～4名を就業体験

として受け入れています。当社社員（卒業生含む）の堅実な就業状況を見て、入社希望の生徒が増

えています。来年度は入社予定者が一名おり、今後の活躍が期待されています。

2）大同大学殿

　当社では文系出身の学生や工業高校出身の社員に対し、「技術営業」「品質管理」に必要な知識

を修得してもらうため、社員教育の一環として大同大学殿の「科目等履修制度」による講義受講を奨

励しています。希望者には社費による受講が可能であり、上司が許可した科目は、就業時間中であっ

ても講義に出席し、前期・後期の定期試験を受け、単位を修得することができます。今年は1名の社

員が利用し、①「最先端の理論に触れる機会」②「上司がＯＪＴでは伝えきれない部分を補う場」とし

て活用しました。今回は試験的な取組みでしたが、受講者の社内での評判がよかったため、今後は

受講者数を増やす予定です。

3）名古屋商科大学大学院殿

　昨年度、当社は同大学院殿（中小企業診断士コース）の学生達に「教育実習の場」を提供しました。

7名の社会人学生が参加され、当社が事前に開示した財務諸表等の資料に目を通し、来社時に経営

幹部にインタビューを行い、経営状況を把握した上で分析を行って頂きました。各人が役割分担をし、

約2週間に及ぶ実地調査を行った結果、Ａ４用紙の厚みが２㎝にもおよぶ「最終報告書」が出来上が

りました。内容は社内アンケートの結果や他社比較を用い、詳細な分析がなされていました。また「労

務管理」や「海外展開のアドバイス」にも触れた、大変示唆に富むものでした。今後は報告内容を参

考にして、経営計画にも反映させたいと考えています。

　また同大学院殿からは一昨年と昨年、将来の幹部候補としてＭＢＡ（経営学修士）取得者を5名

採用しています。同大学院殿では土日の通学だけでＭＢＡの取得が可能なプログラムがあり、希望

者は社費で通学できる制度を整えています。過去に1名が利用しており、当社では現在6名がＭＢＡ

ホルダーとなっています。

4）通信制大学・通信制短期大学

　高校を卒業し、当社で働きながら大卒・短大卒の資格を取得したい社員にも、社費で学習できる

環境を整えています。また修士・学士取得者によるチューター制度を導入し、卒業まで学習者をバッ

クアップする体制を整えています。

5）産学共同開発・海外の大学

　現在、当社で扱う材料や薬品等で自社の機材では測定できない場合、名古屋市工業研究所殿に、

強度の解析や成分表示等をお願いしています。今後は更なる発展を目指して、自社の製品にも新

素材や最新の工法を取り入れることができるよう、当社社員が各大学・大学院の研究室を訪問し、新

たな分野を開拓していけたらと考えています。またグローバルな視点で優秀な学生を採用できるよう

海外の大学とも連携が取れる体制を整える予定です。
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16．環境教育・訓練

区分 受講者数

社外教育 年末調整等説明会 2011,11,17 1

海外展開セミナー 2011,12,21 1

材料・熱処理基礎講習会 2012,01,11 2

衛生管理、労働実務総合研修 2012,04,18 2

新入社員ビジネスマナー研修 2012,05,17 4

全国安全週間説明会 2012,06,06 1

大学での履修・専門学校での講座受講 通年 3

社内教育 製品材料の種類 2011,12,15 1

不適合発生時の対応、帳票の作成 2012,02,15 6

ISO/TS16949とISO14001マニュアルの理解 2012,04,18 3

平面バフ加工の知識 2012,05,17 3

5S活動の理解 2012,06,21 2

塗装の知識 2012,08,08 2

鉄くずの分別 2012,09,27 1

資格者数

公害防止管理取得者（騒音） 2

公害防止管理取得者（振動） 2

プレス作業主任取得者 5

ガス溶接作業主任取得者 7

アーク溶接許可取得者 4

スポット溶接機認定取得者 6

玉掛け資格取得者 7

第一種衛生管理取得者 2

フォークリフト運転取得者２ｔ以下 20

            〃                １ｔ以下 5

職長等監督者安全衛生取得者 1

安全管理者選任取得者 3

防火管理取得者（甲種） 3

環境内部監査取得者(ISO14001) 14

品質内部監査取得者(ISO9001) 12

ISO/TS16949内部監査取得者 7

当社の環境関係の資格保有者

開催日環境・安全・衛生の教育記録

資格名
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17．環境改善提案

NO. 2012年度発表テーマ 発表部署 要 旨

① 油槽の変更、汚泥廃却置き場変更 工作課 消耗品の50％削減

② 機械80t→150tに変更、時間短縮 工作課 生産量50％UP

③ レイアウトと作業場見直し効率ＵＰ 製品管理室 作業効率ＵＰ

④ 線材購入先変更によるコスト低減 営業部 コスト低減

⑤ バレル機と石の変更によるコスト低減 工作課 コスト低減

⑥ クーラント変更による作業効率ＵＰ 工作課 作業効率ＵＰ

⑦ 工程集約による作業効率ＵＰ 検査課 作業効率ＵＰ

⑧ デットストック見直しで作業効率ＵＰ 製品管理課 作業効率ＵＰ

2013年　　 1月発行

名古屋発條工業（株） ＩＳＯ事務局 
〒454-0052 名古屋市中川区花塚町２－１００ 

TEL052-363-0521 / FAX052-363-2376 
E-mail:kousakubu＠meihatsu.co.jp 

当社は、業務改善の提案活動を活発に実行し、３ヶ月に1回、全社員
が集まり「改善提案発表会」を開催しています。 

  「１２年度 環境改善の提案」のなかから、成果の優良な発表事例を

次に示します。 
  この発表が、社員の動機付けとなり、さらに継続的に「環境改善の
提案」が出てきております。 
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