
環境への取り組み

環境への方針・体制

組織体制　

全社の環境方針は環境委員会が司り、その下部組織と
して環境マネジメント部会が設けられています。双方
とも、総務部長が委員長を務め、那須・矢板・佐野の各工場
長が委員となり運営されています。

環境方針

東京計器は、計測，認識，制御といった人間の感覚の
働きをエレクトロニクス技術で製品化することで社会に
貢献してきました。

その事業活動にあたっては、従来から環境に⼗分配慮
してきましたが、地球規模での環境保全の重要性を再
認識し、さらに一歩進めて、“豊かな自然と限りある資源を
次の世代に継承する”ため、技術的、経済的に可能な限り、
全員参加のもと、環境の保全および改善に取り組んで
行きます。

各工場での環境方針
那須・矢板・佐野の各工場では、それぞれの製品づくり

の特性や周辺環境への配慮を考慮に入れ、全社方針に
基づいた独自の環境方針を策定しています。

「自然環境を保護し、限りある資源の保全に努める」ことは、当社の経営理念の一つです。
地球規模の環境保全の重要性を常に念頭に置き、すべての事業分野において環境負荷を低減する環境経営を実践

することで、持続的発展が可能な社会と健全な地球環境の実現に貢献します。

1． すべての事業活動及びお客様に提供する製品の製造、使用、廃棄の
各段階において環境影響を評価し、省資源、省エネルギー、廃棄物の
削減、汚染の防⽌に努めます。

2． これらの取組みに対し環境目的・目標を定め、計画－実施－チェック
－アクションの管理サイクルを確⽴し達成します。

3． 環境関連法令、条例、業界の行動規範及び地域社会との協定を遵守する
ことはもとより、可能な限り⾃主的に管理基準を定め、これを維持管理
します。

4． すべての従業員が参加する環境マネジメントシステムを構築し、監査
及び⾒直しを通じ、システムの継続的な改善を行います。

5． 環境マネジメントシステムの理解と環境意識の⾼揚を図るため、すべて
の従業員に教育を行うとともに、関係会社、協⼒会社へも理解と協⼒
を働きかけます。

6．この環境方針は、社外へ公表します。

ISO14001適合状況

環境への方針・体制

事業所 取得年月

那須工場 2005年12月

矢板工場 2007年  1月 

佐野工場 2007年  4月
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環境への取り組み 環境目標と実績

環境目標と実績

環境目標と実績

東京計器の総務部長を責任者とする環境マネジメント部会では、環境活動に関する目標を定めるとともに、計画を
策定し、実行しています。全社的な目標のほかに、工場や事業所ごとの目標も定められており、それぞれの取り組みが
継続されています。

全社目標
全社環境目的は「効率的なエネルギー使用の定着」、

全社環境目標は、Fコスト（失敗コスト）をはじめとする
不要工数の低減、効率的な業務遂行、設備改善等による、
地区ごとのエネルギー総使用量または原単位の改善と
しています。

個別事業ごとの目標
工場や事業所ごとに、Fコスト・使用電力量・廃棄物・

資材消費量などについての削減目標を定め、それらを
クリアするための指標となる KPI を設定。この達成の
サイクルを回すことで、環境負荷の低減を図っています。

■2019年度 事業所別環境目標と実績の例：那須工場

2019年度 全社環境目標
効率的な業務遂行、設備改善等により、地区ごとに、エネルギー総使用量または、原単位を2016年度比3%以上改善する。
または、2019年度終了時の3年間で上記と同等以上の改善を行う。

部
署 環境方針／環境目標 実施事項 結果の評価方法

パフォーマンス指標 達成状況(達成: ，未達成: )

生
産

省エネルギー
熱処理炉の積算電力量を
204,000kWh/年以下にする。

炉の効率運転（主に合併処理）により
電力を削減する。

積算電力量
年間204,000kWh/年
四半期毎　51,000kWh
5基をモニタリング

積算電力

目 標

実 績

管
理

省エネルギー
2019年度に計画したチラー設備の更新を実行し、
1%以上の電力量を削減する。

電力削減目標
72,317kWh/年
削減率　1.32%

設備更新（省エネ設備）を確実に
実施することにより、エネルギーを減らす。

設備予算計上件数に対する
実施件数

電力削減量

使用電力量

目標（更新計画）

実 績

生
産

省エネルギー
ノー残業デーを実施して使用エネルギーの削減を行う。

目標値 (2016年度時間外労働日実績3％削減)
時間外労働日：207日以下
使用電力量：5,262.35kWh以下

2016年度実績
時間外労働日：213日

（年間総労働日242日でノー残業デーを29日実施）
使用電力量:5,414.886kWh
(25.422kWh/日×労働日)

