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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）等の
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 2,651名（2007年3月末、連結）

売　上　高 1,291億円（2006年度、連結）

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、薄板およ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（連結）

福岡

山口（下松市） 広島
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国内 鋼鈑商事（株） 表面処理鋼板等の販売
鋼鈑工業（株） 帯鋼および自動結束装置等の製造販売、硬質合金および磁気ディスク用基板の製造
KYテクノロジー（株） 建材製品および梱包資材の製造販売、製材並びに木材の加工販売、建設業、

建築設計並びに工事監理
海外 TMT：ペナン 磁気ディスク用基板の製造販売

KTM： 磁気ディスク用基板の製造販売

国内 東洋パックス（株） 截断、検定、包装作業請負
共同海運（株） 内航海運業、貨物利用運送業、通関業、海運代理店業
下松運輸（株） 貨物自動車運送業、港湾運送業、通運業、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および労働者派遣事業

●グループ企業の事業内容
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ごあいさつ

1997年に採択された京都議定書の約束期間が、来年からいよいよ始まります。地球温
暖化をはじめ地球規模の環境問題は、いま国際社会にとって重要な課題となっています。
21世紀を「環境の世紀」として持続可能な社会を形成していくためには、私たちが率先
して環境保全の役割を担い、循環型社会の構築を推進していくことが必要であると考え
ております。

当社グループは、従来よりお客様の製缶工程での塗装や洗浄を省略でき、CO2排出量
の大幅削減や排水ゼロを実現する「環境にやさしいタルク缶」用のフィルムラミネート
鋼板等、地球環境への負荷や影響を低減する製品開発を行ってきました。また、「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、リサイクル活動にも積極的に取り組んでまいりました。これらの活動に取り組み、
成果をあげていくことが、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月に当社下松工場でISO14001の認証を取得いたし
ました。さらに、グループ企業を含めた環境活動を展開するために、2004年12月に東洋
鋼鈑グループ全体としての認証を取得いたしました。

2007年度には、当社下松工場のボイラー更新が環境省の設備補助事業に採択され、自
主参加型排出権取引制度に参画いたします。来年度以降、年間1万トン以上のCO2排出
の削減を目指します。また、本年、CO2削減および省エネルギーを謳い文句とする「太
陽光を室内に取り込むシステムを数社と共同開発」し、その素材として「光ダクト用銀
鏡塗装鋼板 ミラーコートK」の販売を開始いたします。ひきつづき、環境負荷低減のた
めの「省資源・省エネルギーの推進」および「廃棄物の削減と再資源化」活動をエンドレ
スで進めるとともに、社会ニーズへ積極的に対応すべく、製品開発に努めてまいります。

この「環境報告書 2007」を通じて、グループの環境方針に基づく環境マネジメントシ
ステムおよび活動状況、活動実績（環境保全およ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）をご報告いたします。
私どもの環境活動をご理解いただくとともに、今後の活動のさらなる改善向上のため

