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会社概要 事業別製品

グローバルネットワーク● 売上高

● 自動車用エンジン軸受
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大同メタルコトールAD

大同メタルロシアLLC
大同メタルチェコ s.r.o.

同晟金属（株）

大同精密金属（蘇州）有限公司
中原大同股份有限公司

PT.大同メタルインドネシア

BBL大同プライベートLTD. ダイナメタルCo., LTD.

大同メタルドイツGmbH

欧州地域本部

大同インダストリアルベアリング
ヨーロッパ LTD.
大同メタルヨーロッパ LTD. 大同メタル工業（株）

大同プレーンベアリング（株）
エヌデーシー（株）

商 号
設 立
本 社

代 表 者

資 本 金
売 上 高

従 業 員 数
主 要 事 業

国内生産拠点

国内販売拠点

関 係 会 社

大同メタル工業株式会社
1939年11月4日
名古屋本社
名古屋市中区栄二丁目3番1号
名古屋広小路ビルヂング13階
東京本社
東京都品川区東品川二丁目2番24号
天王洲セントラルタワー17階
代表取締役会長　　治 誠吾
代表取締役社長　樫山 恒太郎
（2012年6月28日現在）
7,273百万円
70,326百万円（連結）
61,673百万円（単独）
3,907名（連結）/1,176名（単独）
● 自動車用エンジン軸受
● 自動車用エンジン以外軸受
● 非自動車用軸受・その他
第1カンパニー・犬山工場（犬山事業所内）
第2カンパニー・前原工場（犬山事業所内）
バイメタル製造所（犬山事業所内）
第3カンパニー・岐阜工場
東京支店、名古屋支店、大阪支店、
浜松営業所、広島営業所、九州営業所
● 国内6社
● 海外（主な拠点）／アジア6拠点、中国
　 1拠点、ヨーロッパ6拠点、アメリカ2拠点

　自動車のエンジンには1台あたり平均で約20個の軸受が
使用されています。この自動車用エンジン軸受において、世
界シェア約30%（当社推定）を有するトップ企業です。

自動車（乗用車・トラック）エ

ンジン用軸受、レースエンジ

ン用軸受、二輪エンジン用

軸受など

　
　
　自動車では、エンジン以外にも、いろいろな場所に多くの
軸受が使用されています。中でもターボチャージャー用軸
受やショックアブソーバー用軸受において国内で極めて高
いシェアを有しています。
　
　自動車部品（トランスミッション、ショックアブソー

バー、コンプレッサー、ステアリングなど）用軸受

ターボチャージャー用
スラストベアリング

ショックアブソーバー用
ブシュ

● 自動車用エンジン以外軸受（自動車部品用軸受） 

主な製品

主な製品
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● 建設機械用軸受

● 船舶用軸受

● 一般産業用軸受・その他

● 編集方針
大同メタルグループ環境方針の基本方針に基づき、
大同メタル工業(一部関係会社)の環境経営活動及び
環境情報を開示し、ステークホルダーの皆様とのコ
ミュニケーションを図るとともに、社員のさらなる環境
意識向上を目指し、環境報告書を発行しています。

● 報告対象範囲
犬山事業所※1、岐阜工場を報告範囲としています。
※1 犬山事業所の範囲：第１カンパニー・犬山工場、第2カン

パニー・前原工場、バイメタル製造所ほか関係会社の大同
メタル販売（株）、大同ロジテック（株）も含む。

その他、グループ関係会社の一部をご紹介します。
● 対象期間 
本報告書は、2011年度（2011年4月から2012年3
月）の活動内容・環境負荷低減活動について記載して
います。
※2012年に取締役選任に基づく職位名の変更があり、環
境取り組み組織の記載部分及び組織図は2012年での
記載としています。

● 参考ガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

● 公開
2012年11月（次回公開：2013年秋予定）
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生産拠点
販売拠点
地域本部

（2012年3月31日現在）

アメリカ

大同メタルU.S.A.INC.
ベルフォンテン本社

大同メタルメキシコ
S.A.DE C.V.
2012年2月設立  
2013年稼働予定  （　           ）

大同メタルU.S.A.INC.
デトロイトオフィス

大同メタルU.S.A.INC.
シカゴオフィス

　ショベルカーなどの建設機
械のエンジンやシリンダーに
も軸受は用いられています。
建設機械・農業機械用の軸受
においても国内外で高いシェ
アを有しています。

　
　船舶のエンジンに用いられ
る軸受では、大きいものでは
内径1mにも及びます。船舶
用の軸受においても世界で
高いシェアを有しています。

　オフィス用機器はもとより水力・火力などの発電設備、高
速車輌、鉄道事業、免震・制振装置など、多種多様な産業分
野の軸受を手掛けています。また、ロータリーポンプ、集中
潤滑装置など、軸受以外の潤滑技術応用製品も開発・販売
しています。

低速ディーゼル
エンジン用軸受

特殊軸受（タービン用軸受） ドライベアリング

中高速ディーゼル
エンジン用軸受

会社概要／事業別製品／
グローバルネットワーク

トップメッセージ

環境マネジメント
　環境マネジメントシステムの推進
　国際規格（ISO14001）への対応／
　環境リスクマネジメント
　環境教育・啓発
　環境活動目標と結果／環境会計

環境保全活動
　地球温暖化防止への取り組み
　廃棄物・水使用量削減への取り組み
　環境負荷物質低減への取り組み／
　大気・水質保全活動
　環境配慮製品の開発
　事業活動のマテリアルバランス
　環境データ

社会貢献活動
　地域社会とともに
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トップメッセージ

● 企業理念 ● 行動指針

　2011年に発生した「東日本大震災」「タイ洪水」で被災
された方々にお見舞い申し上げるとともに、一日も早い
復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
　当社は、自動車のエンジンをはじめ、船舶・建設機械・OA
機器の駆動部など、回転部分がある機械には必ずといって
いいほど使用されている重要部品「軸受」のメーカーです。
中でも、耐荷重・耐衝撃性に優れた「すべり軸受」の製造に特
化した企業として、同分野で国内トップのシェアを誇り、摩
擦・磨耗・潤滑技術（トライボロジー）における高度な技術力

