
講習の様子
（部門責任者向け講習）

2018年7月1日現在

役員
カンパニープレジデント
指定部門長

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

実 施 部 門

第1カンパニー 犬山工場

第2カンパニー 前原工場

TMBS工場

第3カンパニー 岐阜工場

支店・営業所

第4カンパニー

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

国内関係会社

メンバー

委員長 常務執行役員

講習日 講習名 受講者数
規格の解説研修
内部監査員養成講習
部門責任者向け講習

2017年9月26日 
2017年10月12日、13日 
2017年11月16日 

39名
25名
21名（※）

登録証番号：JQA-EM1402

※部門責任者１7名と環境安全センター員４名の計２１名。

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。

国際規格（ISO14001）への対応
ISO14001認証取得の経緯

　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。
　現在、大同メタル工業株式会社と関
係会社の設立に伴って2008年2月に
は大同プレーンベアリング株式会社
を、2013年3月には大同インダストリ
アルベアリングジャパン株式会社を、

2018年2月には大同メタル佐賀株式会社を当社の1サイトと
して組織化し、認定取得範囲を拡大しています。

環境教育
　ISO14001：2015年度版に向けて、従業員の力量を高める
ため、外部講師を招いて各種講習を行いました。引き続き、受
講者の拡充を進めてまいりたいと思います。

環境取り組み組織
　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常務執行役員が就任し、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。環境施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。

環 境

基本方針

基本理念
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。

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。  

環  

境
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導入したスポットクーラー（岐阜工場） 工場内での空調の様子

台数制御盤

遮熱断熱塗装（犬山事業所）

ＣＯ2排出量を2017年度末までに
2016年度排出量未満とする。
● CO2排出量 ： 37,987ｔ未満
● エネルギー原単位目標
　ＣＯ2原単位を2017年度末までに
　2013年度比4％低減する。
　●  ＣＯ2原単位  608.01ｇ-ＣＯ2 /千円
 各エネルギー原単位を2017年度末までに
　2013年度比4％低減する。
　●  電力原単位  0.8628ｋｗｈ/千円
　●  燃料原単位  162.72ｇ-ＣＯ2 /千円

廃棄物を2017年度末までに目標設定値より1％の削減
● 廃棄物発生量（総量） ： 2,178.１t未満

● （基準原単位） : 34.3g /千円

● 廃棄物発生量（総量）　2,022.4t

● 廃棄物総量原単位　29.8g/千円

▲0.9%

7.1%

13.1%

7.2%
3.3%
2.0%

地
球
温
暖
化
防
止
・

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

廃
棄
物

低
減
対
策

● CO2排出量（実績）　38,340t　

● エネルギー原単位
●  ＣＯ2原単位　564.33ｇ-ＣＯ2 /千円
●  電力原単位　0.8345ｋｗｈ/千円
●  燃料原単位　159.46ｇ-ＣＯ2 /千円

項 目 環境目標（2017年度目標） 主な活動（2017年度） 活動結果（2017年度） 削減率

● 事業所共通の廃棄物の減量化検討
● 工場単位における廃棄物の層別化
　及び減量化の検討
● 廃棄物対策の横展開

● 省エネ中長期計画の進捗管理
● 省エネ機器の導入検討
● 環境改善事例の横展開
● 主力工場における電力会社殿の
　省エネチェック

■  事業活動と環境負荷

インプット 事業活動 アウトプット

注）エネルギー量については省エネ法に基づき記載

鋼材
非鉄

電力
A重油
灯油
都市ガス
プロパン
ガソリン

・・・ 40,880
・・・・  8,380

t
t

・・・ 56,707
・・・・・・ 126

・・・・・・・・・・ 43
・・4,448
・・・・・・ 81
・・・・・・・・ 5

千kWh
kℓ
kℓ
千㎥
t
kℓ

原材料
38,340 t

エネルギーCO2割閤

CO2排出量

677千㎥
排水量

2,022 t
産業廃棄物

設計・開発

調達

製造

物流

使用

再利用

702 千㎥
水

エネルギー

コピー紙・・・・・・ 25 t
事務系資材

PRTR届出
対象物質・・・ 182 t

化学物質

■ A重油 0.9%
■ プロパン 0.6%
■ 灯油 0.3%
■ ガソリン 0.0%

■  環境保全コスト

分 類 内 容 投資費用額
　(単位：百万円)

 公害防止コスト 大気・水質・騒音対策など

 地球環境保全コスト 地球温暖化防止・省エネなど

 資源循環コスト 廃棄物削減・処分・リサイクルなど

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・啓発活動など

環境損傷コスト 土壌汚染などの修理費など

計

36.8
49.2
107.3

24.3

56.5
10.1
4.6

288.7

事業
エリア内
コスト

注)投資は当期投資分にて計算しております。
複合的コスト(環境目的とそれ以外の目的を併せもつコスト)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。