に、皆さまからの率直なご意見をいただけましたら幸いです。

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

全社に国内グループ企業を含め、グループ9社統合での認証登録が認められました。

グループ統合環境マネジメントシステムを環境経営の基盤とし、環境負荷低減活

動を継続的に推進しています。

1．環境方針

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

2006年度の活動の結果による環境目標の活動状況・評価は下記の通りです。

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

廃棄物の削減
および
再資源化推進

データ収集体制の確立 環境保全コストの集計 グループ各社

グループ各社

グループでの集計が
可能となった

化学物質管理システムの
構築

環境配慮型製品の開発
および拡販

安全運行管理の
継続的維持

排気ガス規制適合車
導入による
PM・NOx排出量の削減

環境配慮型製品の
開発および拡販

環境配慮型製品の
開発および材料の使用

車輌購入時の
適合車導入率１００％

システム立案

環境汚染ゼロ

海難事故ゼロ

環境汚染ゼロ

海難事故ゼロ

ＫＹテクノロジー（株）

ＫＹテクノロジー（株）

システム立案に至らず

５６．４％達成

機器工場で目標達成

導入率１００％

○

○

○

○

○

○

○

○

×

グリーン調達の推進 事務用品40%以上

グループ各社 Ｈ１８年１０月発行

販売予算および
技術開発計画の達成

環境報告書の発行 グループとしての発行

○

○

×

○

○

達成率106％で達成 樹脂リプロ率の向上 前年比５％向上

○目標達成電力使用量の削減 164MWh/年の削減

×達成率51％で未達成製造原単位向上 前年比１％向上

○達成エネルギー原単位向上 前年比１％向上

×未達成製品歩留向上

○達成（対目標86.5％）電気使用量の削減

部門計画値による

○達成製品または工程歩留向上 工場別目標値の達成

○達成

達成

ＥＴＣ装着率１００％

○達成リサイクル原料の
使用率アップ

樹脂帯使用率
15％以上

廃棄物の削減および
再資源化推進

各部門独自目標値の
達成

達成率102％で達成廃棄物再資源化の推進 パレットあたりの
フィルム屑５％削減

環境目的 活動状況・評価
環境目標

目標項目 目標値 活動部門

○達成
副資材・消耗品の
原単位向上

ＥＴＣ装着による
アイドリング時間の削減

各部門独自目標値

○
達成
（目標10.01／実績8.65 L/T）前年比１％向上

前年比１％向上

前年比１％削減

配船計画による
燃料消費原単位の向上

○達成コピー用紙使用量の削減

達成（木類の再資源化） 再資源化品目の拡大 １件以上

前年比3％削減 未達成廃棄物の削減

共同海運（株）

共同海運（株）

鋼鈑工業（株）

鋼鈑工業（株）

鋼鈑工業（株）

東洋鋼鈑（株）

東洋鋼鈑（株）

東洋鋼鈑（株）

東洋鋼鈑（株）

下松運輸（株）

下松運輸（株）

下松運輸（株）
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2007年度の環境目的および環境目標は下記の通りです。

2006年度の活動状況・評価

1）環境マネジメントシステムの構築は、グルー
プとしてのデータ収集が可能となりました。
化学物質管理については、今年度以降の欧州
規制の状況を見極めながら対応していきたい
と考えています。

2）社会ニーズへの積極的対応は、グループ各社、
製造・輸送のそれぞれの本来業務に関して着
実な成果を上げております。

3）省資源／省エネルギーの推進は、大半の部門
で目標を達成しました。未達成の部門でも前
年比で向上しております。

4）廃棄物の削減および再資源化の推進について
も、確実に成果を上げてきております。

2007年度より、新たに環境目的・目標を立て
て取り組んでまいります。

環境配慮型製品
の開発
および拡販

環境負荷低減

環境マネジメント
システムの発展

売上高・販売比率向上

既存環境配慮型製品の
拡販

省エネルギーの推進

情報収集および
開発促進

サイクルハウス、サイクルラック、
クリーンエースの販売促進

環境配慮型製品の
開発

エネルギー消費量削減
前年比１％削減

エステルトップの拡販
（800t /年）

管理、温度設定の徹底、
省エネ設備導入の検討

販売部門の拡販計画

ボイラー、トランス等設備更新

既存製品について、
改良・再設計・副資材の見直し

電力削減、歩留向上、原単位向上

サンプルの提供とＰＲ

販売部門の拡販計画

研究・開発計画による

情報収集および開発促進、
環境配慮型材料の使用 環境配慮型製品の開発

廃棄物の削減と
再資源化の推進

ＰＲＴＲ対象物質削減検討

事務用品のグリーン購入

開発促進

ＭＤ製品2段積による燃料使用量１％削減

環境目的 手段
環境目標

目標項目 目標値 活動部門

陸電使用、助燃剤導入検討社船燃料１％削減

セメント原料への設備検討セジマート汚泥の
再資源化

処理ルートの見直し、開拓廃棄物処理会社の検討

ルートの検討木製パレットの再資源化

リストアップ並びに使用量把握対象物質の調査・明確化

リストアップ並びに使用量把握削減検討

代替物質の調査・検討代替物質検討

排出量の集計PM 20%、NOx 10%削減

グループ各社
グリーン購入に関する啓発および
定着化推進

購入比率６０％以上

力量向上対策 グループ各社 外部講習受講と社内教育の実施内部監査員の力量向上

コミュニケーションの促進 グループ各社
保全コスト、パフォーマンスデータ集計　
社会性報告の充実

グループ環境報告書の
充実

代替可能商品の調査廃棄物報告書の作成

ＫＹテクノロジー（株）

ＫＹテクノロジー（株）

ＫＹテクノロジー（株）

ＫＹテクノロジー（株）

ＫＹテクノロジー（株）

共同海運（株）

共同海運（株）

鋼鈑工業（株）

鋼鈑工業（株）

鋼鈑工業（株）

鋼鈑工業（株）

東洋鋼鈑（株）

東洋鋼鈑（株）

東洋鋼鈑（株）

東洋鋼鈑（株）

東洋鋼鈑（株）

下松運輸（株）

下松運輸（株）

下松運輸（株）

環
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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。

グループ統合の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、
環境目標を審議・決定し、グループ各社で具体的な
環境目標、実施計画を立てて活動しています。

なお、このシステムの実効をあげるため、および継
続的改善を図るために、グループ各社の環境事務局
を対象としたグループ内部監査を実施し、グループ
各社の運用状況および成果を監査・確認しています。

●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

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月および2007年
8月にマレーシアにある当社の海外連結子会社TMT（Toyo-
Memory 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2007年10月にISO14001認証を取得す
る予定です。

●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）管理本部長

グループ環境事務局
東洋鋼鈑（株）CSR・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：304名（2007年3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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当社ならびにグループ企業の生産拠点である下松は、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
680千t

製品 582千t

電力
365千MWh

水
18百万m3

廃棄物量
10千t

大気への排出
CO2：365千t-CO2

水域への排出
COD：161 t
全窒素：67 t
全りん：23 t

循環資源量
104千t

廃棄物総排出量
114千t

燃料
45千kl（原油換算）

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。
2006年度の環境面から見たグループの物質フロー

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、都市ガスを使用し、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。



