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会社概要

東洋鋼鈑は、昭和9年の創業以来、快適で潤いある
暮らしに欠くことのできない素材である｢鉄｣の豊か
な可能性に着目し、表面処理鋼板界のパイオニアと
して発展してまいりました。
最新鋭の設備と高度な技術力を背景に、缶用材料

をはじめ各種の高品質の薄鋼板、表面処理鋼板、高
級化粧鋼板で優れた製品を世界に先駆けて開発、送
り出し、多様なニーズにお応えしております。
また、当社の圧延、表面処理、ラミネート等の技

術を生かし、鋼板関連事業だけでなくKHM（硬質合
金）、MD（磁気ディスク用基板）、ファインクラッド
（クラッド材）等新分野へも進出しております。

社　　　名 東洋鋼鈑株式会社

英 文 社 名 Toyo Kohan Co.,Ltd. 

設　　　立 1934年4月11日

資　本　金 50億4,000万円

従 業 員 数 1,087名（単独2006年3月末現在）

売　上　高 1,160億円（単独2005年度）

本　　　社 東京都千代田区四番町2番地12

工　　　場 山口県下松市東豊井1302番地

事 業 内 容 ぶりき、薄板及び各種表面処理鋼板

並びに各種機能材料等の製造・販売

■売上高、経常利益、従業員数の推移（単独）

福岡営業所

下松工場、技術研究所 広島営業所

大阪支店

名古屋営業所

本社

仙台営業所
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▼本社ビル
▲生産拠点（下松工場）

鋼鈑商事（株）……………表面処理鋼板等の販売

鋼鈑工業（株）……………帯鋼、自動結束装置等の製造販売及び硬質合金、磁気ディスク用基板の製造

KYテクノロジー（株）……建材製品及び包装資材、物流器材の製造販売

東洋パックス（株）………截断、検定、包装作業請負

共同海運（株）……………内航運送業、内航運送取扱業及び通関業、代理店業

下松運輸（株）……………貨物自動車運送業、港湾運送業、通運業及び倉庫業

東洋パートナー（株）……健保会館等福利厚生業務の請負及び労働者派遣事業

国内事業所

●グループ各社の事業内容
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ごあいさつ

われわれを取り巻く地球環境は、化石燃料などの天然資源の大量消費による温暖化な
ど地球規模での持続性に関わる問題となってきています。21世紀を「環境の世紀」とし
てより良くしていくために、日本の環境施策の基本方針とも云うべき第3次環境基本計
画が本年4月に閣議決定され、今後の環境施策の方向が示されました。その中で、環境
効率性を高め環境負荷が大きくならないようにすることが述べられています。

当社は、従来より地球環境への負荷や影響を低減するために、「人と環境に優しい製
品を安全に作ります」を経営の基本理念の一つに掲げ、省エネルギー、省資源、リサイ
クル活動、製品開発に積極的に取り組んで参りました。これらの活動に積極的に取り組
み、成果を上げていくことが、企業の社会的責任であると認識しており、より効率的か
つ組織的に実施していくために1999年12月に生産拠点である下松工場でISO14001の認
証を取得しております。さらに、グループ企業を含めた全社的な環境活動が重要との認
識に立ち、2004年12月に東洋鋼鈑グループ全体としての認証を取得致しました。

昨年度は、環境配慮型製品として、軽量化と放熱性を高めたはんだ付け可能なアルミ
ニウム板（SAPlate、商標登録申請中）と保水性能、断熱性及び意匠性に優れるファイバ
ーコート（静電植毛鋼板）を上市致しました。今後共、社会ニーズへ積極的に対応すべく、
製品開発に努めて参ります。また、これらに加えて環境負荷低減のための「省資源省エ
ネルギーの推進」及び「廃棄物の削減と再資源化」活動をエンドレスで進めて参ります。

今年の環境報告書より、東洋鋼鈑グループとしての発行と致しました。グループの環
境方針に基づく環境マネジメントシステムの構築及び活動状況、活動実績すなわち環境
保全及び環境負荷低減実績、環境に優しい製品の開発状況、社会活動実績などをご報告
致します。
私どもの今後の環境活動の更なる改善向上のために、ステークホルダーの皆様から率

直なるご意見、ご批判を賜ればありがたく存じます。

東洋鋼鈑株式会社

代表取締役社長
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当社下松工場は、1999年12月22日に日本検査キューエイ株式会社から ISO14001:

1996の認証を取得し、さらに2004年12月16日には、東洋鋼鈑全社および関係会社

を含めたグループ9社統合での認証登録が認められました。

当社グループでは、環境経営の基盤となるグループ統合環境マネジメントシステムに基づ

き、環境負荷低減活動を継続的に推進しています。

11．．環環境境方方針針

当社の環境方針は、下松工場における産業公害

の廃絶と地域社会との共生を基本姿勢として

1973年10月に制定して以来、環境問題が様相

を変えるにつれ、公害防止から循環型社会の構築

に向けて自主的に行動する方針へと数次にわたっ

て改正を行い現在に至っています。

現在の環境方針は、東洋鋼鈑グループとしての

ISO14001環境マネジメントシステム認証取得

後、2005年7月19日付けで改正されたもので

す。

（2005年7月19日改正）

基本理念

東洋鋼鈑グループは、地球環境の保全、さらには地球環境の質的改善が人類共通の最重要課題
であることを強く認識し、企業活動のあらゆる面で環境に対するきめ細やかな配慮を行いつつ、
持続的に発展する循環型社会の形成に貢献します。

行動方針

1）地球環境の保全活動を推進させるため、必要な組織を整備します。

2）法規、条例およびその他の要求事項を遵守するとともに、自主的な管理基準を設定し、環境管
理の継続的向上に努めます。

3）生産、販売する製品のライフサイクルにわたる環境負荷を事前に評価し、環境保全に留意した
製品開発、技術開発を推進します。

4）企業活動全般にわたり省エネルギー、省資源に努めるとともに、発生する廃棄物の減量化、再
利用を推進し環境負荷を低減します。

5）大気汚染物質、地球温暖化物質、有害物質など環境負荷の高い物質に関しては、可能な限り代
替物質へ切り換えるとともに代替技術の採用を行います。

6）地球市民として、リサイクル運動などの社会貢献活動に積極的に参画します。

7）社員の環境意識を高揚するために、教育、啓発、広報活動などを行うとともに、地域の環境改
善活動への自主的参加を支援します。
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2．環境目的、環境目標および活動結果