を積み重ねてまいりました。とくに環境配慮製品の開発は、
あらゆる業界に納入するリーディングカンパニーが果たす
べき責務と考え、世界でいち早く対応し、産業界の環境負荷
低減に貢献しております。
　当社では、こうした「企業の社会的責任」を経営の重要課
題として位置づけ、メーカーの本質である「製品を通して社
会に貢献する」ことはもちろん、事業活動全体での環境負荷
低減や社会貢献などさまざまな取り組みを展開しておりま
す。また、日々の業務においても社会的責任を意識した行動
が実践できるよう、「行動憲章」を具体化した「行動基準」を
策定するなど社員一人ひとりの啓蒙・啓発にも努め、グルー
プ全体に取り組みの浸透を図っております。

地球環境を保全することが
最重要課題のひとつであると強く認識し、
信念と技術により最善を尽くします。

1.会社の務（つとめ）
　社員の幸せをはかり、地球社会に貢献する
2.会社の心（こころ）
　企業倫理を重んじ、活力あるオープンな
　企業風土をつくる
3.会社の源（みなもと）
　常に市場から学び、お客様の信頼に応える
4.会社の途（みち）
　創造と革新につとめ、夢に挑戦する
5.会社の志（こころざし）
　世界のトライボロジーリーダーを目指し、
　技術を磨く

1.私たちはいつも世界に目を向けます。

2.私たちはいつもお客様の声に耳を傾けます。

3.私たちはいつも環境を大切にします。

4.私たちはいつも「個と和」を尊重します。

5.私たちはいつも柔軟に発想し提案します。

6.私たちはいつもスピーディーに対応します。

経営の重要課題である
社会的責任への取り組み

代表取締役社長 兼 最高執行責任者
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● 行動憲章

　環境活動においてはＩＳＯ１４００１のマネジメントシステム
を活用し、省エネ施策や廃棄物削減など全社で知恵を出し
合い、着実に取り組みを推進しております。
　しかし、2012年2月に当社犬山事業所、3月に連結子会社
エヌデーシー株式会社の習志野工場敷地内において重金
属を含む汚染水の地下浸透事故が発生し、お客様はもとよ
り地域住民の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けいたし
ました。改めまして、ここに深くお詫び申し上げます。  
　事故発生直後より汚染の拡散防止を実施し、浄化活動を
継続するとともに、再び同様の事故が発生することのない
よう再発防止にも取り組んでおります。
　具体的な対策としましては、事故発生後、国内及び海外を
含めた対象拠点において緊急点検を実施し、有害物質の漏
れなどの異常がないことを確認いたしました。また、2012
年6月1日施行の「改正水質汚濁防止法」に基づく構造など
に関する基準の遵守につきましては、既存設備に適用され
る3年の猶予期間を、極力前倒しで対応する方針で取り組ん
でおり、すでに経過期間が長く優先度の高いものについて
は、コンクリートの補修、ライニング施工による補強を完了
しております。
　今後も、関連法規を遵守するとともに、関係当局のご指導
に基づきながら、危機意識を強く持ち、グループを挙げて再
発防止に努めてまいります。

　当社では、先の事故を受けて、環境方針に掲げる「地球環
境の保全」をより強く認識し、取り組みのさらなる強化を
図っています。
　まず、環境活動への基本姿勢として、「すべて前倒しで実
施すること」を、実際現場に赴きながら、環境統括部門・環境
委員会メンバーをはじめ、従業員全体に徹底し、速やかな行
動につなげています。
　また、活動内容につきましても、確実な事故対策はもちろ
んのこと、省エネ・廃棄物削減・リサイクル化など環境負荷
低減に向けた各施策も短長期的に課題を洗い出し、設定し
た目標の達成に向けて、グループ一丸となって確実に活動
を推進してまいります。
　当社グループの取り組みを皆様により見やすくお伝えで
きるよう、この度環境報告書をリニューアルいたしました。私
たちの環境活動を、より多くの方にご理解いただけますと幸
いです。 
　今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。       
       
       
       
      

1.基本的使命／当社は、日本はもとより世界のあらゆる産業発
展に優れた製品の提供を通じて貢献する。

2.関連法規の遵守／関連法規を遵守し、公正で健全な企業活
動を行う。

3.情報開示／会社情報の適正管理を図り、タイムリーかつ適正
な開示を行い、企業の透明性を高める。

4.環境の保護／人類の共通の財産である地球環境の保護が最
重要課題であることを認識し、信念と技術により推進する。

5.社会への貢献／当社は、社会の一員であることを自覚し、社
会貢献活動を推進する。

6.個人の尊重／企業の財産である従業員の人格・個性を尊重
し、健康と安全に配慮した職場環境を実現する。

7.反社会的勢力に対する姿勢／企業の健全な活動に脅威
を与える勢力・団体には毅然とした態度で対決する。

8.海外での貢献／海外においては、その国の文化や慣習を尊
重し、企業活動を通して現地の発展に貢献し、グローバルな企業

として更なる発展を目指す。

9.企業倫理の徹底／経営トップは、本憲章の実現のため、具体
的な行動基準を策定し、社内整備を図るとともに、役員はもとよ

り、全従業員への周知徹底を図る。

10.問題解決／経営トップは、本憲章の精神に反するような事態が
発生したときには、自らの責任において問題解決にあたり、原因

究明・再発防止に努め、自らを含めて厳正な処分を行う。

汚染水の地下浸透事故における対応と
再発防止

グループ一丸となって環境活動を推進
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環境マネジメントシステムの推進

大同メタルグループ環境方針
　当社は、持続可能な社会の実現に向けて、グループ全体
で環境保全活動に取り組む必要性から、2004年4月「大同
メタルグループ環境方針」を制定しました。
　「限られた資源と限りある浄化」という有限の地球環境に
最大限配慮した事業活動を進め、「循環型社会の形成」に向
けてグループ全体で、積極的に取り組んでいきます。

　環境関係における全社の最高会議体として環境委員会
（1994年4月発足）を設置し、環境改善・環境の諸問題に取
り組んでいます。

　全社環境委員会委員長は、取締役兼上席執行役員が就任
し、メンバーは役員、執行役員、及びカンパニープレジデント
を主体に構成しています。環境政策及び実施計画などは、
全社環境委員会において審議・決定され、各部門で活動・
実行します。

　大同メタルグループの環境取り組み経緯は以下の通り
です。

環境マネジメント

環境取り組み組織

2012年6月28日現在

環境取り組み経緯

大同メタルグループは、人類共通の財産である地球
環境を保全することが、人類に課せられた最重要
課題のひとつであることを強く認識し、信念と技術
により環境の保全に最善をつくす。