●総エネルギー使用量

2006年度の事業活動におけるグループの総エネルギー使用量
（ジュール換算値、製品物流は除く）は、5,325 T Jで前年度比
6.7％減少しました。
使用エネルギーの内訳は、前年度と同様に電力使用によるも

のが約2/3を占めています。
燃料使用では重油が総エネルギー使用量の19.8％、都市ガス

が同12.7％を占めています。その他の燃料としては灯油・軽油
を使用しています。
総エネルギー使用量減少の要因は、設備改善による効果と品

種構成の変化によるものです。

エネルギーの使用量は、「生産量の変動」と「品種構成の変化」の影響を受けて増減しますが、設備改
善（断熱強化や効率向上対策等）や生産性向上（歩留り向上等）による原単位の向上に取り組んでいます。

●水使用量

グループの総水使用量は18百万m3で、前年度比5.9％増加し
ました。
表面処理鋼板や磁気ディスク基板の製造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、用水の85％
を循環利用しています。
21世紀は「水問題の世紀」と言われています。07年度は更な

る節水を目指し、活動を展開しています。
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■燃料使用量

グループの総燃料使用量（原油換算値、製品物流は
除く）は45千k lで、前年度比12.0％減少しました。

■電力使用量

グループの総電力使用量は365千MWhで、
前年度比3.9％減少しました。

2．省エネルギー・省資源

総エネルギー使用量
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（T J）
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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。
2006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

6次総量規制努力目標値の順守、および運転管理
の強化に努め、すべての項目について目標値をク
リアしました。
なお、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。

4．水域への排出抑制

● COD、全窒素および全リン排出量

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

事業活動におけるグループの総CO2排出量は354千 t - CO2
で、前年度比5.9％の削減となりました。
生産性の向上対策と共に省エネ設備の導入や高効率化および

環境負荷の小さい燃料への転換を図り、CO2の排出削減に取り
組んでいます。

●製品物流における二酸化炭素排出量

製品物流におけるグループの総CO2排出量は11千t - CO2で、
前年度比53％の増加となりました。これは、集計の基礎とな
る部分が変化したためであり、省エネ法改正により、これまで
不透明であった傭車、傭船のデータが入手できたことに起因し
ます。
今後も、効率的な製品物流を図り、CO2排出量の削減に努め

ていきます。

02 03 04 05 06（年度）

（千t-CO2） CO2排出量（生産活動）

0

100

200

300

400

500

02 03 04 05 06（年度）

（千t-CO2） CO2排出量（製品物流）

0

2

4

6

8

10

12

02 03 04 05 06（年度）

（ t） 全窒素排出量

0

20

40

60

80

100

02 03 04 05 06（年度）

（ t） COD排出量

0

50

100

150

200
（ t）

0

5

10

15

20

25

02 03 04 05 06（年度）

全リン排出量



●緊急事態への対応

万一事故が発生した場合、工場の操業のみでな
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、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
環境リスクを低減すると共に、緊急事態への対応
手順を定め事故発生時に適切かつ迅速な対応が取
れるよう、対応訓練を実施しています。
2006年度は、地震によりシンナー缶が転倒し引

火したという想定で、被害の拡大防止等、手順に
応じた訓練を
しました。

●排水異常による外部流出の未然防止

当社の排水は、水質汚濁防止法、県条例や市協
定等で濃度や総量規制の適用を受けており、これ
らを確実に順守するため、規制値よりも厳しい社
内基準を定め、常時、排水処理水質を記録計や工
業用テレビで監視し、また定時分析によって確認
しています。
万一、異常で排水基準を超える恐れがある場合

は、全排水を緊急貯留槽に回収、収容し再処理を
した後排出する等、異常が外部に流出しないよう
二重、三重の
体制をとって
います。

5．廃棄物の排出抑制

●廃棄物量

グループの廃棄物等総排出量は114千tでした。そ
のうち廃棄物量は9.9千tで、前年度比18％増加しま
した。
これは、設備建設等による一過性の埋立廃棄物が
1.5千t発生したためであり、従来の生産活動に伴う
廃棄物に関しては横ばいでした。
循環資源化率の低下も同様の理由によるものです。

●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、事業系一般廃棄物および廃油等
は再資源化および熱回収を推進し、ゼロエミッシ
ョン活動に積極的に取り組んでいます。
2006年4月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
サイクル設備を稼働しました。これまで社外へ廃
棄処分していた樹脂を社内で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図れました。
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6．環境リスクマネジメント
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▲緊急貯留槽

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

●化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）

グループの排出量と移動量の合計は前年度比
34％の大幅削減となりました。これは、従来より
「製品のエコ化」として進めてきた製品の脱塩ビ化
に伴うもので、その製造ラインを停止いたしました。

●グリーン購入法

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。2006年度のグループ全体
の事務用品のグリーン購入率は56.4％で前年度か
ら約14％向上しました。各社事務局より各部門に
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．省エネ設備の紹介