2005年度の活動の結果による環境目標の活動状況・評価および2006年度の環境目標は下記の通り

です。

グループ環
境マネジメン
トシステムの
構築

社会ニーズ
への積極的
な対応

省資源／
省エネルギー
の推進

グ
ル
ー
プ
共
通
目
標

各
社
独
自
目
標

2004年改正版移行

データ収集体制

2005年12月登録

エネルギー・廃棄物

移行登録完了 ○

○

○

×

○

― ―

集計体制は確立 データ収集体制の確立

化学物質管理 システム立案

環境保全コストの集計

グリーン調達 事務用品30%以上 事務用品全社40%以上全社30%以上達成 グリーン調達の推進

環境配慮型製品 中期経営計画値 市況低迷で未達 環境配慮型製品 予算及び計画値達成

CODの削減 100kg/日 削減方法立案

東洋鋼鈑

東洋鋼鈑

東洋鋼鈑

環境配慮型製品 環境配慮型製品
製品開発及び
環境配慮型
材料の使用

― ― ―

― ― ―

環境配慮型製品

安全運航管理の維持 環境汚染・海難事故ゼロ

地域奉仕活動 CBC参加率前年度比10%

有害物質DB作成

製品開発及び
環境配慮型
材料の使用

環境配慮型
材料使用装置の
開発

鋼鈑工業

○電力原単位向上 エネルギー原単位 3部門前年比1%削減前年度比1%　　　達成

○製品歩留向上

歩留向上

製品歩留 3部門 4テーマ目標値（0.1～5％）　　　達成

鋼鈑工業

×製造原単位 製造原単位の向上前年度比0.5% 前年度比1.0%操業減により未達

○電力削減（工場３件） 電力使用量の削減4,310MWh/年 164MWh/年 削減4,370MWh/年削減

○電力削減（本社）
業務改善・効率化

過去3年比▲1% 
各部1件以上の達成

6.4% 削減

×用紙削減（本社） 前年度以下 人員増で6%増加

共同海運

共同海運

下松運輸

下松運輸

ＫＹテクノロジー

ＫＹテクノロジー

― ―

― ―

― 排ガス規制適合車導入 購入時の導入率100%

○アイドリングの短縮 ETCによる
アイドリング削減

ETC装着率 100%
10%時間短縮　　　23.6%削減

○排ガス規制への対応 情報収集と対策 変更情報なし

○投入原単位向上 資材・消耗品原単位 4部門 5テーマ目標値（2～10％）　　　達成

○ 歩留・エネルギー 7部門 11テーマ前年度比0.25% 達成

○燃料原単位（配船計画） 燃料原単位（配船計画） 前年度比1%前年度比1%　　　5.0%向上

○燃料消費（社船運航） 燃料消費（社船運航） 前年度比▲1%前年度比▲1%　　　8.5%削減 

○電力の削減 電気消費量の削減 前年度比▲1%前年度比▲1%　　　5.3%削減

○用紙の削減 前年度比▲1%　　　12.8%削減

環境目的 活動状況・評価
環境目標 2006年度環境目標

目標項目 目標値 目標項目 目標値
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1）2004年12月に認証取得したISO14001システム
を2004年改正版へ移行すべく活動し、2005年12
月に登録を完了しました。今後ともシステムの
維持発展に努めてまいります。

2）グループとしての環境関連データ収集体制の確
立を目指し、各社で未整備な項目についての対
策を実施し、2005年度、2006年度と一歩一歩進
めてまいります。

3）事務用品のグリーン購入に関しては目標を達成
することができました。環境意識の向上を図り
ながら順次目標の設定値を上げて取り組んでま
いります。

4）社会ニーズへの積極的対応を目的に推進した環
境配慮型製品の開発と拡販については、全体の
販売が停滞する中、目標を達成することができ
ませんでした。また、気持ちを新たに拡販に取
り組むと共に、運送を業務とする会社において
も独自の目標を立てて取り組んでまいります。

5）製造原単位の向上については、生産性の向上も
含めて取り組みましたが、残念ながら低操業率
の中、目標を下回ってしまいました。但し、各
社独自に取り組んだ省エネルギー活動について
はそれぞれ目標を達成することができました。

6）廃棄物の削減および再資源化の推進につきまし
ては、一部2006年度に持ち越したテーマもあり
ましたが、殆どの項目で目標を達成することが
できました。さらに、次の目標を立て、取り組
んでまいります。

廃棄物の削減
及び
再資源化の
推進

東洋鋼鈑

×廃棄物の再資源化 汚泥の再資源化スラッジ 2品目 処理施設改造の立案１件完了、１件継続

共同海運

下松運輸

ＫＹテクノロジー

― ― ― 用紙使用量の削減 前年度比▲1%

○廃棄物の再資源化 廃棄物再資源化 3部門 5テーマ工場別目標　　　達成

鋼鈑工業

○

○

廃棄物の削減 廃棄物再資源化 6部門 6テーマ前年度比▲3％　　　5.3%削減

廃棄物の再資源化 廃棄物再資源化の推進 フィルム屑の10%削減再生トナー使用　　　実績100%使用 

○廃樹脂の再資源化 樹脂リプロ率の向上リプロ率3%向上 前年度比5%向上7.5% 向上

○廃棄物量の削減 業務改善・効率化前年度比▲3% 各部1件以上達成3.9% 削減

環境目的 活動状況・評価
環境目標 2006年度環境目標

目標項目 目標値 目標項目 目標値
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3．環境マネジメントシステムの状況