ノー残業デーを設定し実施する。

●  年間を通して基本、毎週水曜日をノー残業
デーとして設定する。また、仕事の閑散期に
は水曜日以外にもノー残業デーを設定する。

●  朝礼等によりノー残業デーの意識の高揚を
図る。

●  定時で帰れるよう各個人が日々作業予定を
立て、調整を行う。

ノー残業デーの実施状況及び
使用電力量を毎月集計

目標値の労働日207日以下
及び使用電力量
5,262.35kWh以下に対する
実績値の比較
各Q目標
1,315.589kWh以下

使用電力量

目 標

実 績

生
産

省エネルギー

廃棄物削減

高出力増幅器部品不良→
1件以下/46台　発生率2％

高出力増幅器最終調整試験電源投入
シーケンス治具作成。

2種類の電源を使用し投入及び遮断の順序を
間違えると破損する半導体部品の為、
そのシーケンスを自動で行える治具を作成。

試験方法の改善を検討し
今年度製造品に適用、
部品破損実績確認

目 標

実 績

年間 169,165kWh
1Q 55.267kWh
2Q  37,061kWh
3Q 39,282kWh
4Q 37,553kWh

年間 204,000kWh以下
Q毎 51,000kWh以下

チラー更新 1件
電力削減目標 72,317kWh

発生件数 1件以下/46台
発生率 2%以下

チラー更新 1件
電力削減目標 266,096kWh

発生件数 0件/46台
発生率 0%

年間 5,262.35kWh以下
1Q 1,315.6kWh
2Q 1,315.6kWh
3Q 1,315.6kWh
4Q 1,315.6kWh

年間 4,296KWh
1Q 814kWh
2Q 1,169kWh
3Q 1,271kWh
4Q 1,042kWh
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環境への取り組み

GHG排出量削減のためのエネルギー使用効率化
ハード面においては、エネルギー効率を重視した製品

への置き換えを図っています。具体的には、照明のLED
化、省エネタイプの空調への切り替え、受電設備の高効
率デバイスへの換装、省エネタイプの変圧器の採用、
空気圧縮機のインバータ方式への更新、屋根・外壁への
遮熱塗料の使用やグリーンカーテンによる空調利用の
削減などが挙げられます。

ソフト面では、電力デマンドに基づいた電力監視に
よる全体最適化、熱処理作業の合併処理による電力消費
の節減、無人時の照明消灯や効率化による稼働時間短縮、
手配トラックの混載化による台数削減などの取り組み
を行い、エネルギー使用の効率化を推進しています。

LED照明への転換
各工場および事業所では、ISO14001の取り組みの

一環として、省エネ法による努力目標である年平均1％の
電力利用量を削減するために、蛍光灯からLED電球への
切り替えを進めています。2014年度からスタートした
この取り組みは一部を除いて2019年度中に終了し、佐野
工場と飯能事業所ではLED化率100％を達成しました。
現在LED化率99％の那須工場と、98％の矢板工場でも
引き続きLED化を進めていきます。

蛍光灯からLEDに更新したことによる削減量は、主要な
事業所の合計で1,248,393kWh/年を達成しています。

気候変動への取り組み

気候変動に対する考え方

当社は、気候変動による当社事業およびすべてのス
テークホルダーへの影響・リスクを重要な経営課題で
あると強く認識し、気候変動防止に対する企業としての

責任を果たすために、各部門からの温室効果ガス（GHG）
の排出削減に向けた取り組みを推進しています。

国境を越えて人々の安全を脅かす気候変動は人類への脅威であり、その防止は世界共通の課題です。私たちは、
グローバルに事業を展開する企業の責任として、自らの事業活動に伴って発生する環境負荷の低減に取り組み、気候
変動問題の解決と持続可能な世界の発展に貢献します。

気候変動に対する具体的な取り組み　

エネルギー使用に伴う
二酸化炭素発生量

エネルギー使用量
（原油換算）

（㎘）
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19,08319,083

エネルギー使用量および二酸化炭素発生量

電気使用量
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環境への取り組み 気候変動への取り組み

設備更新時の省エネ設備導入
オフィスや工場で使用する設備類の更新や新規導入

を行う際に、省エネ性能の高い製品を選定し、使用する
エネルギー量の削減に取り組んでいます。

導入に当たっては、複数の製品についてエネルギー効率
などの評価を行った上で設備担当者が機種選定、業者選
定を行い、上長が承認します。その際、職場環境責任者が
法規制等についても確認し、その結果は環境事務局を
経由して環境管理責任者に報告され承認されます。