基本理念

1）大同メタルグループは、法規制を遵守し、自らの
責任において、地球環境の保全に努める。

2）大同メタルグループ全体で環境問題に取り組み、
環境マネジメントの強化に努める。

3）全ての事業活動において、省エネルギー、省資
源、リサイクル、産業廃棄物の低減を徹底推進
する。

4）技術の総力を挙げて、環境保全・環境改善に貢献
できる技術及び製品の開発を推進する。

5）お客様、地域社会、その他関係者に対して、環境
に関する取り組みを積極的に開示し、コミュニ
ケーションに努める。

6）社員一人ひとりの環境意識を高め、自ら責任を
持って環境保全活動を遂行できるよう、環境教
育・啓発活動を行う。

基本方針

大同メタル
全社環境委員会

環境保全の最高意思決定機関
メンバー：役員
　　　　カンパニープレジデント
　　　　指定部門長
委員長：取締役兼上席執行役員

実施部門

全社環境委員会の決定事項を実行

環境管理委員会

第1カンパニー

第2カンパニー

第3カンパニー

犬山工場

前原工場

岐阜工場

バイメタル製造所

研究開発センター

犬山地区事務部門

本　社 支店・営業所

大同プレーンベアリング株式会社

1994年  4月

1998年  4月

1999年  2月

1999年10月

2001年  3月

2001年  4月

2002年  4月

2002年  6月

2004年  1月

2004年  4月

2004年  6月

2005年  3月

2006年  3月

2008年  2月

環境委員会が発足し、環境の保全及び改善に取り組む

リサイクルプロジェクトを設置し、廃棄物低減活動を実施する

ISO14001取得宣言を行い、全サイトで取得を目指す

環境方針を制定し、活動を強化する

犬山事業所がISO14001の認証を取得

社長直轄の環境室を設置

東京工場を最後に全工場4サイトでISO14001の認証を取得

PRTR法に基づき対象化学物質の把握・届出を実施、
また削減計画を作成し、削減に取り組む

ゼロエミッション第一次目標を全社で達成

大同メタルグループ環境方針を作成し、連結環境に取り組む

ゼロエミッション第二次目標を全社で達成

工場4サイト（2005年当時生産拠点 犬山事業所、岐阜工場、
東京工場、埼玉工場の4サイト）を統合し、ISO14001の活動
の一元化を図る

ISO14001の認証範囲を本社・営業部門まで拡大、
全社で認証を取得し、全社員の活動とする

大同プレーンベアリング株式会社を１サイトとして組織統合し
ISO14001の認証を取得

年  月 内　　容
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国際規格（ISO14001）への対応／環境リスクマネジメント

　1999年2月、全ての事業活動に伴う環境負荷を継続的に
改善するツールとして、全社でISO14001
の認証取得をする方針を決定し、環境委
員会にて積極的に推進してきました。
　2008年2月、大同プレーンベアリング
株式会社を当社の1サイトとして組織化
し、認定取得範囲を拡大しました。

　環境監査においては、第三者機関による外部審査（定期
審査・更新審査）、社内監査員による内部環境監査を定期的
に実施し、環境マネジメントシステムの有効性をチェックし
ています。これらの結果
を踏まえて、各部門にお
けるマネジメントシステ
ムの見直し・改善も実施。
こうした取り組みを継続
し、管理レベルの向上を
図っています。

国際規格（ISO14001）への対応
　2012年2月に、当社 犬山事業所、3月に連結子会社エヌ
デーシー株式会社 習志野工場敷地内において重金属を含
む汚染水（廃液）の地下浸透事故が発生しました。汚染拡散
防止・浄化に向け、以下のような対策を行っています。

　事故発生直後から汚染土壌の掘削除去を行い、汚染水の
拡散防止のため事故現場付近に地下水揚水用の井戸を設
け、地下水の浄化を実施しています。
　引き続き愛知県の指導に基づき、浄化対策を確実に推進
していきます。

　当工場においても、汚染水の
拡散防止に向け、事故現場付近
に地下水揚水用の井戸を設置
し、地下水の浄化を実施してい
ます。
　千葉県の指導に基づき、浄化
対策を進めるとともに、再発防止
にも万全を期しています。

環境リスクマネジメント

● 大同メタルのISO14001認証取得

● グループ会社のISO14001認証取得

● ISO14001認証取得の経緯

犬山事業所

エヌデーシー株式会社（習志野工場）

● 環境監査

1999年4月

2001年3月

2001年8月

2001年9月

2002年4月

2006年3月

2008年2月

全社取得宣言

犬山事業所

岐阜工場

埼玉工場

東京工場

本社・営業部門（拡大、全社で認証）

大同プレーンベアリング株式会社（組織統合1サイトとして認証）

年  月

2003年1月

2003年2月

2003年3月

2003年5月

2006年4月

2007年3月

2007年7月

2008年3月

2009年1月

大同インダストリアルベアリングヨーロッパ LTD.

ダイナメタル Co., LTD.

エヌデーシー株式会社

大同メタルコトール AD

同晟金属株式会社

P.T. 大同メタルインドネシア

大同メタルチェコ s.r.o.

大同メタルロシアLLC

大同精密金属（蘇州）有限公司

年  月

大同メタル

グループ会社 所在地

定期審査：クロージングミーティング
（最終会議）

登録証番号
JQA-EM1402

英国

タイ

日本（千葉県）

モンテネグロ

韓国

インドネシア

チェコ

ロシア

中国

汚染地下水回収タンク（犬山事業所） 地下水揚水ポンプ

汚染地下水回収タンク
（エヌデーシー株式会社
 習志野工場）
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環境教育・啓発

環境教育・啓発

※大同メタルカレッジには多数の講座があり、
　修了者数にはオープン講座などの修了者も含まれます。

環境方針カード（冊子）
【2010年度改訂版】

環境展示コーナー（犬山事業所）

　社員の環境改善事例を紹介する｢環境展示コーナー」を
常設しています。取り組みの成果を公表するとともに、社内
の環境意識を高め、活動をさらに促進する役割も担ってい
ます。
①環境改善事例を展示し、社内に環境改善活動のヒントを
提供しています。
②社内外に活動をPRしています。
③社員の環境啓発及び意識向上の「場」としています。
　※掲示物は、全社環境委員会での「環境改善事例」発表を行った後、展示
　　しています。

　2005年4月、「モノづくりは、ひとづくり」の考えのもと、
人材力の向上を担う「大同メタルカレッジ」を組織化し、技
能の伝承や技術レベルアップのほか、環境・安全衛生教育
も積極的に展開し、啓蒙活動
に努めています。
　2011年度大同メタルカレッ
ジ修了者は367名（累計修了
者 2,462名）です。