●環境マネジメントシステムの構築

当社の環境保全に関する取り組みは、主力生産

拠点である下松工場主導で進めてきており、1999

年12月に環境マネジメントシステムの国際規格

ISO14001：1996を下松工場として認証取得

しました。

近年、環境問題は、オゾン層破壊、温暖化、酸

性雨等、地球規模での取り組みが求められていま

す。このような地球環境問題に積極的に取り組み、

環境負荷の低減や環境汚染の予防等の対策を実施

していくにあたって、全社、さらにはグループ企

業を含めた一体としての活動が重要と考え、

2004年12月にグループ統合 ISO14001の認

証を取得しました。

また、2005年12月には、ISO14001：2004

年版への移行も完了しました。

当社グループ統合環境マネジメントシステムで

は、グループ環境会議において、グループの環境

方針、目標を審議･決定し、各社で具体的な環境目

標、実施計画を立てて活動しています。

なお、各社環境マネジメントシステムの運用状

況および効果を審査し、グループ環境マネジメン

トシステムの実効を挙げるために、各社環境事務

局を対象としたグループ内部監査を実施し、継続

的改善を図っています。

●環境マネジメントシステムの推進体制

●環境マネジメントシステムの範囲拡大

当社グループでは、海外のグループ企業についても環境マネジ

メントシステムの範囲拡大を進めるため、2005年6月にマレー

シアにある当社の海外連結子会社 TMT（Toyo -Memo r y

Technology Sdn.Bhd.）を対象として環境視察を実施しました。

マレーシアでは、最近 ISO14001の必要性が高まってきてお

り、TMTでは2008年に ISO14001認証取得を目指して、環

境マネジメント活動を進めることにしています。

●環境事務局連絡会

【各社環境マネジメントシステム】

●グループ環境会議

 ・議　長：東洋鋼鈑（株）社長
 ・出席者：各社社長
　　　　　 グループ環境管理責任者
　　　　　 グループ環境事務局長

グループトップマネジメント
東洋鋼鈑（株）社長

グループ環境管理責任者
東洋鋼鈑（株）技術開発・環境本部長

グループ環境事務局
東洋鋼鈑（株）環境室

東洋鋼鈑（株） 鋼鈑工業（株） KYテクノロジー（株） 共同海運（株） 下松運輸（株）

グループ内部監査チーム
各社環境事務局

【TMT会社概要】

会 社 名：Toyo-Memory Technology Sdn.Bhd.
創 　 立：1997年3月
資 本 金：75百万リンギット
従業員数：300名（2006年1月）
所 在 地：クリムハイテクパーク
事業内容：磁気ディスク用アルミ基板製造

▲TMT環境視察ミーティングの様子

※東洋鋼鈑（株）環境マネジメントシステムには、鋼鈑商事（株）、東洋パックス（株）および東洋パートナー（株）を含みます。
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当社グループの生産拠点である下松工場は、瀬戸内海国立公園の青い海と緑豊かな山に囲

まれた美しい自然の中に位置しています。この恵まれた環境との共生を図るために当社グル

ープでは積極的に環境負荷低減活動を展開しています。

1．物質フロー

原材料・副資材
822千t

製品 689千t

電力
379千MWh

水
17百万m3

廃棄物量
8千t

大気への排出
CO2：376千t-CO2

水域への排出
COD：154 t
全窒素：52 t
全りん：20 t

循環資源量
108千t

廃棄物総排出量
116千t

燃料
52千kl（原油換算）

当社グループでは、ぶりきやラミネート鋼板を

はじめとした各種表面処理鋼板、高品質の薄鋼板

などの鋼板製品および鋼板の加工品（鋼板関連事

業）、並びに硬質合金、電子機器部品、クラッド材、

機械器具等（機能材料関連事業）を製造しています。

2005年度の環境面から見た物質フローは下図

の通りで、主要な原材料として熱延コイルを使用

し、製造工程におけるエネルギー源として電気、

重油、LNGを使用し、さらに表面処理時の洗浄や

設備の冷却などに水を使用しています。その過程

で、CO2、COD、埋立廃棄物等が環境負荷物質

として排出されています。
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●燃料使用量

2005年度の当社グループの事業活動における燃

料使用量（原油換算）は、52千kl で前年度比6.5%

減少しました。これは、生産品種構成の変化（燃料

消費が少ない品種の生産量増加）や設備改善（熱処理

設備の断熱強化、ボイラーの効率向上対策等）によ

るものです。

当社グループで船舶輸送部門を担う共同海運では、

配船計画の最適化による燃料消費原単位の向上を環境

目標に掲げ、燃料消費量削減に努めています。

なお、当社下松工場では、2003年1月に LPG

から、より環境負荷の低い LNGへの燃料転換を完

了し、2003年度からLPGを使用していません。

●水使用量

2005年度の当社グループの事業活動における水

使用量は、約17百万m3で前年度比1.4 ％削減し

ました。

当社グループでは、表面処理鋼板や磁気ディスク

基板の製造や設備の冷却に多くの用水を使用します

が、冷却塔、ろ過処理設備等の活用により循環再利

用を進め、用水の循環利用率は約85％と高い数値

を継続し、徹底した節水に努めています。

●総エネルギー使用量

2005年度の当社グループの事業活動における総

エネルギー使用量（ジュール換算値）は、5,727TJ

で前年度比97.4％でした。使用エネルギーの内訳

は、電力が65.1％で、他は重油、LNG等の燃料に

よるものです。

2002 年度のエネルギー原単位を100 とする

と、2005年度のエネルギー原単位指数は76.9と

向上しており、前年度と比較しても5ポイント向上

しました。

●電力使用量

当社グループの電力使用量は、2003 年度から

2005年度までは、毎年約380千MWhとほぼ一

定で推移しています。この間売上高は約20％増加

し、事業活動は増大しているのに対して、電力使用

量はほぼ一定レベルを維持しており、電力原単位が

向上しています。

2005年度に当社下松工場では、電力使用量削減

に対する取り組みとして、

（1）保護ガス製造装置を高効率型の設備に更新

（2）送水ポンプの適正化更新

などの設備的な対応を実施しました。

2．省エネルギー・省資源
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当社グループの事業活動では、酸洗排水、含油排

水、めっき排水等が排出されますが、その種類に応

じて最適な中間処理を行った後、最終的に総合排水

処理設備で一括して凝集沈澱処理しています。

2005年度のCOD、全窒素および全リンの排

出量については、水質汚濁防止法に規定されてい

る第5次総量規制努力目標値の順守に努め、すべ

ての項目について目標値をクリアしました。

全窒素については、2004年9月から回収設備

で硝酸の形で回収し売却することにより、削減と

共に再資源化を図っています。2004年度以降排

出量は減少しています。一方、COD負荷量が現

在増加傾向にあることから、運転管理の強化に努

めています。今後の第6次総量規制に向けた目標

値達成のため関係部門で環境目標に掲げ活動を展

開して行きます。

4．水域への排出抑制

● COD、全窒素および全リン排出量
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3．二酸化炭素の排出抑制