設計不良削減
設計不良は重大インシデントにつながりかねないだけ

ではなく、歩留まり率の低下から多くの材料やエネルギー
のロスに直結します。環境への影響を最小限に抑えるため
には、設計不良の削減も欠かせません。

当社では、新製品、維持設計品および設計変更品等の
すべての製品について、設計時のデザインレビューにより
設計不良を防止する取り組みを続けています。ソフト
ウェアについては業務手順書による設計管理を実施。
過去の設計不良情報をデータベース化することで設計
不良事例を全員で共有し、随時確認することで新たな
設計不良の発生防止につなげています。

内製化推進によるCO2削減
コストダウン活動の一環として外注部品の内製化に

よる材料費低減を推進すると同時に、CO2削減につなげる
取り組みを行っています。

佐野工場では、加工治具の見直しによる内製化の推進
によって、コストと電力の削減を図りました。行ったのは、
フライス工程の負荷を増やさずに内製化を実現するため、
フライス工程を穴あけ工程の設備で加工する方法の検討
です。従来の穴あけ治具でフライス加工した場合、治具
と工具が干渉してしまうため、フライス加工と穴あけ
加工の両方が可能となる治具を新規設計しました。
その結果、加工時間は1個当たり21分短縮され、これ
により年間9,438kWhの電力削減となりました。また
工程数も1工程削減したことでリードタイム、作業工数
も短縮することができました。

アルミマニホールドブロック加工　多数個取り改善による
CO2削減

佐野工場の製造課には6面パレットと2面パレットの
アルミ加工用マシニングセンターがあります。共に夜
間無人運転で加工作業を行っていますが、2面パレット
を有するマシンは、加工時間の短い品目を加工した場
合最短で160分程度で作業が完了してしまい、未明から
朝までのアイドル時間が発生していました。

そこで、専用治具を新たに設計・製作することで、これ
までより長時間の作業を行うことを可能としました。
また、加工条件などを見直すことで一つ当たりの加工
時間の短縮にも成功し、これにより年間29,116kWh
の電力削減につながっています。

空調機を水冷式から省エネ空冷式に順次置き換え
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環境への取り組み

循環型社会・生物多様性への取り組み

廃棄物削減に対する具体的な取り組み

循環型社会の形成・生物多様性に対する考え方

当社は、自社の企業活動を含めた人間のあらゆる文明
活動が自然との共生の上に成り立っているという認識

のもと、持続可能な循環型社会の発展に向けた取り組み
を推進しています。

製造業においては、製品をつくるための素材を選ぶ際やエネルギーを利用するときに、環境へのインパクトを最小限に
抑えるように努めることが社会的責務といえます。私たちは事業活動を通じて、持続可能な成長を実現します。

（t）

20192018201720162015
0

50

100

150

200

300

250
226226

210210 204204

（年度）

239239 240240

廃棄物排出量

法令遵守
廃棄物の処理においては、法律や政令はもとより、

工場や事業所の立地する自治体の条例に基づいて適切な
処理を行っています。

3Rの推進
・Reuse

使用済み製品・部品（電子部品含む）の一部を廃棄せず
にリユースしています。
・Reduce

一部のお客様や当社の協力工場様では、お互いの工場間
で使用できる通い箱の採用により、ダンボールや梱包材
などの消費資材を廃棄物として出さない取り組みを行って
います。また、ガラス加工排水の蒸発乾燥や、洗浄液の再生
装置の利用によって、産廃排水の削減につなげています。
・Recycle

紙類リサイクルの推進や、油水分別回収の徹底、切削
切り粉の金属別分別とリサイクル化など、資源を無駄に
しない取り組みを継続的に行っています。

各工場での３Rの推進により、会社全体の廃棄物排出
量は減少傾向にあります。生産量の拡大や設備投資を行
いながら、同時に廃棄物を削減することは大きなチャレ
ンジですが、環境に対する責任を持つ企業として、これ
からもさまざまな工夫で廃棄物削減に取り組んでいき
ます。

切削くずのリサイクル
那須工場では、加工工程で発生する切削くずのリサイ

クルに取り組んでいます。旋盤加工やフライス加工など、
金属部品加工を行う工程で発生する金属のくず（アルミ
や鉄など）を、産業廃棄物処理業者に引き取ってもらい、
再生業者が、アルミくずはアルミ製品に、鉄くずは鉄製
品に再生するものです。2019年度には9,469kg（内訳：
アルミ1,372kg、鉄 8,097kg）のリサイクルを達成して
います。