　社内コミュニケーションの一手段として、環境安全セン
ターが社内開示用のホームページを作成・運営しています。
このホームページには、
環境方針、各サイトの目
標・目的、活動計画、月
次実績をはじめとする
サポート資料などを掲
載しています。

　環境方針を実際の行動につなげる「環境方針カード」を
2010年11月にリニューアルし、全社員に配布。「私のエコ
宣言」の欄に個人目標
を記載し、一人ひとりが
その目標に対する環境
活動を実行しています。
　この環境方針カード
には、主に以下のことが
掲載されています。
● 環境方針
● 今私たちにできること
　1.地球温暖化防止のために(3項目)
　2.省資源のために(3項目)
　3.廃棄物の削減のために(3項目)
● 私のエコ宣言

　当社では、社員一人ひとりが日々の
業務において、法令遵守はもちろん、
高い倫理観を持って行動できるよう、
全社員に「行動基準」を配布していま
す。行動基準の理解度を自主的に
チェックできる企画を社内報で展開す
るなど、定期的な浸透活動も行ってい
ます。

環境マネジメント

● 大同メタルカレッジ修了者推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2007

132

398
515

913 848

1,761

334

2,095

367

2,462

2008 2009 20112010

（人）

（年度）

修了者
累計修了者

● 環境展示コーナー

● 部門のホームページへの掲載

● コンプライアンス

● 環境教育

行動基準(冊子)

環境教育（大同メタルカレッジ）

● 環境方針カードの配布
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環境活動目標と結果／環境会計

地
球
温
暖
化
防
止
・

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

廃
棄
物
低
減
対
策

環
境
負
荷
物
質
の

管
理

CO2排出量を2011年度末までに
2010年度排出量未満とする。
● CO2排出量　３６,８２４t未満

廃棄物を2011年度末までに
2010年度排出量未満とする。
● 廃棄物発生量（総量） 1,883t未満
　 廃棄物総量原単位を2011年度末まで
　 に2009年度比2％低減する。
● 総量原単位 43.1ｇ/千円

PRTR法に対応し対象物質の
把握・管理の徹底
● 取扱重量 280t未満

※1 原単位…生産金額（千円）に対する、ＣＯ２排出量、電気・燃料使用量の指標。　※2 燃料…重油、灯油・軽油・LPガス・都市ガスを主に使用。

計

事業
エリア内
コスト

公害防止コスト

地球環境保全コスト

資源循環コスト

大気・水質・騒音対策など

温暖化防止・省エネなど

廃棄物削減・処分・リサイクルなど

0.0

管理活動コスト 環境教育・ＥＭＳ認証取得維持・
環境保全活動の人件費など

研究活動コスト 環境負荷低減の研究・開発費

社会活動コスト 緑化・景観・啓蒙活動など

環境損傷コスト 土壌汚染などの修復費

項 目 環境目標（2011年度目標） 主な活動（2011年度） 活動結果（2011年度） 目標達成率 2012年度計画

分 類 内 容 投資額 費用額

（百万円）

● 再資源化率の向上
　 目標再資源化率 25.3％以上

● 部門毎に目標設定と
　 省エネ活動の推進
● 環境改善活動事例の
　 横展開
● 省エネ・節電施策の
　 確実な実行

● 部門毎に目標設定と
　 廃棄物低減活動の推進
● 環境改善活動事例
　 の横展開

● PRTR対象物質の
  把握と届出
● 自主管理の強化
● 削減計画の作成

● 省エネルギー原単位
　 の削減だけでなくCO2
　 排出量の低減に重き
　 を置いた活動の実行
● 工場単位における
　 目標の明確化
● 省エネ法の遵守強化

● 廃棄物フローの作成、
　 レイアウト化
● めっき汚泥の管理・
　 層別化検討
● 廃棄物教育の推進
　 （分別教育）

● 軸受材料の
　 鉛フリー化推進
● 対象物質に代わる
　 代替物質の検討

● エネルギー原単位目標
　 CO2原単位を２０１１年度末までに
　 ２００９年度比２％低減する。
　 ・CO2原単位 613.3ｇ-CO2/千円
　 各エネルギー原単位を２０１１年度末
　 までに２００９年度比２％低減する。
　 ・電力原単位 0.9370ｋｗｈ/千円
　 ・燃料原単位 187.12ｇ-CO2/千円

● 廃棄物発生抑制 2,740t
   総量原単位 39.8ｇ/千円

● 再資源化率の向上
　 再資源化率 20.9％  資源化 573t

● PRTR対象物質の排出量・
　 移動量を集計し届出完了
● 自主管理基準の作成と管理の実行
● 削減計画の作成と推進
　 PRTR法対象物質取扱重量
　 実績 362t

● CO2排出量低減 38,878t

● エネルギー原単位
　 ・CO2原単位 565.1ｇ-CO2/千円
　 ・電力原単位 0.8466ｋｗｈ/千円
　 ・燃料原単位 164.77ｇ-CO2/千円

68.7％
108.2％

77.3％

94.7％

108.5％
110.7％
113.6％

　環境会計においては、環境保全活動の費用対効果を明確に
環境経営に反映させるとともに、その情報を公表するため、
2001年度より環境コストと効果を把握する取り組みを行って
います。集計方法や分類などは、環境省ガイドラインを参考
にしていますが、100%環境コストと特定できる項目に限定
しました。
■ 集計範囲：本社、犬山事業所、
　 岐阜工場、研究開発センター
■ 集計期間：2011年度（2011年4月1日～2012年3月31日）

● 環境保全コスト

環境活動目標と結果
　地球温暖化防止活動は、CO2排出量が目標値36,824t未満に対し、実績値は38,878tで、目標達成率は94.7%となりまし
た。CO2原単位※1は目標値 613.3ｇ- CO2/千円に対し、実績値565.1ｇ- CO2/千円の結果となり、目標達成率は108.5％。各エ
ネルギー原単位目標値 電力原単位0.9370ｋｗｈ/千円、燃料※2原単位187.12ｇ- CO2/千円に対し、それぞれの実績値
0.8466ｋｗｈ/千円、164.77ｇ-CO2/千円の結果となり、目標達成率は110.7％、113.6％。エネルギー原単位は達成できまし
た。しかし排出量の総量が未達であるため、今後はCO2排出量削減に特化した省エネルギー活動を実施していきます。
　廃棄物低減活動は、廃棄物発生量の目標値1,883t未満に対し、実績値2,740tとなり、目標達成率は68.7％となりました。生産
金額の増加、及び2月の地下浸透事故に伴う対象槽の産業廃棄物の外注処理委託量が発生したことによるものです。再資源化
は、廃棄物低減の主要な対応策ですが、めっき汚泥の再資源化が年々難しくなりつつあり、再資源化率20.9％となりました。（ま
た、排水事故に伴い、社外に委託するめっき処理に係る廃棄物の排出量が増加し、その影響により再資源化率が減少しています。）