●生産活動における二酸化炭素排出量

2005年度の当社グループの生産活動におけるCO2 排出量

は、約376千 t - CO2 で前年度比3.4％の削減となりました。

当社グループでは、操業面での活動と共に設備面でも省エネ

ルギーを図るために新設・改造等の検討を行っており、CO2 排

出削減を推進しています。また、生産活動で使用する燃料につ

いてもCO2 排出原単位の低い燃料への転換を検討し、CO2 排

出量の削減に努めています。

●物流部門における二酸化炭素排出量

当社グループの物流企業2社の事業活動におけるCO2 排出

量は、2002年度以降毎年減少しており、2005年度は、前年

度比2.8％減の6,900 t - CO2 でした。

下松運輸では、アイドリング時間の削減を環境目標に掲げて

活動した結果、2005年度は燃料消費量が約750リットル削

減（試算値）され、CO2 排出量削減につながりました。また、グ

リーン物流パートナーシップ会議の会員企業として物流面にお

けるCO2 排出削減に積極的に取り組んでいます。
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●緊急事態への対応

万一事故が発生した場合、工場の操業に重大な

支障を来たすだけでなく、地域社会にも大きな影

響をもたらすことが考えられます。従って、当社

グループでは、発生を防止するための厳しい自主

基準による管理を実施して環境リスクを低減させ

ると共に、緊急事態への対応手順を定め事故発生

時に適切且つ迅速な対応がとれるよう、対応訓練

を実施しています。

2005年度は、有害物質を含有する排水が流入

する排水ピット

が地震により破

損したという想

定で、排水の拡

散防止の対応訓

練等を実施しま

した。

●地下水･土壌汚染の未然防止

特定化学物質の地下浸透を未然に防止すること

を目的として、当社下松工場では既設の埋設配管

の地上化への更新を計画的に推進しています。

2005年度は、表面処理鋼板を生産するラインの

埋設排水配管を更新しました。これにより、地下

浸透の完全防止と漏水の早期発見、点検･補修の容

易化が可能となります。

また、地下水水質については自主的な環境調査

を実施しています。地下水の環境基準値が設定さ

れている物質のうち当社下松工場の事業活動に係

わりのある物質を対象として、定期的なモニタリ

ングを行っています。2005年度の水質分析の結

果、すべて環境基準を満足していることが確認で

きました。

5．廃棄物の排出抑制

●廃棄物量

2005年度の当社グループの廃棄物量は、8,360tで前

年度と比較して470 t増加し、循環資源化率が、93.6％

から92.8％に若干低下しました。当社下松工場では、汚

泥の再資源化を推進するため排水処理設備の改造を検討し

ています。また、発生した廃棄物については、分別を徹底

し、再利用･再資源化を積極的に進めて行きます。

●ゼロエミッション活動

事業活動の中で発生する鉄屑、廃硝酸等を再資

源として売却し、一般廃棄物および廃油等は熱回

収できる処分先へ委託処分する等して、ゼロエミ

ッション活動に積極的に取り組んでいます。

2005年度に当社下松工場では、製膜設備等か

ら排出される廃樹脂を再利用するために、樹脂リ

サイクル設備を建設しました。本設備は、2006

年 4月から稼動しており、これまで廃棄処分して

いた樹脂をペレット化して製膜設備で再利用する

ことが可能となり、樹脂リサイクル率の大幅な向

上が見込まれます。
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6．環境リスクマネジメント
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鉄　屑 鉄原料（売却）

錫めっき廃液 中和設備で錫を回収→錫原料（売却）

廃硫酸 硫酸処理施設で硫酸鉄を回収

→顔料、磁気テープ原料（売却）

廃硝酸 廃硝酸回収設備で回収→売却

廃　油 ボイラー燃料等（社内および社外）

廃樹脂 ・樹脂リサイクル設備による自己循環利用

・樹脂原料（売却）

対象物 再資源化処理方法

●廃棄物再資源化状況



7．環境関連法規制への対応

●環境関連法規制順守状況

2005年度は、当社グループに適用される環境関連の法令違反および事故、訴訟はありませんでした。

また、法に基づく届出も適切に実施しました。ただし、近隣住民の方より騒音に関する苦情が1件寄せ

られましたが、直ちに原因を調査し、構内作業場の移転等の対策を講じました。

当社下松工場では、法および条例より厳しい社内基準値を設定して自主管理を実施していますが、

2005年度に排水のCOD社内基準オーバーが発生しました。これにつきましては、当該プロセスで使用

していた研削液の低COD化等の対策を講じました。

●化学物質排出把握管理促進法（化管法）

当社グループでは、化管法の趣旨に従って化学物質の適正管

理に努めており、PRTR対象化学物質の移動量および排出量は、

非該当物質への切替等により2002年度以降減少傾向にありま

す。グループ企業の中では、当社下松工場がPRTRの届出対象

の要件を満たしており、2005年度の実績に基づき18物質の

移動量および排出量を国に報告しました。

●グリーン購入法

当社グループでは、グリーン購入法の事業者の責務

に従って事務用品を購入する際には、グリーン購入法

適合商品等の表示のある物品を積極的に購入するよう

努めています。2005年度のグループ全体の事務用品

のグリーン購入率は42.1％で前年度から約11％向

上しました。東洋鋼鈑本社では、環境部門が本社の事

務用品購入実績を精査し、本社各部門に対してグリー

ン購入法適合商品への切替を提案することにより、グ

リーン購入率の向上を図っています。

8．環境教育

● ISO14001内部監査員教育

当社グループ統合 ISO14001環境管理活動の中で、社内講師による ISO14001：2004対応の環

境標準改訂説明会や新任内部監査員に対する教育、社外の環境関連セミナー受講等の環境教育を当社グル

ープ従業員に対して実施しました。

●臨時環境教育

当社下松工場では、各製造ラインの責任者や

管理職を対象として、事業活動に関係する環境

関連法の概要とその順守状況および自工程から

の排出物の処理状況の確認と排水処理施設に関

する認識を深めるための教育を実施しました。
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東洋鋼鈑　本社 44.8 62.7

下松工場 27.7 41.6

鋼鈑工業 31.4 31.8

KYテクノロジー 64.9 48.1

共同海運 34.2 70.3

下松運輸 23.7 50.0

グループ全体 30.7 42.1

▲臨時環境教育の様子

●東洋鋼鈑グループのグリーン購入実績
グリーン購入率 *（％）
2004年度　　2005年度

*）事務用品の全購入金額に対するグリーン商品購入金額の割合



2005年より当社の新商品としてファイバーコ

ート鋼板（静電植毛鋼板）の販売を開始しました。

鋼板類の表面にナイロン66の短繊維を連続的に植

毛をした製品で、以下の優れた特徴があります。

1．植毛面の保水性能（400g／m2）に優れる

2．断熱性が良い　

3．植毛面の表面が柔らかく意匠性に優れる

4．吸光性や制振動性を有す

保水性、断熱性の特徴を活かし、空調用ダ

クト板や屋根裏打ち材として店舗・工場の露

出型に多く使用されています。また、断熱性

や柔らかな表面感触を活かし、パネルヒータ

ーの放熱面、吸光性で光学機器の反射防止板、信

号機カバー等、制振動性で農機具や乾燥機の搬送

ダクト用等の用途開発を推進しております。

原材料および副資材についても、原板のクロメ

ートフリー化、水溶性化接着剤の使用等の環境に

配慮した製品作りを実施しています。
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9．環境に配慮した製品開発