※CO2換算係数は、省エネ法に基づく各年度毎の換算係数を使用して計算しています。

■  CO2排出量推移/原単位

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

633.3

（ t ）
650

600

550

500

450

(g-CO2/千円)

（年度）20152013 2014

618.8618.8

591.4591.4

40,35740,357
43,01843,018

40,91340,913

生産金額原単位
CO2排出量

609.3609.3

2016 2017

38,34038,34037,98737,987

564.3564.3

電力
73.1%
電力
72.1%

都市ガス
26.1%

更新前 更新後

点灯イメージ

● 水銀灯 ○ LED照明

省エネ活動
　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、省エネ活動を推進しています。
　2017年度は活動目標として「CO2排出量2017年度排出量
未満」を掲げ、生産金額の増加と省エネ施策で38,340ｔとな
り、2016年度より0.9％増加しました。なお、エネルギー効率
を表すCO2原単位については564.33g-CO2/千円となり、
2016年度より5.8％減少しました。主な理由としまして、生産
移管に伴うエネルギー量の減少によるものです。

事業所における削減活動
● 遮熱断熱対策の実施
　夏場、太陽光により屋根の表面温度が上昇し、空調効率が
低下していましたが遮熱断熱塗装を施すことにより、屋根裏
の温度を下げ、冷房の負荷を低減しました。2017年度には
2箇所の建物の塗装工事を完了しました。

● LED照明への更新
　工場建屋でのLEDへの照明更新時に、照光角度と明るさの
検討を行うことにより、照明のレイアウトを見直し、照明点灯
数の削減と、LED照明の導入により、電気量の削減に貢献して
います。

● コンプレッサー台数制御盤導入によるCO2排出量の削減
　犬山事業所の前原工場では4台のコンプレッサーを使用し
ています。
　2017年度に台数制御盤を導入
し、設定した圧力に対して4台を適
正に運転させることで稼働時間を
減らし、CO2排出量を低減しました。

● 工場内のエアコンのスポット化
　各事業所で、古いタイプのエアコンを省エネタイプのエア
コンへ更新して、電気量の削減に心がけております。

環境活動目標と結果 地球温暖化防止への取り組み

活動事業と環境負荷の全体像
　当社において2017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。

　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。

　地球温暖化防止活動は、CO2排出量が目標値37,987t未
満に対し、実績値は38,340tで、削減率は▲0.9%となり未達
となりました。CO2原単位（※1）は目標値608.01ｇ-CO2/千
円に対し、実績値564.33ｇ-CO2／千円の結果となり、削減
率は7.2％で達成しました。各エネルギーでの原単位について、

電力原単位：0.8628ｋｗｈ/千円に対し、0.8345ｋｗｈ/千円、燃
料（※2）原単位162.72ｇ-CO2/千円に対し、159.46ｇ-CO2/
千円で、それぞれ削減率3.3%、2.0%で達成いたしました。

環 境

環境会計 マテリアルバランス

※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・LPガス・都市ガス・ガソリンを主に使用。

● 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／2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）

環  

境

環  

境
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清掃の様子犬山市長（左から３番目）  
受賞者の皆様と当社従業員（右から２番目）

緑のカーテンコンテスト
団体緑化部門入賞

屋内から見た緑のカーテン

■  廃棄物排出量推移

（ t ）

（年度）20152013 2014

2,381 2,425 2,486

2016

2,200

2017

1,931

3,000

2,000

1,000

0
夜間訓練の様子（2017年5月22日）

切削油濾過装置による
廃棄の低減

夜間訓練（地震発生時における流出事故を想定）

　当社の産業廃棄物の中でもめっき工程や加工工程から発
生する廃棄物が多くの割合を占めています。2017年度は
めっき廃液の削減効果が表れ、また潤
滑油・溶剤の再利用等による減量など
の取り組みを実施しています。引続き、
削減・減量対策を「環境会議」で検討を
し、今後ともきめ細やかな削減対策を
継続して実施していきます。

廃棄物削減活動

● 緑のカーテンの設置(犬山市緑のカーテンコンテスト入賞）
　当社グループは各事業所に緑のカーテンを実施していま
す。当社犬山事業所でも実施、建屋の南面や食堂横に設置し
て夏場の壁面の温度低下に
寄与しています。
　2017年度は「犬山市緑の
カテーンコンテスト」に参加
し、団体緑化部門で入賞す
ることができました。

● 地域の河川の清掃へ参加
　2017年度から地域の方が毎年実施している「河川の清掃」
を紹介いただき、当社からも参加しています。河川に溜まっ
た石や藻の除去、法面の草刈などを実施し、近隣のお住ま
いの方と河川をきれいに犬山事業所周辺の川の一画を清
掃しました。
　当社内の環境活動もしながら、企業市民の一員として少
しでも周辺の環境改善にも貢献できるように今後も継続し
てまいります。