環境会計

6.9 245.4

4.9

0.0

81.1

1.9 21.6

0.0 18.0

0.0 3.7

0.0 0.7

0.0

120.2

　 

注）投資は当期検収分で、減価償却費は含んでいません。複合的コスト（環境目的とそれ以外の目的を
　 併せ持つコスト）は集計していません。人件費は業務時間比率で按分しています。
　 ※各数値は四捨五入のため、個々に足した値と合計額が異なる場合があります。
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地球温暖化防止への取り組み

省エネルギー活動
　地球温暖化防止への対応及びエネルギー資源の有効活
用を目指して、省エネルギー活動を推進しています。2011
年度は、活動目標として「CO2排出量2010年度排出量未
満」を掲げていましたが、生産量が増えたことでCO2排出量
は38,878tとなり、2010年度より6%増加しました。

　エネルギー効率を表す原単位は、電力・燃料ともに2010
年度より削減しました。今後は、CO2排出量を削減するため
の対策を検討し、推進していきます。

　各部門の省エネルギー活動の成果を「環境改善事例」に
まとめ環境委員会で
報告しています。ま
た、環境展示コーナー
及び社内ホームペー
ジに掲載し他部門へ
の横展開を図ってい
ます。

　省電力への取り組みとして、排水放流槽の常夜灯やエレ
ベーターの照明など、導入可能な部分から順次LED照明に
切り替えました。
　また、新規設備においても積極的に照明のLED化を推進
しています。

　東日本大震災以降、社内
の節電意識が高まり、各フロ
アー・食堂・会議室などの蛍
光灯を間引きしました。今後
も、省エネ活動の一環として
この取り組みを継続してい
きます。

　使用電力がひと目で確認できる
よう、各工場の変台に計測器を設
置。電力量を視覚的に監視できる
仕組みを構築しています。この計
測器を有効活用し、さらに省エネ
活動を推進していきます。

環境保全活動

● 改善活動

● LED照明の導入

● 蛍光灯の間引き

● エネルギーの見える化（変台単位の計測把握）

事業所における削減活動

CO2排出量
生産金額原単位

● 電力・燃料累積原単位実績
電力累積原単位

（t） （g-CO2/千円）

（kwh/千円）

2009 2010 2011

燃料累積原単位（g-CO2/千円）

2009 2010 2011（年度） （年度）

悪

良

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率

LED照明（エレベーター） LED照明（エレベーター内）

LED照明設置
排水放流槽（常夜灯）

LED照明（めっき設備）

蛍光灯間引きの様子（食堂）

計測器

0
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30,000

45,000
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011（年度）

31,968
33,810

36,565
39,411

40,970 40,189 39,347

32,917

26,758

625.8

36,824
38,878

614.1

565.1
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0.75

1.00

150

175
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● CO2排出量推移

※原単位…2009年度より原単位を生産数量原単位から、生産金額原単位に変更しています
ので、グラフ上の表記は2009年からの記載となっています。
※ＣＯ２換算係数…改正省エネ法（2010年4月１日）の施行に伴い、事業所単位（会社単位）の
エネルギー管理に変わりましたので、報告対象基準年度（2009年度）以後のＣＯ２換算係数
は、各年度毎の換算係数を使用して計算しています。当社 犬山・東京・埼玉工場「自動車用
エンジン軸受」国内生産体制の再構築に伴い、換算係数を見直し、2008年度以前の排出
量につきましては改正省エネ法基準年度（2009年度ＣＯ２換算係数）を使用し、過去に遡り
再算出しています。

改善事例（集塵機、コンプレッサー）
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廃棄物・水使用量削減への取り組み

廃棄物削減活動
　生産量に比例して廃棄物の排出量も増加したため、廃棄
物の中でも、比率の高いめっき汚泥対策として、鉛を含有す
る排水と含有しない排水の排出経路を分離、再資源化でき
ないめっき汚泥に関しては削減に取り組み、鉛を含有しない
めっき汚泥については再資源化に向けた処理方法の検討を
進めています。

　廃棄物の分別については、全社的に資源回収の仕組みを
整備し、部門単位で分別ボックス・区画を分けた資源分別ス
テーションを設置するなどの取り組みを行っています。
　また、新入社員教育において「廃棄物分別教育」を実施。
資源分別ステーションやルールの確認を行うほか、想定され
る廃棄物を準備し、実際に分別作業をするなど実践的な教
育を行っています。

　当社では、お客様に納品する際、製品を入れた箱（PT箱）
の納品ラベルを貼り変えることで、箱を繰り返し使用してい
ます。
　この納品ラベルを、2011年度より低粘着のものに変更し
ました。従来の納品ラベルは粘着力が高く、剥がす際に大量
の水でこすり洗う必要がありましたが、低粘着ラベルに変
更したことで剥がれやすくなり、洗浄時の水使用量を低減
しています。      
       

水使用量の削減 ● 資源回収活動
● 箱洗浄水の削減

廃棄物分別教育（大同メタルカレッジ）

資源分別ステーション

2007

2,655

2008 2009 2010 2011

（t）

（年度）
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

● 廃棄物・資源化推移 排出量
資源化

2,005

1,751
1,883

2,740

478 573

807892

1,404

資源回収ルート整備（2002年9月）

廃棄物調査

資源化できるもの 資源化できないもの

分別基準の作成

分別状況チェック

分別の徹底

資源化ルートの構築

❶分別ボックス  ❷資源分別ステーション
❸資源回収センター

低粘着ラベル変更前のPT箱 低粘着ラベル
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環境負荷物質低減への取り組み／大気・水質保全活動

環境負荷物質低減活動

フッ素イオン交換装置

　PRTR法※1を踏まえ、環境負荷物質の環境への排出量を
把握し、管理の改善を進めています。
　改正PRTR法の施行により、当社が扱う化学物質では「イ
ンジウム及びその化合物」「塩化第二鉄」が新たに第一種指
定化学物質として含まれ、排出量・移動量の把握・届出を
行っています。
※1  PRTR法：特定化学物質の環境への排出量把握及び管理の改善の促進

　　  に関する法律

　工場で使用するボイラーの燃料を重油から都市ガスに転
換。重油の使用量を減らし、ばいじん、SOxの排出量を低減し
ています。今後も引き続き計画を立て、実施していきます。