当社下松工場は、第１種エネルギー管理指定工
場であり、毎年1％の省エネに取り組んでいます。
右の写真は、2006年度の設備対策の中で省エネ

効果の大きい連続焼鈍ラインの「排水廃熱回収装
置」です。本装置は、重油換算で1年間で約860kl
分の熱量を回収する予定です。
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（ t） 化学物質の移動および排出量
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東洋鋼鈑　本社 62.7 82.0

下松工場 41.6 56.7

鋼鈑工業 31.8 45.4

KYテクノロジー 48.1 48.8

共同海運 70.3 65.9

下松運輸 50.0 56.1

グループ全体 42.1 56.4

▲排水廃熱回収装置

●東洋鋼鈑グループのグリーン購入実績

グリーン購入率＊（％）
2005年度　　2006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

2006年度は、排水pH値の下水道法基準超過、
CODの社内基準超過、および騒音に対する苦情の
計3件の環境関連の異常が発生しました。
それぞれに対し、設備対策（監視システムの導

入、定量放流の設備化、ファンの共振防止）を実
施すると共に、設備の取り扱い手順の見直し、従
業員への教育の実施等、再発防止対策を徹底して
講じました。



ファイバーコート鋼板「静電植毛鋼板」は、鋼
板類（溶融亜鉛めっき鋼板、ガルバニウム鋼板各
種、ステンレス鋼板、アルミニウム）表面にコイ
ルで連続的にナイロン66の短繊維を植毛をした製
品で、次の特徴をもった商品です。
1．断熱性能
2．植毛面の保水性能（400g／m2）
3．色毛面の柔らかな意匠性
4．吸光性・制振性を有す
5．剥れに強い
6．環境にやさしい（リサイクルが可能）

保水性、断熱性能の特徴と剥れに強い特性を活
かし、屋根長尺成形品として、旅客鉄道各社での
検討・採用の動きが出ています。環境にやさしい
リサイクル性の評価で工場等への空調用ダクト工
事に採用が進んでいます
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9．環境に配慮した製品開発

グループでは、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

を何よりも大切にし、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。

●環境配慮型製品「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」

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。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）を開発しました。アルミコイ
ル（最大幅：1000mm、板厚：0.2～1.5mm）を連
続的に処理可能であり、2006年4月より量産を開
始しています。
アルミニウム表面に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
フラックスでの使用が可能です。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、
折り曲げ加工で一体成形できるため、従来押出し
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
軽減が可能で有
り、省資源、コ
スト削減が期待
できます。

主力製品であるハイペットは、環境保全型缶容
器TULCの素材として開発され、コーヒー、ビー
ルなどの飲料缶、ツナ缶など食缶用のラミネート
DR缶として広く皆様に愛用されています。
最近では、業務用の缶容器である18リットル缶

の分野でも、需要家の環境意識が高まっており、醤
油缶などの食品容器素材として使用されています。
ハイペットはリサイクルに有効な鋼材やアルミ

をポリエステルフィルムでラミネートした素材で

あり、缶容器の製造工
程での塗装、洗浄を省
略できるなど環境面で
多くの利点を持つ製品
です。
なお、ハイペット用

フィルムも自社開発し
ており、容器素材としてのさまざま用途に展開して
います。

▲下松工場での使用例

▲18リットル缶

▲CPUの冷却ユニット



現在、複写機は高速化・カラー化および多機能
化（スキャナー・FAX）が進んでいます。特に高速
化に伴いコピー紙に対する耐疵付性要求があり、
複写機の自動給紙装置およびフィニッシャー装置
の通紙部品には当社の耐磨耗性・滑り性に優れた
電気亜鉛めっき鋼板の無塗装用シルバートップ・
エコが使用されています。
納入先の日系大手複写機メーカーでは、積極的に
グリーン調達に取り組んでおり、材料メーカーに対
して納入製品における環境負荷物質（RoHS）の禁止
物質管理および化学物質管理システム（CMS）等の
構築・確立要求があります。当社は複写機用電気亜
鉛めっき鋼板「無塗装用シルバートップ・エコ」の

環境負荷物質（RoHS）使用禁止および化学物質管理
システム（CMS）構築等に積極的に取り組み、複写
機メーカーのグリーン調達等の承認・認証を頂いて
おります。

下松運輸（株）では大型トラックを購
入する際に燃料経済性と環境対応に優
れたトラック導入の取り組みの一つと
して「尿素選択還元触媒搭載」のトラ
ックを導入しています。超高圧燃料噴
射により燃料効率の向上とPMの低減を
図り、尿素SCRでのNOx 削減を組み合
わせたシステムで、排出ガス規制に対
応しています。

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・実用化いたしました。
「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
金層を生成しないという特長があり、その特長を
生かして携帯電話などに搭載される半導体実装基
板に採用されています。

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
低減および環境負
荷物質発生の低減

●複写機用電気亜鉛めっき鋼板「無塗装用シルバートップ・エコ」
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CO