その他 環境活動

環境リスクマネジメント

環境データ環 境

　当社及びグループ会社は、突発的な事故やさまざまなリス
クを想定し、毎年緊急事態訓練を実施しております。環境面で
は「排水」をテーマとする項目を取り上げて、各種チェックと緊
急訓練を行っています。2017年度は2016年度に引続き、
「夜間」「地震発生時」を想定して訓練を実施しました。「夜間」
での対応で限られた人数の中、灯りが少ない中での条件で、
また、海外の研修生にも参加いただき、実践的な訓練を行う
ことができました。

犬山事業所

岐阜工場

● 所在地 〒484-0061 愛知県犬山市大字前原字天道新田
● 従業員数（正社員） 877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

■  大気データ（2017年度）

 ばいじん ｇ/㎥N
 ボイラー 0.3 0.035

   暖房機 0.3 0.003未満

 NOx ppm
 ボイラー 150 59

   暖房機 250 67

 SOx ㎥Ｎ/ｈ
 ボイラー 1.521 0.002未満

   暖房機 0.65 0.001未満

■  大気データ（2017年度）

● 所在地 〒501-4107 岐阜県郡上市美並町大原135
● 従業員数（正社員） 241名
● 操業開始 1945年7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

※ 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。

単位はmg/L（pHを除く）

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6 7.2 6.7 7.0 
生物化学的酸素要求量（BOD） 25 7.7 1.1 4.1
化学的酸素要求量（COD） 160 9.2 3.9 6.3
浮遊物質量（SS） 30 10 1 3.9
n-ヘキサン抽出物質 2 0.5未満 0.5未満 0.5未満
シアン化合物 1 0.1未満 0.1未満 0.1未満
亜鉛含有量 2 0.76 0.1 0.29
クロム含有量 2 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フッ素及びその化合物 15 2.5 0.2 0.9
ホウ素及びその化合物 30 6.8 1.4 4.1 

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 100 3.5 1.6 2.3

リン含有量 16 0.5 0.073 0.166
鉛及びその化合物 0.1 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロメタン 0.2 0.001未満 0.001未満 0.001未満
1,1,1-トリクロロエタン 3 0.001未満 0.001未満 0.001未満

■  水質データ（2017年度）

※ 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。

単位はmg/L（pHを除く）

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6 7.5 6.7 7.2 
生物化学的酸素要求量（BOD） 30 2.1 0.5 0.86
化学的酸素要求量（COD） 60 3.3 0.9 2.04
浮遊物質量（SS） 60 4 1 2.25
n-ヘキサン抽出物質 10 0.5未満 0.5未満 0.5未満
銅含有量 3 0.02 0.01 0.01
窒素含有量 120 0.86 0.13 0.55
リン含有量 16 0.058 0.015 0.04

■  水質データ（2017年度）

項 目 規制値
最大 最小 平均

測定値

項 目 規制値
最大 最小 平均

測定値

 ばいじん ｇ/㎥N
 ボイラー 0.3 0.01未満

   暖房機 0.3 0.01未満

 NOx ppm
 ボイラー 180 75

   暖房機 180 58

 SOx ㎥Ｎ/ｈ
 ボイラー 1.26 0.01未満

   暖房機 2.2 0.03

  物 質※ 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

  物 質※ 単 位 設 備 規制値 測定値（最大）

環  

境
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空中配管下からの漏洩措置訓練

工業団地内での清掃活動の様子

緊急訓練の様子

矢板工場

緊急訓練の様子

環境ビデオ講習

緑のカーテン

※数量原単位=1pcs生産するのにかかった電力量

※飯野製作所の原単位は売上高/CO2排出量により計算しています。

原単位
CO2排出量※■  CO2排出量推移/原単位

（年度）201620142013
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2017

41.441.4

12,91412,914
12,24512,245

44.344.3

12,91512,915

45.145.1

12,04812,048 11,90511,905

43.343.3
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0

原単位
CO2排出量■  CO2排出量推移/原単位

（年度）201520142013
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※電力（0.327kg-CO2/kwh）、都市ガス（2.145kg-CO2/㎥）は固定値
を使用し、その他使用燃料については「事業所からの温室効果ガス排
出量ガイドライン」に基づくCO2換算係数を使用しています。

7,4037,403

31.831.8 31.731.7 31.931.9

7,3617,361 7,4807,480 7,0727,072

30.230.2

2016

2015

42.842.8

2017

32.532.5

7,0277,027

■ 環境活動
　時間あたり生産数の向上、不良率削減
などの活動、第3工場が新たに稼働したこ
とによる生産数の増加などの要因により、

大同プレーンベアリング株式会社

● 所在地 〒501-3219 
 岐阜県関市のぞみヶ丘8-1
● 従業員数（正社員） 504名
● 操業開始 2001年11月
● 主な生産品目 自動車用軸受
● 土地面積 82,000㎡
● ISO14001
  認証取得年月 2008年2月