リサイクルするために分別して保管する切削くず
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環境への取り組み

通い箱の導入
ダンボールや梱包材などの消費資材を廃棄物として

出さない取り組みの一環として利用している通い箱は、
当社工場と、その近隣にある組み立て業者間、または
当社お客様の工場との間のやり取りに採用しています。
現在の利用率は、例えば那須工場では発注金額ベースの
約８％で、年間約1,000kgのダンボールを削減しています。

紙の使用量削減
・業務連絡表（緊急出荷依頼票）のペーパーレス化

製造スケジュールの変更は日常的に発生します。通常
製品より優先的に組み立て・検査・梱包を行う必要が
あるものが発生すると、計画グループが業務連絡表を
発行して作業現場に連絡し、作業現場ではそれをもとに
製品組み立ての優先順位を入れ替えます。業務連絡表は、
毎日夜間に作業現場に送られますが、これまではデータを
紙に印刷したものをFAXしていたため、送信側と受信側
それぞれで紙に出力する必要がありました。

この無駄を削減するために、送信側と受信側の両方で
データ閲覧および編集が可能となるように、ネットワーク
上に共有フォルダを作成。双方の担当者が共有フォルダ
内に作成した業務連絡表を閲覧・更新する運用ルールを
定めることで、FAX 送受信を不要としました。これに
より、進捗状況に応じた業務連絡表の修正もデータ上で
できるようになり、出力した用紙に手書きで進捗状況の
修正を加えていた時間の削減にもつながっています。

・営業図の両面印刷による紙使用数の削減
舶用機器システムカンパニー営業技術課では、受注

製品の納入仕様書、工事図、完成図などの営業図書を
印刷製本し、お客様に提出しています。納入仕様書は
海外案件ではPDFでの提出に完全に置き換わっていま
すが、国内ではまだ紙での提出を求められることが多い
状況です。また、工事図や完成図については、国内外を
問わず、案件・製品ごとに5部程度の印刷製本が必要とされ
ており、経費と環境負荷のアップにつながっています。

そこで、これらの営業図書を両面印刷とすることで、
紙の使用量を約半分に減らしました。コピー機の制約で
A3折とA4両面印刷を混合することができないため、
対象は A4 のみの営業図書とし、A3 を A4 に縮小印刷
しても問題ないものだけとしました。

今後は図面を見直すなどしてA4への縮小印刷が可能
な図面への変更や、A3図面をA4図面に変更するなど、
対応可能な営業図書を増やしていく予定です。
・取扱説明書を紙媒体からオンライン配信に変更

計測製品の取扱説明書は製品ごとに印刷製本して、
お客様に送付しています。このうち、主力製品である流
量計UF900G、水位計MRG-10C、MD-10やその他の
取扱製品に対しても、電子版取扱説明書をホームページ
からもダウンロードできるように変更する取り組みを
行いました。

・営業控の印刷廃止
販売管理システムでは、営業控の印刷を廃止し、csv

ファイルをダウンロードしてチェックシートに貼り
付けることで使用する紙の削減を図ると同時に、必要な
項目だけを表示してチェックしやすくしました。

循環型社会・生物多様性への取り組み

工場で使用されている通い箱

業務連絡表のオンライン画面

取扱説明書ダウンロードページ
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環境への取り組み

水使用量削減に対する具体的な取り組み

那須街道沿い、赤松林保護活動
塩那森林管理署の活動に呼応した国有林の赤松保護

活動には、日本盆栽協会那須野ケ原支部を通して参加し
ています。2020年はコロナ禍の影響もあり、3月に予定
していた植栽作業は中止となりましたが、森林管理署の
要請により3月22日に間伐、枝打ち作業を、6月20日に
は草刈り作業を行いました。

工場周辺地域の緑化や清掃
矢板工場では、北側駐車場緑地帯に植えられていた

「杉」を「桜」に植え替えるなど、鳥や昆虫が生息しやすい
環境づくりに尽力しています。2017年度から2018年度
にかけて、約5m間隔で52本の桜を植樹しました。これに
より、杉が植えられていたころには見られなかった虫の
生息などが確認されています。