NOX

HC

N2

H2O

CO2

ECU
尿素水
タンク

尿素水噴射ノズルエンジン

超高圧燃料噴射

尿素水添加
システム

尿素SCR触媒

エアクリーナー

燃費向上
PM削減

NOX削減

▲「尿素選択還元触媒搭載」システム概略図

▲半導体パッケージ基板（試作例）

●高機能積層材「ファインクラッド」

■新長期排出ガス規制適合トラックの導入

▲使用複写機
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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」です。2006年度実績から、グループとしての集
計を実施しました。

●環境保全コスト

当社の環境保全コスト総額（設備投資額＋費用
額）は前年度比1.6億円増加しました。設備投資額
が3.2億円増加し、全設備投資額に占める割合も
3.7％増加しました。
環境負荷の低い製品の開発費については3.4億円

減少し、全研究開発費に占める割合も12.1％減少
しました。これは、設備投資の減少と一部開発テ

ーマの完了によるものです。
当社の環境負荷については、エネルギー並びに

CO2は削減できましたが、水および廃棄物量が増
加しました。
なお、グループに関する考察は来年度報告書か

ら記載します。

集計範囲：東洋鋼鈑グループ
対象期間： 2006年4月1日～

2007年3月31日

分　類
グループ 東洋鋼鈑（株）

投資額 費用額 投資額 費用額

事業エリア内コスト 702,802 919,598 701,259 850,485

公害防止コスト 19,458 375,238 17,915 331,691

地球環境保全コスト（設備の省エネルギー化） 679,064 151 679,064 0

資源循環コスト（廃棄物回収、再資源化） 4,280 544,209 4,280 518,794

上下流コスト（包装材の回収リサイクル） 0 424,978 0 422,171

管理活動コスト（EMS維持向上、環境負荷監視） 0 113,356 0 85,963

研究開発コスト（環境配慮型製品の開発） 8,095 175,478 8,095 155,284

設備投資額＋費用額 183,573 163,379

対全研究開発費比 10.7％ 9.9％

社会活動コスト（環境美化活動） 0 71 0 0

環境損傷コスト 0 0 0 0

合　　計 710,897 1,633,481 709,354 1,513,903

対全設備投資額比 8.7％ ― 9.2％ ―

合　計（設備投資額＋費用額） 2,344,378 2,223,257

全研究開発費 1,717,572 1,655,672
全設備投資額 8,206,014 7,729,203

項　目 グループ
東洋鋼鈑（株）

対グループ比

エネルギー使用量（GJ）※1 5,324,601 4,499,395 84.5％

電力由来 3,585,140 2,960,750 82.6％

燃料由来 1,739,461 1,538,645 88.5％

水使用量（千m3） 17,977 14,859 82.7％

CO2排出量（t-CO2） 364,727 297,432 81.5％

電力由来 243,352 200,948 82.6％

燃料由来※2 121,375 96,484 79.5％

廃棄物等総排出量（ton） 113,960 103,389 90.7％

廃棄物量（ton） 9,882 9,394 95.1％

〈環境保全コスト〉

〈事業エリア内で生じる環境負荷および製品輸送に係る環境負荷〉

※1．エネルギー使用量には、製品輸送に係る燃料由来のエネルギー使用量は含まない。 ※2．製品輸送に係る燃料由来のCO2排出量を含む。

（千円／年）
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●高効率ボイラーの導入

当社下松工場では、地球温暖化の原因である
CO2の削減のため、2008年度からの稼働を目標に、
高効率の液化天然ガスボイラー設備の導入を計画
しています。
導入に際しては、環境省から自主参加型排出権

取引に参加することを条件とした補助金を受領し
CO2の排出削減を約束します。2008年度に10,159 t
の削減を目標としています。

●「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」

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、2006年6月
18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。

●環境教育

グループでは、ISO14001環境管理活動の中で新
任内部監査員に対する社外講習や環境セミナーの
受講等の環境教育を積極的に実施しています。
2006年12月22日には（社）産業環境管理協会の

経済産業省からの委託事業である「環境スキル育
成セミナー」を当社下松工場で開催し、グループ
各社より多数参加し、受講しました。

●本社での取り組み

当社は、生産拠点である下松工場だけでなく、
本社においても種々の対策を実施しています。

・省エネルギー

すでに数年前よりクールビズの導入や省エネタ
イプの蛍光灯への切換を実施してきております。
2006年7月11～20日に、本社ビルの電力使用の

実態調査を実施し、電力負荷に関する貴重なデー
タが採取できました。今後の省エネ活動に生かし
ていきたいと考えております。
11月より、電力使用量の削減と最大需要電力の

低減を目的にデマンドコントローラを導入いたし
ました。これにより、最大需要電力の15％の低減
と各フロアの電力監視が可能となりました。

・廃棄物の削減と再資源化

従来より廃棄物については専用ボックスを設置
し分別に取り組んできております。
7月より廃棄物用の

秤量器を導入いたしま
した。従来目分量であ
った廃棄物量が正確な
測定により半分以下に
減少しました。このデ
ータを基に、廃棄物の
削減に取り組んでまい
ります。
10月には、排出した