当社グループは、単に素材を供給するメーカーとしてではなく、人の暮らしと豊かなコミュニケーショ

ンを何よりも大切に、新しい材料の開発を通して環境と調和した持続的に発展する循環型社会の形成を目

指します。

●容器用ラミネート鋼板「ハイペット」

●植毛鋼板「ファイバーコート」

●はんだ付け可能なアルミニウム板「SAPlate」

当社は、従来よりはんだ付け可能な亜鉛めっき

鋼板（はんだシルバートップ）を製造・販売し、電

機部品などに使用されています。今年、さらに軽

量化と放熱性を高めたはんだ付け可能なアルミニウ

ム板：SAPlate（商標登録申請中）を開発しました。

新設の連続ライン（最大幅：1000mm、板厚：

0.3～1.2 mm）で2006年4月より量産を開始

しています。

従来、アルミニウム板では難しかったはんだ付

け性が特殊なめっきと有機表面処理を施すことで

銅やぶりきと同等のはんだ濡れ性が得られ、一般

的な鉛フリーはんだおよび弱活性フラックスの使

用が可能です。また、鉛、6価クロムフリー等環

境に優しい材料となっています。

ヒートシンクなどの放熱材料、端子、通電材料へ

の適用が期待され、ヒートシンク

に用いた場合、折り曲げ加工な

どで一体成形できるため、従来

押し出し材で必要だった実装の

ためのピン付け工程が省略でき、

重量の軽減が可能です。省資源、

コスト削減が期待できます。

当社では、環境に配慮した製品として、リサイ

クルに有効な鋼材やアルミ材をポリエステルフィル

ムでラミネートした材料「ハイペット」を開発、提

供しております。近年ではハイペット用フィルムも

自社開発し、食品容器素材としてのさまざまな用

途に展開しております。

「ハイペット」の用途は確実に広がっており、

ツナ缶など食缶用のラミネートDR缶、環境保全

型缶容器TULC、ビールや発泡酒に使用されてい

るアルミ缶の aTULC、またスチール缶初のリシ

ール容器である広口飲料缶 TEC200等に「ハイ

ペット」の技術が応用されています。

ハイペットは缶製造時の塗装工程、洗浄工程を

省略できるな

ど、エコロジカ

ルで汎用性に優

れた素材であ

り、缶を理想の

姿に限りなく近

づけます。

▲用途例：ヒートシンク

▲施工例：屋根材 ▲施工例：空調ダクト

▲ラミネートDR缶



2002年より鋼鈑工業株式会社の新製品として

「エステルトップ」（PETバンド）の販売を開始し

ました。高品質 PET 樹脂使用品およびリサイク

ル樹脂の最適比率配合品があり、使用後のバンド

は回収ルートを通じ様々な用途で再利用される環

境配慮型製品です。

【特徴】

1．ポリエステル樹脂の特性を生かし、長時間張力

を維持

2．引張強度が大きくPP（ポリプロピレン）に比べ

縦割れの心配も少ないため重梱包に最適です。

3．最大 140kg 巻きの製造可能（全自動結束機に

おいてバンド交換の頻度が軽減できます）

【用途】

パレット、木材、パイプ、繊維ベール、コイル、

線材、飲料缶・ペットボトル・ガラス瓶、輸出梱

包等の結束

さらに、当社独自のバイブレーション溶着方式を

採用した結束装置（エステルトップ用全自動結束機、

手動結束器MVシリーズ、METシリーズ）との組合

せでトータ

ル結束シス

テムを提供

させていた

だきます。

当社では、新しい常温接合技術である表面活性

化接合法を用いた高機能異種金属積層材料「ファ

インクラッド」を世界に先駆けて開発・実用化致

しました。

「ファインクラッド」はドライプロセスで製造

するため潤滑油等の廃棄物排出が出ないとい

う環境に配慮した材料です。また、真空中で

の常温・低圧下圧接で製造されるため接合界

面が平坦で合金層を生成しない特長があり、

その特長を生かして携帯電話などの実装基板

に採用されております。実装基板用途では以

下の内容で環境配慮に貢献しております。

1．省スペース化による客先使用材料の低減

2．基板製造時の省プロセスによる客先使用エネル

ギーの低減

3．基板製造時の省プロセスによるメッキレス

→メッキ廃液が発生しない

●液晶バックライト反射板用ラミネート板「FINETOP」
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▲エステルトップ