　生産工程からの排水に含まれるフッ素イオンの濃度を低
減するため、フッ素イオン交換装置を設置。排水フッ素イオン
濃度を適切に管理し、水質への負荷を抑制しています。

環境保全活動

大気・水質保全活動
● 大気

● 水
2007 2008 2009 2010 2011

435

327

226

343 362

（t）

（年度）

扱い重量
削減目標

0

100

200

300

400

500

排出量（kg/年） 移動量（kg/年）
事業所

犬
山
事
業
所

政令
番号 化学物質名

大気 水域 土壌 下水道 その他

31 アンチモン及びその化合物 0 0 0 0 0

44 インジウム及びその化合物 0 0 0 0 2,911

71 塩化第二鉄 0 0 0 0 1,126

82 銀及びその水溶性化合物 0 0 0 0 686

144 無機シアン化合物 0 0.2 0 0 9,298

186 ジクロロメタン（塩化メチレン） 1,200 0 0 0 0

300 トルエン 9,860 0 0 0 0

304 鉛 0 1.6 0 0 5,678

305 鉛化合物 0 2.4 576 0 7,982

308 ニッケル 0 0 0 0 0

309 ニッケル化合物 0 66 0 0 4,200

405 ほう素化合物 0 104 112 0 5,887

453 モリブデン及びその化合物 0 0 0 0 0

● PRTR法対象化学物質の削減目標・実績

● 重油使用量の推移

0

400

2002

1,179

2003

1,071

2004

1,077

2005

1,205

2006

681

2007

631

2008

619

2009

517

2010

633

2011

578

（年度）

1,400

200

600

800

1,000

1,200

（kℓ）

● 2011年度届出「化学物質の排出・移動量」

2007

6.4 6.2

3.5

1.7 2.0

2008 2009 2010 2011

（mg/ℓ）

（年度）
0

2

4

6

8

10

12

14

16

● フッ素イオン濃度の推移

※事業形態の届出変更に伴い、管理規制値が8㎎/ℓ→15㎎/ℓとなりました。

基準値（※）
フッ素イオン濃度
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環境配慮製品の開発

環境配慮製品の開発

｢鉛フリー｣樹脂オーバーレイ付大型船舶エンジン用軸受

｢鉛フリー｣ ポリマーベアリング

　当社は各ユーザーからの要求を満たすために、技術革新
はもとより、常に社会的ニーズをとらえた製品開発を進めて
います。その重点テーマの一つが環境問題であり、潤滑研
究で培った高度な技術を活かして、人と環境に優しい製品の
開発に取り組んでいます。
　軸受材料については、地球環境保護の面から、欧州の
ELV指令(廃自動車規制)により、「鉛フリー｣材(軸受の性能
上極めて重要な役割を果たす鉛を全く使用しない軸受材
料)が人と環境に優しいエコロジー製品として求められてい
ます。
　当社は、従来の性能を超える鉛フリー軸受を開発し、軸受
材料の鉛フリー化のラインナップを進めています。

　鉛フリーオーバーレイ付高強度アルミ合金軸受を開発
し、各自動車メーカーへ積極的に提案しています。
　
● 鉛フリーオーバーレイ付Al合金軸受です。
● Al-Zn-Si合金を主成分とし、優れた高温強度及び耐疲労
　 性を有します。
● オーバーレイの付加により、局部あたりに対する馴染み
　 性と耐異物性が向上し、順応性に優れています。

　鉛フリーポリマーベアリングを開発し、自動車部品、一般
産業用の軸受として使用されています。

● 鉛フリー素材です。
● 境界及び流体潤滑下で、低摩擦特性を持ち、耐摩耗性に
　 も優れています。
● 耐薬品性に優れています。
● 使用可能温度範囲が広いです(－200℃～+280℃)。

　大型2ストロークディーゼルエンジン用軸受として、鉛フ
リーの樹脂オーバーレイ付軸受を開発し、船用エンジンメー
カーへ積極的にアピールしています。

● 鉛フリー樹脂オーバーレイです。
● 固体潤滑剤を含んでいるため、過酷な潤滑環境下でも優
　 れた摺動特性(低摩擦、耐磨耗性、耐焼付性)を有します。
● 従来の鉛基オーバーレイに対し、耐腐食性に優れてい
　 ます。

● 鉛フリーポリマーベアリング DDK02

● 樹脂オーバーレイ DLA01

｢鉛フリー｣自動車用エンジン軸受

● 鉛フリーオーバーレイ／ 高強度アルミ合金軸受 
　PK1/A46X

特 徴

特 徴

特 徴
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環境配慮製品の開発

　微量油膜付水滴供給装置JOOMは、セミドライ加工で作
業環境と省エネに貢献します。

● 水とエアーと微量の油でセミドライ加工が可能です。
● 水滴が100μm程度と大きいため、加工点へ確実に到達
します。

● 水滴の冷却効果と微量油による潤滑で、加工精度が安定
します。

● 質量が大きい水滴に微量の油膜を形成するため、空気
中への切削油の飛散が抑えられ工場環境が改善され
ます。

● 生分解油の使用により、切粉のリサイクルが容易になり、
環境汚染を防止します。水溶性切削油の使用が減るため、
産業廃棄物の低減が可能です。

　近年、自然エネルギーの有効活用の声が高まっています。
太陽光発電や風力発電などは、天候に大きく影響を受け不
安定であるため、発電で得た電力を蓄電デバイス（キャパシ
タ、二次電池）で一旦貯めて平準化し、安定供給されていま
す。このように、不安定な自然エネルギーを利用する上で、
蓄電デバイスは不可欠であり、ますますその重要性は増し
ています。
　また、電気自動車やハイブリット車にも蓄電デバイスとし
てキャパシタが搭載されています。長年バイメタル製造技術
で培った加工技術をベースに開発したキャパシタ用電極「デ
ルエコー」は、高い耐久性を持つ高密度、高精度なキャパシ
タ用電極シートです。
　現在、電気二重層キャパシタ、リチウムイオンキャパシタ
メーカーに納入しつつ、さらなる電極の性能向上に取り組ん
でいます。