廃棄物の分別再資源化
の実態調査の目的で、処理業者の視察を実施し、
適正に処理されていることを確認しています。
従来、蛍光灯は購入し、使用後は産業廃棄物と

して処理しておりました。12月より再資源化推進
を目的に、蛍光灯をレンタル契約に切り換えまし
た。使用済みの蛍光灯はレンタル業者の処理ルー
トで一括して再資源化が図られると共に、廃棄物
の削減が達成できます。

11．環境トピックス

▲環境スキル育成セミナー

▲廃棄物用秤量器



●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。2006年度は、ス
チール缶リサイクル協会共催のもと神奈川県平塚
市で開催された美化キャンペーンに参加し、地元
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。2006年度は、
環境の日の 6月 5
日にグループ各社
の従業員約100名
で工場周辺の清掃
を実施しました。

●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4回市内一
斉ゴミゼロ運動｣が、2006年5月28日に開催され
ました。今回は、グループ各社から従業員約200

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。

●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、2006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。
グループ各社から
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。
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1．社会貢献活動

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、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。
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当社下松工場が厚生労働省所管である財団法
人さわやか福祉財団から『ワンモアライフ勤労
者ボランティア賞』のナイスサポート賞を受賞
し、2007年2月10日に顕彰式が催されました。
受賞理由として、「地域社会との共生、開かれ

た工場づくりを目指して企業ぐるみで多彩な活
動に取り組み、工場開放イベント、スポーツ選
手や文化人を招いての文化講演会など地域事業
を毎年開催していること。また、年に2～3回実
施する若者異業種交流会（フォルテ）は、交流と
自己研鑽の場を地域の若者に提供し、運営する

という先進的
な支援活動で
ある。さらに、
空き缶回収活
動、市内一斉
ゴミゼロ活動への参加、職長会による松星苑体
育祭・ふれあい祭への協力、笠戸島はなぐり海
岸の清掃活動などを持続的に推進することによ
り地域社会との信頼関係が深まり、社員が積極
的に活動に参加する姿勢が見られるなど、目に
見えた成果がある」との評価をいただきました。

■ワンモアライフ勤労者ボランティア賞受賞



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皆様からのご意見を頂戴し、

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。

●第2回東洋鋼鈑地域ふれあいデー

●第2回東洋鋼鈑文化講演会

当社では毎年著名人による講演の場を設けています。
2006年度は神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー、
元ラグビー日本代表監督である平尾誠二氏をお迎えしまし
た。ラグビーを通じた豊富な経験から、指導者としての心得や教育
論に至るまで、ユーモアを交えながら講演をしていただきました。
来場した方々は熱心に聴講し、最後の質疑応答まで盛況でした。

当社下松工場の一般開放イベントとして、2006
年 11月に「第2回　東洋鋼鈑地域ふれあいデー」
を開催いたしました。当日は約5,000名もの方々が
来場くださり、従業員の家族や地域の皆様方との
交流を一層深めることができる有意義なイベント
となりました。
工場見学会（バスツアー、スタンプラリー）や学

生クイズ選手権大会をはじめ、キャンバック・キ
ャンペーン、科学体験コーナー、屋台、バザー、
遊具、ステージイベント等の催し物を楽しんでい
ただきました。
特にキャンバック・キャンペーンでは初の試み

として、地域の皆様方より空き缶を持参していた
だき、１日で385kg（約9,300缶）の空き缶を集め

ることができました。
また会社紹介ブースの展示製品をご覧になった

多くの方々が、スタッフの説明に熱心に耳を傾けて
くださり、当社製品への関心の高さが伺えました。
なお、屋台、バザーの売上金は全額社会福祉協

議会へ寄付いたしました。
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、充実したイベントを目指してまい
ります。
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●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。

▲講演中の平尾誠二氏



3．従業員とともに

●採用に関する基本方針

●次世代育成支援
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●工場見学の受入

当社下松工場では、地域の小中学校からの工場見学
も積極的に受け入れており、開かれた工場を目指して
います。
また2005年度より周南地域の商工会議所の呼びかけ

による「周南地域産業観光ツアー」の見学コースにな
り、2006年度も約100名ものツアー参加者が来場し、
工場内を興味深く見学されました。

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。

当社は、男女とも従業員が十分に能力を発揮できる
職場環境を整え、｢仕事と家庭の両立｣｢男性育児参加の
促進｣を応援し、地域社会の発展に貢献して参ります。
仕事と育児・介護が両立できるような様々な制度を

持ち、多様でかつ柔軟な働き方を従業員が選択できる
取り組みを行っている企業として、当社は『平成18年
度 ファミリー・フレンドリー企業表彰 山口労働局長
賞』を受賞いたしました。
具体的施策として、下松市美里町の鋼鈑幼稚園内に

企業内託児所を併設、下松地区勤務以外の従業員に対
しては託児所利用補助制度（子1人につき月額2万円ま
で補助）を設ける等、環境整備の充実に取り組んでい
ます。

■再雇用制度

意欲と能力のある方にできるだけ長く働き
続けていただくために、当社では定年退職後
の再雇用制度を設けています。平成19・20年
度の定年退職者には4年間（64歳まで）、平成
21年度以降の定年退職者には5年間（65歳まで）
の雇用期間を予定しています。