生物多様性に対する具体的な取り組み　

水道使用量推移（m3）

対応方針
製造工程において、水は欠かすことのできない大切な

資源です。その利用量についての削減目標を定め、さま
ざまな工夫で可視化することで社員全員が節水への
意識を高めるようにしています。

水使用量削減に向けた取り組み
水使用量削減に向けた具体的な取り組みとして、工場内

で使う水を循環させての再利用、冷却水タイプのチラー
の空冷式への更新、さらに節水型トイレやシンクへのリ
プレイスを図っています。なお、2019年度は佐野工場に
おいて、一部の生産工程における一時的な作業負荷の上
昇により、水使用量が増加しました。

合計 佐野工場 那須工場 矢坂工場（㎥）

20192018201720162015
0
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20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

55,30755,307

62,70562,705 61,87661,876

47,15347,153

55,48055,480

15,40015,400 15,38315,383
18,68318,683 18,31818,318

23,64723,647
26,10226,102

33,32433,324 32,21232,212

17,48217,482 17,88017,880
13,80513,805 13,99813,998

10,98110,981 11,35311,353
13,95313,953

（年度）

杉に代えて植樹した桜並木（矢板工場）
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環境への取り組み

化学物質適正管理に対する具体的な取り組み　

対応方針
化学物質の中には環境や人体に有害な影響を与えるも

のがあるため、適正に管理し、環境や労働安全に配慮
することが企業の社会的責任です。当社では自主目標を
定め、化学物質の排出量の削減に取り組んでいます。

実験用化学物質を試作課に集約させて管理
化学物質管理の取り組みの一つとして、本社の実験用

化学物質は一部署に集約させて管理し、各月の産業医巡
視や年2回の特別パトロールで確認、都度の指導を実施
しています。

有害化学物質の代替材料への変更
各工場では、有害化学物質の代替材料への変更を積極的

に行っています。
・油圧製品の洗浄剤

ジクロロメタンから炭化水素系洗浄剤へ変更
・シンナー

トルエン・キシレン含有からノントルエン・ノンキシ
レンへ変更
・切削油

塩素含有から非含有へ変更

グリーンパートナーの取り組み
“グリーンパートナー制度”とは、「地球環境にやさしい」

ものづくりを推進するために、サプライチェーン全体で
生産工程から有害物質を排除するための取り組みで、
当社と発注先様・協力会社様・お取引先様（以下、お取引様）
の各社が一体となって推進しているものです。

この取り組みでは、生産ラインにおいて有害物質の
使用・混入などが起きないよう自主的に品質管理ができる
能力を有するお取引様で、当社の設けた管理基準を満たす
お取引様をグリーンパートナーとして認定させていた
だき、製品もしくは部品ごとに行っている非含有証明書の
提出あるいは含有化学物質調査の一部を不要として
います。また、当社からグリーンパートナーに対し、部材等
の含有化学物質調査・分析の支援、環境関連の情報の提供、
環境関連の教育の支援等、各種の便宜を提供しています。

有害物質の廃棄量削減
購入ロットの見直し、発注量の細分化による余剰在庫

の削減、有害物質不使用製品の購入促進などで、有害物
質の廃棄量削減に取り組んでいます。

那須工場では、ハンドラップなどを使用することで、
各職場での1日当たりの有機溶剤の総使用量を削減し
ています。さらに、化学物質の入った容器に有害性リスク
の表示をすることで、使用者自身が安全に配慮できる
と同時に、職場や周辺環境に対する意識の向上を通じ
て必要以上の量の使用を防ぎ、低リスクな物質への代
替検討を進めています。

また、那須工場では多品種少量生産であることから、
使用する塗料も数百種類に及びます。さらに塗料の有効
期限が短いものが多く、一度も生産に使われることなく
廃棄するものも少なくありませんでした。そこで、在庫量
と生産計画をさらにきめ細かく掴むことで、在庫として
揃える塗料をミニマム化しました。これにより廃棄量が
減り、合わせて廃棄物の処理費用も下げることができ
ました。

なお、佐野工場については、近年増加傾向にあった
ジクロロメタンの代替手段が確立したことから、今後同
物質の排出量は減少する見込みです。

循環型社会・生物多様性への取り組み  

PRTR排出量　※排出量のみ（移動量除く）

佐野工場 ジクロロメタン(kg) トルエン(kg)

2015 8,800 1,100

2016 11,900 1,300

2017 15,400 1,140

2018 18,400 1,330

2019 14,000 1,100

那須工場 キシレン(kg) 1,2,4-トリメチルベンゼン(kg)

2015 76 10

2016 68 10

2017 43 11

2018 66 17

2019 51 12
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