● バイメタル圧延技術に裏付けされた高密度化電極シート
成形工法を採用、コーティング方式と比べ、8～20%の高
密度電極が得られます。（当社比）

● 高精度で自由な厚さ寸法が設定できるため、用途に最適
な容量、抵抗の電極が作成可能です。

● 材料組成の自由度が高く、活物質含有率を高めることが
可能です。

● 不純物混入に対する徹底した工程管理により、優れた耐
久性を有しています。

● このシート化技術を活用し、二次電池用電極や新アイテ
ムの開発も行っています。

環境保全活動

● 地球に優しいセミドライ加工　
   微量油膜付水滴供給装置 JOOM

● キャパシタ・リチウムイオンキャパシタ用電極
   デルエコー

デルエコー

新セミドライ加工“油膜付水滴加工方法”

特 徴

特 徴

油膜付水滴供給装置
（JOOM） 
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事業活動のマテリアルバランス

　当社において2011年度に使用した材料、エネルギー量、水資源の量、排出した廃棄物量は次の通りです。

事業活動と環境負荷の全体像

INPUT 事業活動 OUTPUT

鋼材 32,666 t
非鉄 6,650 t

原材料
設計・開発

電力 58,244 千kWh
A重油 578 kℓ
灯油 61 kℓ
都市ガス 4,027 千㎥
プロパン 87 t
ガソリン 25 kℓ
軽油 17 kℓ

エネルギー

38,878 t
CO2排出量

619 千㎥
排水量

2,740 t
産業廃棄物

648 千㎥
水

コピー紙 10.4 t
事務系資材

調達

製造

物流

使用

再利用
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環境データ

環境保全活動

犬山事業所
［工場概要］
● 所在地／〒484-0061
　愛知県犬山市大字前原字天道新田
● 従業員数／846名
● 操業開始／1967年3月
● 主な生産品目／自動車、船舶、その
　他各種産業用軸受
● 土地面積／143,000㎡
● ISO14001認証取得年月／
　2001年3月

［工場概要］
● 所在地／〒501-4107　
　岐阜県郡上市美並町大原135
● 従業員数／233名
● 操業開始／1945年3月
● 主な生産品目／自動車及び一般
　産業用巻きブシュ
● 土地面積／30,250㎡
● ISO14001認証取得年月／
　2001年8月

岐阜工場

単位は㎎/L（pHを除く）

● 水質データ （2011年度）

項　目 規制値

5.8～8.6
25
160
30
2
1
2
2
15
50

500

16
0.1
0.2
3

7.5
17
19
8

0.5未満
0.1
0.47
0.02未満
3.1
13

10

0.23
0.08

0.001未満
0.001未満

6.5
3.3
4.4
2

0.5未満
0.1未満
0.07
0.02未満
0.9
3.1

1

0.04
0.01

0.001未満
0.001未満

7.0
7.6
8.7
4.8
━

0.1
0.23
0.02未満
2
7.7

4.9

0.11
0.04
━

━

測定値
最　大 最　小 平　均

水素イオン濃度（pH）
生物化学的酸素要求量（BOD）
化学的酸素要求量（COD）
浮遊物質量（SS）
n-ヘキサン抽出物質
シアン化合物
亜鉛含有量
クロム含有量
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物

リン含有量
鉛及びその化合物
ジクロロメタン
1,1,1-トリクロロエタン 

※1 NOx：窒素化合物 SOx:硫黄化合物、設備は多数あり、最も厳しい規制値の該当する設備を記載しています。

物　質※1 単　位

g/N㎥
ボイラー 0.3 0.002
設　備 規制値 測定値（最大）

ばいじん
暖房機 0.3 0.002

ppm
ボイラー 150 63

NOx
暖房機 250 72

N㎥/h
ボイラー 1.521 0.009

SOx
暖房機 2.134 0.051

● 大気データ （2011年度）

単位は㎎/L（pHを除く）

● 水質データ （2011年度）

項　目 規制値

5.8～8.6
30
60
60
10
3
120
16

7.3
23
21
17
1
0.04
4.9
0.69

6.6
2.5
4.5
1

0.5未満
0.01
1.4
0.25

6.9
8.4
9
4.5
0.5未満
0.03
2.9
0.48

測定値
最　大 最　小 平　均

水素イオン濃度（pH）
生物化学的酸素要求量（BOD）
化学的酸素要求量（COD）
浮遊物質量（SS）
n-ヘキサン抽出物質
銅含有量
窒素含有量
リン含有量

※1 NOx：窒素化合物 SOx:硫黄化合物、設備は多数あり、最も厳しい規制値の該当する設備を記載しています。

物　質※1 単　位

g/N㎥
ボイラー 0.3 0.01未満
設　備 規制値 測定値（最大）

ばいじん
暖房機 0.3 0.01未満

ppm
ボイラー 180 76

NOx
暖房機 180 66

N㎥/h
ボイラー 1.26 0.02

SOx
暖房機 2.2 0.01

● 大気データ （2011年度）
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　2009年度より継続して取り組んでいる生産性向上活動により、時間あたりの生
産数の向上、不良率低減などの効果が得られており、2011年度は前年度より約
9%原単位※を削減し、中長期目標で掲げた「2009年度基準で13%原単位削減」
の目標も2年で達成しました。また、今年度
は設備の省エネ対策も実施。今年度冬か
らは太陽光発電の設置工事を開始します
（2013年春発電開始予定）。今後も引き続
き省エネ活動を推進し、原単位の削減につ
なげていきます。
※原単位=1pcsの生産にかかった電力量 

　今まで産廃処理をしていた廃プラスチックから、再利用できるものを選別するこ
とを開始し、リサイクル化を進めることにより、産業廃棄物としての廃プラスチック
の削減をしました。

        

　2012年3月18日、関テクノハイランド内において清掃活動と植樹活動を実施
し、社員の1割が家族と共に参加しました。

● 省エネルギー活動

● 廃棄物対策

● 環境活動

● CO2排出量推移 ● 2011年度月別CO2排出量

※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（9ページ）により計算しています。

大同プレーンベアリング株式会社
［会社概要］
● 所在地／〒501-3219
　岐阜県関市のぞみヶ丘8-1
● 従業員数／484名
　（2012年7月31日現在）
● 設立／2001年11月1日
● 事業内容／
　自動車用エンジン軸受の製造
● 土地面積／82,000㎡
● ISO14001認証取得年月／
　2008年2月

● 廃棄物排出量推移

関テクノハイランド内の植樹活動の様子 清掃活動の様子

2009 2010 2011（年度）

（t） （t）（g/pcs） （g/pcs）

（t/pcs）（t）

2007

数量原単位
CO2排出量

20082007
0

0.2

0.4

0.6
木屑
水溶性廃油
汚泥
一般廃棄物
廃プラスチック 
原単位

2012年度実施事項 実施予定案件

0
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0
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800
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0
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0