■ファミリーフレンドリー企業表彰

厚生労働省では、仕事と育児・介護の両立のため多様でかつ柔軟
な働き方を従業員が選択できるような制度を有し、実際にその成果
が上がっている企業を対象に、『ファミリーフレンドリー企業表彰』
を行っています。
当社では充実した育児・介護休暇制度を導入しており、その制度

が高く評価され2006年10月20日に山口労働局長賞を受賞しました。

｢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



●安全衛生、防災への取り組み

下松工場は、下記の安全衛生方針の基に、安全で安心な工場づくりに取り組んでいます。

1．下松工場の安全衛生方針

「安全衛生、防災、環境は
全てに優先し、オール の
自主管理のもとに推進する」
を基本方針に、全員参加で、
安全かつ健康で快適な職場の
構築に努めています。

2．具体的な取り組み結果

（1）リスクアセスメント

（2）安全教育

1）安全体感教育

当社下松工場の一角に安全体感設備を設置（2007年2月完成）
し、①従業員の危険に対する感受性を高めるとともに安全技
術・技能の習得、②安全な職場風
土づくりとして、挨拶や｢礼に始ま
り、礼に終わる｣という生活態度の
指導を、当社従業員や協力会社従
業員へ実施しています。本設備は、
19種類の安全体感が可能です。

2）社内研修

日常の安全管理活動の
レベルアップを目的に、
社外講師（安全コンサルタ
ント）による①安全衛生委
員レベルアップ研修、②
職場巡視レベルアップ研
修を開催しました。
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1）リスクアセスメント、KY活動、ヒヤリハット活動を柱とした先取り

安全活動を推進し、労働災害の防止を図る。

2）労働安全衛生に関する法規制や社内規程を順守する。

3）総括安全衛生管理者の下に安全衛生管理体制を整備し、下松工場で働
く者の意見を反映した安全衛生活動および安全教育に取り組む。

当社は、従来から、安全の先取りとして、ヒ
ヤリ・ハットやKYT活動を通じて設備改善や作
業方法の変更等に取り組んできました。更に、
2005年から設備の本質安全化に有効なリスクア

セスメント活動に取り組んでおり、2006年度は、
各職場で行ったリスク評価に基づき49件の設備
改善を行いました。

1．実施日：6月2日
2．受講者：安全衛生委員（31名）
3．内　容：●改正労働安全衛生法

●安全衛生委員の役割
●グループディスカッション

①安全衛生委員レベルアップ研修

1．実施日：1月18日～2月20日（10回）
2．受講者：工場長以下･係長以上および

協力会構内事業所代表者（97名）
3．内　容：●当社に関係の深い労働安全衛

生法の規定について
●職場巡視の効果的な進め方
（見る巡視から考える巡視へ）

②職場巡視レベルアップ研修
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3）普通救命講習

当社下松工場では、全従業員が人身事故発生
時に適切な初期救命措置がとれるようにするこ
とを目的に、2004年4月から普通救命講習を実
施しています。2006年度は、安全防災グループ
員が講師となり、6回講習し、累積で全従業員の
約半数が受講済みとなりました。今後も、未受
講者を対象に継続実施します。また、AEDを下
松工場構内4ヶ所に設置いたしました。（2006年
7月完了）

（3）健康管理

当社では、従業員の健康管理として禁煙の取り組みを紹介いたします。

1）禁煙講演会

2006年11月10日（金）に 産業医科大学の大和　浩教授をお招
きし、「なぜする？どうする！職場の喫煙対策」と題して講演会
を開催いたしました。（受講者：150名）

2）禁煙マラソン

2004年9月から健康保険組合と診療所の共催で、従業員の喫
煙者を対象に6ヶ月の禁煙マラソンを開催し、禁煙パッチの無
償配布や禁煙中のメンタルケアを行っています。2006年度は、
期間を3ヶ月に短縮し2回実施した結果、27名の内9名の方が禁
煙に成功されました。禁煙マラソン開始以来の禁煙成功者は、
延べ15名となっています。
なお、禁煙マラソン参加者に対しては、禁煙教室を開き「医

師による禁煙の話」、「禁煙成功者の体験談」、「ニコチンパッチ
の体験」、「スモーカライザーによる一酸化炭素測定」等を実施
し、禁煙成功率の向上に取り組みました。

3）禁煙指導

禁煙週間（5/31～6/6）中の昼休み時間を利用して、工場構内
の食堂で医師や保健師による「呼気中の一酸化炭素測定」を行
い、禁煙指導を実施いたしました。（2007年度に実施）
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3．労働災害、異常現象等発生状況

（1）労働災害発生件数等の推移

（2）防災関係異常現象発生状況

4．環境に配慮したサプライチェーンマネジメント

●資材調達

●サプライチェーンマネジメント

当社は、市場変動への迅速な対応と効率的な生
産を目指して、サプライチェーンマネジメント活
動を積極的に推進しています。原材料調達～自社
生産・販売～顧客使用という一連の過程において
も環境への配慮が重要であるとの認識にたって、
情報を共有する枠組みを構築しながら、環境負荷
低減に取り組んでいます。