● 所在地 〒484-0094 
 愛知県犬山市塔野地
 岩田8番地
● 従業員数（正社員） 90名
● 操業開始 2012年7月
● 主な生産品目 船舶・建設機械用軸受
● 土地面積 13,261㎡
● ISO14001
  認証取得年月 2013年3月

エヌデーシー株式会社

● 所在地 ［習志野工場］
 〒275-0002
 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（正社員） 331名
● 操業開始 1962年1月
● 主な生産品目 自動車・一般産業用軸受、
 吸音板「カルム」
● 土地面積 89,600㎡
● ISO14001
  認証取得年月 2003年3月

2017年度のCO2排出量の結果は2013年
度比4％削減の目標42.5g/pcsに対し数
量原単位（※）41.4g/pcsで削減率は2.6％
でした。
　天井照明（水銀灯）のLED化に加え、新規
設備の電灯のLED化を実施。2018年度も
省エネ活動を継続していきます。また、緊急
事態対応に備えるため、緊急訓練について
も定期的に実施しています。

■ 環境活動
　重点項目として生産性向上、原価低減、
不良率低減に取り組み、設備の更新・改善
を積極的に実施した結果2017年度におい
て、CO2原単位の削減効果が表れています。
　廃棄物削減にも取り組んだ結果、めっき
ソリブル油廃棄量の削減に成功しました。
　環境緊急事態訓練も定期的に継続して
おり、リスクへの対応力を強化しています。

■ 環境活動
　大同メタル佐賀は、設立からその後本格
稼働をし、継続的に省エネ活動に取り組んで
います。2017年度には焼結炉の断熱塗装
を実施し、省エネを行いました。また、環境
に対する従業員の意識向上を図るため、工
場内では毎月環境ミーティングを開催し、
隔月には工業団地内の清掃活動も行って
います。2018年3月にはISO14001の認
証も取得しております。■ 環境活動

　環境関連法規制の順守状況確認及び5S
活動推進のため、環境パトロール（4回/年）
を、また環境緊急事態に迅速に対応出来る
様に、緊急事態訓練を定期的に実施してい
ます。
　啓蒙活動としては、環境ポスターや省エ
ネポスターの展示を行い、環境に対する認
識を高める活動として従業員全員を対象

に環境ビデオ講習会を開催しており、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）を従業員へ発信して
います。

大同インダストリアルベアリングジャパン株式会社

● 所在地 〒849-2204
 佐賀県武雄市北方町
 大字大崎5088番地9
● 従業員数（正社員） 89名
● 操業開始 2015年4月
● 主な生産品目 軸受材料などの製造
● 土地面積 127,580㎡
● ISO14001
  認証取得年月 2018年3月

大同メタル佐賀株式会社

■ 環境活動
　飯野製作所では2002年7月にISO14001
の認証を取得し、継続的に省エネ活動に取
り組んでおり、本社屋上・矢板工場には屋根
に太陽光発電（各20Kwh）が設置されてお
ります。従業員への意識向上や周知を図る
ため、小冊子に環境方針を記載し、全員に周
知しています。また、クリーンコンテスト、改
善提案活動への取り組み、緊急訓練も実施
しています。

● 所在地 ［本社・大宮工場］
 〒330-0805
 埼玉県さいたま市大宮区
 寿能町１丁目135番地
 ［矢板工場］
 〒329-1574
 栃木県矢板市乙畑1855番地
 ［田島工場］
 〒967-0014
 福島県南会津郡南会津町
 糸沢字森前511番地
● 従業員数（正社員） 203名
● 操業開始 1948年3月
● 主な生産品目 パイプ加工品、切削加工品
● 土地面積 66,257㎡
● ISO14001
  認証取得年月 2002年7月

株式会社飯野製作所

■  CO2排出量※推移/原単位

2016
2017

2,752
3,103

年度 CO２排出量（t）
1,594.2
1,541.3

原単位（g-CO2/千円）

■  CO2排出量※推移/原単位

2016
2017

2,637
6,015

年度 CO２排出量（t）
3,151.0
1,397.6

原単位（g-CO2/千円）

■  CO2排出量※推移/原単位

2016
2017

2,234
2,603

年度 CO２排出量（t）
771.4
767.6

原単位（g-CO2/千円）

環境活動（国内関係会社の取り組み）

※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（15ページ）により
　計算しています。

※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（15ページ）により
　計算しています。

※CO2排出係数は、大同メタル工業と同様の算出方法（15ページ）により
　計算しています。
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境
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