10
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4,224

42.0

4

876

5

798

6

940

7

1,013

8

930

9

1,011

10

939

11

985

12

892

1

832

2

912

3（月）

931

39.6 41.0 42.3 43.4 43.8
41.3

37.1 36.0 37.0 37.1 36.0 35.7

2008

7,280

43.9

2009

8,333

45.7

2010

12,039

42.8

2011（年度）

11,060

39.0

0

30

60

90

120

0.3340

0.5604

0.3658
0.3829

0.4060
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環境データ

エヌデーシー株式会社

環境パトロールの様子

環境保全活動

● 環境負荷物質の低減活動

● 環境改善活動の展開

20072006 2008 2009 2010 2011

（kg）

（年度）
0

500

1,000

1,500

2,000

● PRTR対象物質の水域排出量
ニッケル
ニッケル化合物
ほう素化合物
鉛及びその化合物

20072006 2008 2009 2010 2011
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● PRTR対象物質の移動量
ニッケル
ニッケル化合物
ほう素化合物
鉛及びその化合物
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● CO2排出量推移

［会社概要］
● 所在地／
　習志野工場：〒275-0000
　千葉県習志野市実籾2-39-1
　神崎工場：〒289-0212
　千葉県香取郡神崎町武田20-5
● 従業員数／564名
● 設立／1962年1月
● 事業内容／各種エンジンの軸受、
　ブシュ、スラストワシャー、事務機
　器、各種機械装置用無潤滑ブシュ、
　吸音板「カルム」
● 土地面積／
　89,600㎡（習志野工場：
　35,300㎡、神崎工場：54,300㎡）
● ISO14001 認証取得年月／
　2003年3月

　重点施策として省エネ活動によるCO2排出量の削減を掲げ、活動しています。
2011年度のCO2排出量は、数量原単位27.6g/pcsで目標（10年度比▲1%減）
達成率は101%でした。

　PRTR法に基づく化学物質の届出実績は下図の通りです。

　環境への取り組みをさらに推進していくために、法令遵守状況の確認、啓発に
向けた情報発信、環境月間の行事開催など、定期的な活動を継続しています。
● 環境パトロール：環境関連法規制の遵守状況確認及び5S活動推進のため、環
　境パトロール（5回/年）を実施しています。
● 環境四季報：社員への環境意識、自覚の高揚、情報の共有化のため、環境四季
　報（4回/年）を発行しています。
● 環境月間（6月）活動：環境月間に合わせ
　活動を展開。
   ・環境ポスターなどの環境展示。
   ・環境目標などの講習会の開催。
   ・環境ビデオ講習会。

8,892

50.0
47.2

49.3 48.1

37.0 37.4
32.4 31.8

35.6

28.1 27.6

9,348 11,258 11,191 9,843 8,476 8,49610,362 11,407 11,478 8,472

● 省エネルギー活動
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地域社会とともに

社会貢献活動

収集したハガキ・切手類

会社説明を聞く子供たち

犬山事業所 岐阜工場

地域社会貢献活動

人とくるまのテクノロジー展 2011   
2011年5月18日（水）～2011年5月20日（金）

第42回 東京モーターショー   
2011年11月30日（水）～2011年12月11日（日）

環境コミュニケーション

　毎年8月、大同メタル岐阜工場の周辺地域では、公民館活
動の一環として美化運動が展開され、通常は沿線道路脇の
空き缶、ビンなどのゴミ拾い、草むしり、草刈りなどが行われ
ます。これを踏まえ、岐阜工場では社員が朝礼後30～40分
工場周辺のゴミ拾いを実施しました。
　また、その他事業所でも同様の取り組みを実施しています。

　東日本大震災により、甚大な被害を受けた被災地の一日
も早い復興・復旧を願い、義援金を拠出しました。
　また、自動車メーカーの
関連団体が企画する「物品
収集ボランティア活動」に賛
同し、書き損じハガキ、未使
用ハガキ、未使用切手などを
収集し、「被災地支援NPO
団体」などに寄贈しました。

　地域貢献活動の一環として、小学校児童の工場見学を
受け入れました。大型メタル(船舶用エンジンメタル)の加工
現場を訪れた後、エンジン
カットモデルなどの展示物
を見学しました。
　質問タイムでは、たくさん
の質問が寄せられ、盛況の
うちに終えることができま
した。

　地元区民「ふれあいウォーキング」のコースに、犬山事業
所の工場見学を盛り込んだ計画をご提案いただき、当社も

協賛して積極的に受け入
れを実施しています。
　これからも、地域の皆様
とコミュニケーションを図
る取り組みを積極的に行っ
ていきます。

　当社は、定期的に展示会へ出展しています。展示内容とし
ては、主に「新技術」「新材料」をコンセプトにブースを設置。
　来場者とさまざまなコミュニケーションを取り、営業活動
に結びつけています。「新技術」「新材料」の採用は環境負荷
低減にもつながるため、今後とも展示会への参加を積極的
に推進していきます。

　毎年、地震防災訓練を実施しています。犬山事業所におい
ては、地域住民の方にもご参加いただき、救護訓練(骨折、止
血、AED使用方法)と消火訓練(消火器使用、バケツリレー)を
実施しています。東南海地
震の地震防災対策強化地
域内である名古屋本社に
おいては、措置広域避難場
所への避難(白川公園)と緊
急避難用袋の定期的な
チェックを行っています。

　当社の環境技術力を国
内外に広く発信するため、
ホームページに環境配慮
製品についての紹介ページ
を設け、PRに努めています。

ふれあいウォーキングの様子

防災訓練の様子

● 災害支援活動

● 工場見学

● 地元区民「ふれあいウォーキング」への協賛

● 清掃活動

● 展示会への参加

● 防災訓練

● 環境配慮製品の
　ホームページでの紹介
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● 印刷用紙は適切に管理された森林で生産されたことを示すFSC認証紙を使用しています。

● インキはVOC（揮発性有機化合物）を含まない植物油インキを使用しています。

● 印刷は有害な廃液を出さない水なし印刷を採用しています。

● グリーン基準に適合した印刷資材を使用して、
　 グリーンプリンティング認定工場が印刷した環境配慮製品です。

● 視認性、判読性に優れたユニバーサルデザインフォント（書体）を使用しています。

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄二丁目3番1号
名古屋広小路ビルヂング13階
http://www.daidometal.com

● お問合せ先　 環境安全センター
　 TEL.0586-61-2976　FAX.0568-61-2968

2012.11.1,000    TP Japan