▲ファインクラッドコイル ▲実装基板（試作例）

●結束用PETバンド「エステルトップ」

●高機能積層材「ファインクラッド」

現在、テレビをはじめパソコン，カーナビ，携

帯電話等に液晶ディスプレイが使用されています。

特に液晶テレビおよびパソコン用液晶モニターは

急激に数量が増加しております。液晶ディスプレ

イには LCD バックライトユニットと称される背

面照明ユニット（光源）が設置されており、直下型

バックライト方式（大型テレビ等）とエッジライト

方式（中小型液晶モニター等）があり、エッジライ

ト方式には光源（蛍光灯）の光を効率良く導光板に

反射させるためにランプリフレクターと呼ばれる

部品があります。

このランプリフレクターには、当社のラミネー

ト技術を応用した高輝度反射用白色 PET フィル

ムラミネート材である「FINETOP」が使用され

ており、台湾の液晶パネルメーカー（AUO等）で

採用され、最終製品であるパソコン用17・19イ

ンチ液晶モニターとして EU（欧州連合）をはじめ

全世界に出荷されています。そのため、EU の

RoHS指令にも対応した環境配慮の製品設計を行

っております。

LCDバックライトユニットの構造

▲結束装置
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10．環境会計

環境会計とは、「事業活動における環境保全のためのコストとその

活動により得られた効果を可能な限り定量的に把握し分析し、公表

するための仕組み」で、当社では、2002 年度実績から、環境省

「環境会計ガイドライン（2002年版）」に沿った形で集計しています。

●環境保全コスト

2005年度の環境保全コストの総額は、20.6

億円でした。その中で環境保全に係わる設備投資

額は 3.9 億円で、全設備投資額に占める割合は

5.5 ％（前年度比2.5 ％増）でした。また、研究開

発活動における環境保全コストは5億円で、研究

開発費総額に占める割合は 21.9 ％で前年度比

8.4％増となりました。

環境保全費用額は、2002年度以降ほぼ一定の

約17億円で推移していますが、投資額は環境配

慮型製品の開発や省エネルギー関連設備に対する

積極的な投資により、前年度比88.9 ％増と大幅

に増加しました。

環境保全効果としては、エネルギー使用量、水

使用量、CO2排出量および廃棄物等総排出量につ

いては、削減効果が得られましたが、廃棄物量は、

排水処理汚泥等の増加により前年度実績から削減

することができませんでした。

環境保全コスト

分類 主な取り組みの内容 投資額 費用額

事業エリア内コスト 185 881

公害防止コスト 大気汚染、水質汚濁防止活動、設備の保守・点検 15 361

地球環境保全コスト 設備の省エネルギー化改造 158 0

資源循環コスト 廃棄物回収、再資源化 12 520

上下流コスト 包装材の回収リサイクル 0 401

管理活動コスト ISO14001維持向上活動、環境負荷監視 0 97

研究開発コスト 環境負荷の低い製品開発 206* 294*

社会活動コスト 環境美化活動 0 0.3

環境損傷コスト 0 0

合 計 391** 1,673

内
　
訳

*）研究開発費総額比：21.9％　　　**）投資額総額比：5.5％

項目 内容等 金額

当該期間の投資額の総額 機械設備導入等 7,166

当該期間の研究開発費の総額 技術研究所人件費、試験研究費等 2,283

●環境保全効果

▲は増加を示します。

環境保全効果

効果の内容
環境負荷指標

総量 前年比削減量

エネルギー使用量 5,518 TJ 137TJ
（電力由来） 3,639 1
（電力以外） 1,879 136

事業エリア内で生じる
水使用量 16,940 千ｍ３ 245千ｍ３

環境保全効果
CO2排出量　　　 368 千t-CO2 12 千 t-CO2
（電力由来） 244 4
（電力以外） 124 8

廃棄物等総排出量 104,723 t 4, 195 t
廃棄物量 7,834 ▲ 456

その他の環境保全効果 物流工程でのCO2排出量 6,841 千t-CO2 236 千t-CO2

集計範囲：東洋鋼鈑全社
対象期間： 2005年4月1日～

2006年3月31日
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●職業活動功労者表彰

2005年10月26日、

徳山東ロータリークラブ

の職業活動功労者表彰式

において、東洋鋼鈑職長

会が表彰されました。

東洋鋼鈑職長会は、こ

れまで空き缶回収活動や

市内ごみゼロ運動、笠戸

島はなぐり海水浴場の清

掃など積極的にボランテ

ィア活動を行っており、これらの功績が称えられました。

●「環境家計簿」活動の推進

（社）日本鉄鋼連盟は、自主行動計画において2010

年度に 1990年度比でエネルギー消費量10％削減

を目標に掲げ、2004年度は 4.4 ％削減を達成する

など着実に成果をあげています。一方、エネルギー消

費量が増加している民生･運輸部門に対してもより一層

貢献していく考えで、個人･家族レベルでの環境問題へ

の理解促進、環境意識の醸成を通じた具体的な省エネ

行動の実践として｢環境家計簿｣調査を実施しました。

当社もこの趣旨に賛同し、本社･下松工場の従業員

が「環境家計簿」活動に取り組み、調査結果を（社）日

本鉄鋼連盟に提出しました。

●「日本温暖化ガス削減基金｣に出資

（社）日本鉄鋼連盟は、京都メカニズム活用による海

外クレジット確保のため「日本温暖化ガス削減基金」

へ2005～ 2014年までの期間に500万ドルを出

資して、約70万トンの CO2クレジット獲得を決定

しました。当社は、自主行動計画参加会社として分担

金を出資しました。

●「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」
への協力

環境省では、2003年より地球温暖化防止のため、

ライトアップ施設や家庭の電気を消すよう呼びかける

｢CO2削減／ライトダウンキャンペーン｣を実施してい

ます。

当社ではこのキャンペーンの趣旨に賛同し、工場従

業員に参加を呼びかけると共に、2005年6月19日

20時～22時の2時間、下松工場の社名看板を消灯

して協力しました。

●アスベストへの対応

当社グループ各社の工場、オフィスおよび福利厚生

施設を対象としてアスベストの使用状況を調査しまし

た。その結果、一部の設備･施設について建築部材や

保温材にアスベスト含有材料を使用していることがわ

かりました。

当社下松工場の防音壁や体育館内壁のアスベスト含

有材は直ちに撤去し、アスベストを含有していない材

料に交換しました。防音壁撤去工事に際しましては、

近隣住民の皆様に施工方法等を事前にご説明しご理解

いただき、関係官庁の立入調査にてご確認いただきま

した。また、体育館内壁撤去工事に際しましては、当

社体育館をご使用いただいている社内外の皆様へご説

明し、工事期間中の不使用のご協力をお願いしました。

●柏センターに対する環境視察

当社は、2005 年10 月にファイバーコート（株）