2006年7月に、現場控所で小火が発生しまし
た。この小火の発生原因は、洗濯物を屋外の乾
燥場で乾燥せずに控所の暖房器具へ直接掛けて

乾燥したためであり、防災意識の再教育を行い
ました。また、市消防への通報も迅速に行うよ
う徹底いたしました。

当社は、従来からの品質・価格・納期評価に加
えて、資源保護、環境保全などに留意した資材調
達を行っています。各事業所で購入している事務
消耗品についても、環境負荷低減を重視し、省エ
ネルギー製品や再生製品などのグリーン購入を継

続して実施しています。今後も、有害化学物質の
代替、省エネルギー、省資源、廃棄物減量化、再
利用など全社環境方針に則った調達活動を進めて
いきます。

〈参考〉

1．CSR調達
（法令順守、機密保持、環境保護、人権尊重）
2．経済合理性追求
3．パートナーシップ構築・強化
4．情報共有化・SCM推進

購買方針
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2
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〈災害発生トータル件数〉 〈度数率・強度率※〉

※度数率：100万延時間当たりの労働災害による死傷者数

強度率：1,000延時間当たりの延労働損失日数



● ISO 規格への理解

QMSはご存知の通り、全員の参画を基本としており、一
人ひとりの品質意識が活動を左右するため、社内教育は大切
です。これまで新入社員教育、就任時教育、内部監査員養成
教育などを行ってきましたが、ISOの規格要求事項の目線で
ものを言うと、理解し難く、実際の仕事と結びつけ難いのが
現実です。そのため、事務局では新たな試みとしてだれでも
読んでもらえ、役立つ情報をちりばめた“ISO事務局だより”
の発行をはじめたところです。

● ISO9001の認証経緯

● QMS の主な活動

●環境にやさしい製品
（環境配慮型製品）

●顧客の
環境管理システムへの対応
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・ハイペット（環境保全型金属容器TULC缶用素材）
・シルバートップエコ（クロムフリー対応電気亜鉛めっき鋼板）
・ファイントップ　Eシート鋼板（有害ガス無発生、不燃認定）

・SONY（株）殿 「グリーンパートナー環境品質認証制度」：2006.5
・（株）リコー殿 「リコーグループ化学物質管理システム（CMS）認証制度」

（他社認証登録証：2006.12）
・キャノン（株）殿 「取引先環境評価」：2007.2

当社は、お客様をはじめ社会全体から認められ、
常に社会に貢献できる企業を目指しています。そ
の中でマネジメントのツールとしてのISO9001と
ISO14001の果たす役割は重要であり、マネジメン
トシステムの車軸の両輪として、互いにその有効
性を増幅し合う関係でなければなりません。
下松工場におけるQMSでは、『お客様のニーズ

を先取りし、満足していただける商品をつくろう』
をスローガンにISO9001の継続的改善活動を通し
て、お客様満足度と品質管理レベルの向上に取り

組んでいます。 お客様のニーズ即ち社会のニー
ズは、特に近年では環境に優しい素材の供給であ
り、また社内でも製造コストの低減・歩留り向上
は省エネ・省資源、環境負荷低減の取り組みにつ
ながるものとしてさらに活動を展開していく必要
があります。
下松工場は、QMS の有効性改善を通して、

EMSも含め、今後もお客様のご期待に添えるよう、
信頼される製品づくりを目指して努力してまいり
ます。

1997年5月
ISO9002：1994年版 認証取得（審査機関：日本検査キューエイ（株））
登録範囲／冷間圧延鋼板および鋼帯、表面処理鋼板および鋼帯の製造

2003年5月
ISO9001：2000年版へ移行
登録範囲／冷間圧延鋼板および鋼帯、表面処理鋼板および鋼帯の設計・開発および製造

2007年3月
登録範囲を拡大
登録範囲／冷間圧延鋼板および鋼帯、表面処理鋼板および鋼帯（アルミ母材を含む）、並び

にクラッド材の設計・開発、製造

▲“ISO事務局だより”創刊号

5．品質マネジメントシステム

● QMS（品質マネジメントシステム）とEMS（環境マネジメントシステム）の関係

・品質方針・品質目標の見直し・設定（3月、4月）
・階層別教育（新入社員、就任時）（3月、4月）
・マネジメントレビュー（1回／月）

・標準類の一斉見直し（11月）
・内部品質監査（12月）
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6．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順守を目的とした『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

当社は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順守の基本方針
③企業行動規準順守の義務と責任

2．企業行動規準の構成

当社において最も順守すべき事項と
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・秘書グループ
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

2006年 東洋鋼鈑グループ環境報告書発刊

環境保全活動



〒102-8447 東京都千代田区四番町2番地12
  TEL 03-5211-6200　 FAX 03-5211-0181

 http://www.toyokohan.co.jp

…………ご意見をお寄せください。…………