より植毛鋼板「ファイバーコート」事業を譲受けまし

た。この事業継承に伴い、ファイバーコートの製造事

業所である柏センターから排出される廃棄物の調査お

よびその収集運搬･処分業者の視察を実施しました。

その結果、廃掃法（廃棄物の処理および清掃に関す

る法律）および関係条例に基づく適正な処置が実施さ

れていることが確認できました。

●「循環型社会形成推進月間」への取り組み

山口県では、循環型社会形成推進条例に基づき、循

環型社会の形成について、県民および事業者の関心と

理解を深めるとともに、自主的かつ積極的な活動意欲

を高めるため、毎年10月を｢循環型社会形成推進月

間｣として各種取り組みを実施しています。

当社下松工場は、｢循環型社会形成推進月間｣の啓発

イベントとして山口県きららスポーツ交流公園で開催

された｢やまぐちいきいきエコフェア｣に協賛しました。

11．環境トピックス
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1．社会貢献活動

●第25回Can Back Campaign開催

当社は、缶用材料メーカーとして空き缶の回収

および処理を行うことによって、缶のリサイクル

および地域の環境美化に貢献することを目的に、

グループ従業員で実行委員会を組織し、1991年

以降毎年Can Back Campaign を開催していま

す。2005年度は、当社グループ従業員とその家

族、近隣自治会の皆様合わせて約450名の参加

のもと開催し、

空き缶を中心

にビンやPET

ボトル、可燃

ごみなどを回

収しました。

●市内一斉ゴミゼロ運動

下松市環境衛生推進協議会主催の｢第 3回市内

一斉ゴミゼロ運動｣が、2005年 5月 29日に開

催されました。今回は、当社グループから従業員

約 160名が参加し、下松市豊井連合自治会の皆

様と合同で豊

井地区の清掃

活動に取り組

みました。

●災害支援活動

当社では、2005年 8月末にハリケーン｢カト

リーナ｣の直撃を受けた米国ルイジアナ州ニューオ

ーリンズ、9月始め台風14号による被害を受け

た山口県および10月8日に発生したパキスタン

北部地震の被災地に対して日本赤十字社等を通じ

て寄付を行いました。

●徳山・下松・光・新南陽港クリーン作戦参加

瀬戸内海沿岸にある周南地域の港をいつまでも

美しく保つため、2005年7月13日に海の月間

行事の一環として港クリーン作戦が実施されまし

た。当社グループからも物流部門等の従業員が参

加し、岸壁周

辺を約 1 時間

にわったって

清掃しました。

●スチール缶リサイクル協会活動への参画

当社は、スチール缶リサイクル協会の一員とし

て、各種行事および企画を通してスチール缶のリ

サイクル促進を推進しています。2005 年度は、

スチール缶リサイクル協会共催のもと新潟県長岡

市で開催された美化キャンペーンに参加し、地元

中学校のボランティアの方々と一緒に清掃活動や

リサイクル啓発活動を行いました。

●公道清掃実施

環境月間行事の一環として、毎年当社下松工場

周辺の公道清掃を実施しています。2005年度は、

環境の日の 6 月 5 日に当社グループ従業員約

100 名で工場

周辺の清掃を

実施しました。

東洋鋼鈑グループでは、社会貢献活動、地域社会とのコミュニケーション等様々な活動を

通じて、当社グループに関わるステークホルダーの皆様から信頼される企業づくりを推進し

ています。

社
会
と
の
共
生



2． 社会とのコミュニケーション

●環境報告書の発行

当社の環境活動状況を幅広いステークホル

ダーの皆様にご理解いただくため、2002年

から環境報告書を発行しています。この間、

報告対象範囲を下松工場から全社、そして今

回は当社グループへと拡大してまいりました。

この報告書に対するステークホルダーの皆

様からご意見を頂戴し、さらなる充実をはか

っていくとともに、環境に関する情報開示を

積極的に推進してまいります。

●ホームページでの環境情報公開

当社ホームページに、環境情報サイト｢環境への取り組み｣を開設

し、環境報告書の内容を公開し、より多くのステークホルダーの皆

様方に容易に環境情報をご覧いただけるようになっています。

●第1回東洋鋼鈑地域ふれあいデー

当社は、下松工場初の一般開放イベントとして

2005年 11月に「東洋鋼鈑地域ふれあいデー」

を開催致しました。工場見学バスツアーや市民マ

ラソン大会をはじめ、屋台、バザー、遊具および

ステージイベント等、様々な催し物を用意したと

ころ、約 3,000 人の地域の方に来場いただきま

した。

会社紹介ブースに設けた環境コーナーでは、当

社の環境活動や環境対応製品の展示を行い、スタ

ッフの説明に多くの方が熱心に耳を傾けてくださ

いました。

今後も地域の方々と相互理解を深めるための交

流の場として、充実したイベント開催を目指して

まいります。

●第2回東洋鋼鈑文化講演会

当社では著名人による講演の場を設け、2005

年度は現カネボウ陸上競技部監督の伊藤国光氏を

お迎えしました。伊藤氏は、ご自身のマラソンラ

ンナーとしての経験や監督としての苦労と喜びを、

ユーモアを交えて語られ、講演の最後には観客か

ら盛大な拍手を送られました。
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お届けします、人と地球に優しい素材を。お届けします、人と地球に優しい素材を。お届けします、人と地球に優しい素材を。

講演中の現カネボウ陸上競技部監督伊藤氏

多くの地域の方々が
訪れ、お楽しみいた
だいた「東洋鋼鈑地
域ふれあいデー」
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3． 従業員とともに

●採用に関する基本方針

●人材育成

●次世代育成支援

当社は､従業員が十分に能力を発揮でき

る環境を整え、積極的に次世代育成を支

援し、地域社会の発展に貢献します。

具体的施策として、①平成17年 4月

から妊娠中および幼児を養育する従業員

へ支援する柔軟な勤務時間制度（始業・

終業時間の１時間繰り上げ又は繰り下げ

措置）を設けた　②出産祝金を子１人に

つき20万円に増額した等、仕事と子育

ての両立支援策を推進しています。

平成18年 4月には、下松市美里町の

鋼鈑幼稚園に企業内託児所｢星の子保育

園｣を併設すると共に、下松地区勤務以外

の従業員に対して、託児所利用補助制度

（子１人につき月額2万円まで補助）を設

け、環境整備の充実に取り組んでいます。

一人一人の個性を尊重し、幅広い視野を持った

人材の育成を考えています。具体的には、英会話

や資格取得などへの積極的援助、大学院派遣、海

外メーカーとの人材交流などを実施しています。

また、仕事を通じての OJT や QC サークル活動

も盛んで、積極的に発表の場を用意しています。

当社は、企業を支え継続的に成長させる源は人
であるとの認識から、採用活動には特に力を入れ
ています。製造現場から技術・事務スタッフまで
安定した採用をし、研究開発力や製造技術力の向

上およびノウハウの伝承に努めております。また、
中途採用にも力を入れており、外部の文化を取り
入れた多様性のある会社を目指しています。

●工場見学の受入

山口県周南地域のコンビナート群を中心に企業や工場を

観光資源にしようという取り組みが、周南地域の各商工会

議所の呼びかけで2005年10月からスタートしました。

当社もこの趣旨に賛同し、下松工場が見学コースとなり

ました。2日間で周南地域の方およそ100名が来場し、工

場内を興味深く見学されました。

今後も当社グループの環境保全活動を含めた事業内容を

地域社会の皆様に知っていただくため、工場見学の受入を

積極的に進めてまいります。

｢星の子保育園｣施設概要

運営開始 平成18年4月3日
所在地 山口県下松市美里町1丁目9番1号

「鋼鈑幼稚園」に併設
対象者 東洋鋼鈑グループに勤務する

従業員の子供
運営内容「月極め保育」「リレー保育」

「一時保育」
広さ 約123.6m2

定 員 15名
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4． コンプライアンス

●企業行動規準

2005年3月、当社は法令および企業倫理遵守を目的とした『東洋鋼鈑

企業行動規準』を制定しました。（2006年8月東洋鋼鈑グループ企業行動

規準に改訂）

●コンプライアンス運営の仕組み

1．コンプライアンス委員会

本社および下松工場にそれぞれコンプ

ライアンス委員会を設置し、両委員会で

構成される全社委員会が、会社全体のコ

ンプライアンスの統括と推進を行います。

2．コンプライアンス相談窓口

企業行動規準をはじめコンプライアンス

に関して、疑問や質問があったとき、また

法令、企業倫理に反する取引や行為（セク

ハラ、パワハラ、インサイダー取引、横領、

機密漏洩等）に気付いたときに相談、連

絡するための相談窓口を設置しています。

●個人情報保護方針

｢個人情報の保護に関する法律｣の全面施行を受け、当

社では個人情報保護に関する全社的な取り組みを実現す

るため、2005年 6月に『東洋鋼鈑個人情報保護方針』

を制定しました。

当社は、事業活動を通じて取得した個人情報の取り扱

いについて、法令等の順守を社会的責務と認識し、方針

に基づいて個人情報の保護に努めてまいります。

なお、当社個人情報保護方針の内容は、ホームページ

に公開しております（http://www.toyokohan.co.jp）。

〈推進組織〉

当社ホームページに掲載・公開されている個人情報保護方針

1．基本理念

企業行動規準の基本理念として、

次の3つの基本方針を掲げています。

① 経営の基本方針
② 法令および企業倫理遵守の基本方針
③ 企業行動規準遵守の義務と責任

2．企業行動規準の構成

当社において最も遵守すべき事項と

して次の8項目を掲げています。

（1）素材を供給する専門メーカー
としての取り組み

（2）人権と個性の尊重
（3）環境保全への積極的な取り組み
（4）取引先・行政との健全な関係
（5）情報の適正な管理と開示
（6）反社会的勢力に対する姿勢
（7）公私のけじめ
（8）海外業務における心構え

（1） 法令違反等

本　　社…総務部総務グループ
下松工場…総務人事部総務グループ

（2） セクハラ、パワハラ

本　　社…総務部人事グループ
下松工場…総務人事部人事グループ

（3） 社外相談窓口

社内の人には相談しづらい、社内窓口に相談したがなかなか
対応してもらえない場合等に備え、「法令違反等」、「セクハラ、
パワハラ」についてそれぞれ社外相談窓口を設置しています。
なお、社外相談窓口の運営はダイヤル・サービス株式会社に

委託しております。
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当社は、東洋製罐グループの一員として、2002 年7月に組織された東洋製罐グループ

環境委員会に参画し、環境経営の実現に向けた諸施策の検討および推進活動を展開していま

す。

●グループの環境経営の推進

グループ環境経営を推進するために、2002年

7月に東洋製罐グループ環境委員会が組織されま

した。

東洋鋼鈑は常任委員として年2回開催される委

員会において、環境経営の実現に向けた進捗状況

を把握するとともに推進活動を展開しています。

●グループ環境ビジョンの推進

東洋製罐グループでは、経営課題である「包み

と地球環境の調和」を目指して、全員参加による

環境経営の推進に取り組んでいます。

この環境経営活動を具体化するために、以下の

6項目からなる環境ビジョンを 2004 年 5月に

策定しました。

Ⅰ. 環境配慮型製品の継続的創出
Ⅱ. 生産活動に伴う環境負荷低減の推進
Ⅲ. 調達・物流・販売のグリーン化の推進
Ⅳ. 資源循環の推進
Ⅴ. 環境コミュニケーションの推進
ⅤⅠ. 環境経営の推進と環境経営情報システムの構築

これらの環境ビジョンを実現するために2010

年までの環境目標と行動計画をまとめた「東洋製罐

グループエコアクションプラン2010」を2006

年2月に策定しました。東洋鋼鈑では、2006年

度からこのアクションプランに基づき活動し、目

標を達成することにより東洋製罐グループ環境ビ

ジョンの実現を目指します。
東洋製罐グループの環境管理体制
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設備関係 組織、体制関係

1934年 会社設立

1959年 石炭ボイラーから重油ボイラーへ転換

1960年 石炭発生炉ガスからLPGへ転換

1964年 含油排水処理装置（自然浮上槽）設置

1965年 硫酸処理設備設置（硫酸鉄のリサイクル開始）

1970年 含油排水処理装置（薬注加圧浮上槽）設置

1971年 総合排水処理設備設置
（還元－中和－凝集沈殿－脱水）

1972年 ボイラー130ｍ煙突設置
含油排水処理装置（薬注加圧浮上槽）増強
VTL湿式電気集塵装置設置

1973年 総合排水処理設備増設（２系列化） 環境管理室を設置
硫酸処理設備増強 当直課長、公害担当交替係長制導入
二宮町境界線沿い防音壁設置
クロム流出事故（改善命令）

1974年 アルカリ含油排水処理装置（薬注加圧浮上槽）設置
総合排水処理設備（還元－中和槽）増強
二宮町境界線沿い騒音常時監視システム設置

1976年 低硫黄重油自動混焼装置設置

1979年 公害担当交替係長制から
交替係長制に変更

1981年 スカム酸処理設備設置
（廃油スカムのリサイクル開始）

1986年 「ハイペット」営業生産設備稼働

1989年 フィルタープレス脱水機導入

1991年 第1回 CBC実施
（CBC：Can Back Campaign）

1993年 MD排水アルカリ処理設備設置 新当直制度導入（交替係長制廃止）

1997年 MD排水生物処理設備（没水濾床式）設置
1999年 下松工場ISO14001認証取得

（12.22）

2000年 No.3焼却炉廃止（可燃性廃棄物社外委託処理開始） 「ファイントップ5、6」
営業生産開始

2001年 「シルバートップ エコ」
営業生産開始

2002年 No.1、2焼却炉廃止（廃油の社外委託処理開始） 下松工場環境報告書発刊
東洋製罐グループ環境委員会発足

2003年 LPGからLNGへ転換 本社に環境部を設置
東洋鋼鈑グループ環境会議発足

2004年 東洋鋼鈑グループ統合
ISO14001認証取得（12.16）

東洋鋼鈑全社環境報告書発刊
2005年 樹脂リサイクル設備設置

保護ガス製造設備更新

環境保全活動
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