
環境への取り組み

環境への方針・体制
「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。

環境方針

当社は、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い
きます。

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。

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。基本理念の実
現のために、各カンパニーが環境方針を打ち出し、
ISO14001をはじめとした各種認証を積極的に取得し
ています。
ISO14001適合状況

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

田沼事業所 2006年11月

東京計器　サステナビリティレポート 2021

17



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、人
事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。

各職場
環境担当者

本社地区
環境委員会

那須地区
環境委員会

各職場
環境責任者

(部長／課長)

：会議体を示す。
社　長

全社環境責任者
（人事総務部長）

本社地区
環境責任者

矢板地区
環境責任者

飯能地区
環境責任者

那須地区
環境管理
責任者

矢板地区
環境管理
責任者

佐野地区
環境管理
責任者

飯能地区
環境管理
責任者

本社地区
環境管理
責任者

環境委員会
環境マネジメント部会

その他 部会
（必要に応じ設置）

製品環境委員会

各職場
環境担当者

各職場
環境責任者

(部長／課長)

矢板地区
環境委員会

佐野地区
環境委員会

飯能地区
環境委員会

各職場
環境担当者

各職場
環境責任者

(部長／課長)

各職場
環境担当者

各職場
環境責任者

(部長／課長)

各職場
環境担当者

各職場
環境責任者

(部長／課長)

那須地区
環境責任者

佐野地区
環境責任者

環境目標と実績

当社の人事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。

新たな東京計器グループ環境目標について
当社グループは、環境マネジメントシステムの一環と
して、かねてよりエネルギー総使用量の削減に取り組ん
できました。2021年度には、これまで以上に環境・社会
に配慮した経営を行うことを目的として新設されたサ
ステナビリティ推進室を中心に、改めて当社グループの
中長期的な温室効果ガス（GHG）削減目標を検討し、サス

テナビリティ委員会にて審議・承認されました。新たな
目標は、政府が策定した2030年度のGHG削減目標（産
業部門）の考え方に賛同し、Scope1、2を対象とした
2030年度のGHG削減目標として、2013年度比37%
削減を目指します。

個別事業ごとの目標
工場や事業所ごとに、Fコスト（失敗コスト）・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を設定してい
ます。設定したKPIを達成するための取り組みを、PDCA
サイクルを回し推進することで、環境負荷の低減を図っ
ています。
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環境への取り組み

気候変動への取り組み
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、それを防止する対策や適応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、気候変動の緩和のための企業としての

責任を果たすために、各部門からのGHGの排出削減に
向けた取り組みを推進しています。

気候変動に対する具体的な取り組み

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工場
設備の更新を行っています。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。

エネルギー使用量および二酸化炭素発生量（Scope1、2）
（KL） （t-CO2）

5,143 5,090 5,043 4,784 4,631

622 650 637 604 508

5,765 5,740 5,680 5,387 5,139

10,298 9,898 9,629
9,045

8,479
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※ESG報告書2020と比較して集計対象拠点を増やしています

電力使用量
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5,533 5,410 5,480 5,193 5,595

2,872 2,830 2,853 2,849 2,314

6,694 6,553 6,271 5,613 5,428

2,852 2,801 2,801 2,778 2,818

541 580 583
495 449

231 246 228
235 268

1,579 1,668 1,733
1,766 1,459

20,301 20,088 19,949
18,927 18,331

（年度）

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
電力使用量削減のために、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。
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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。

空調機を水冷式から省エネ空冷式に順次置き換え

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
良事例を全社で共有し、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。

工程改善の推進による使用電力の削減
省エネルギー性能の高い設備を導入しても、設計段階
で不良の発生を抑えても、生産工程にムダがあっては省
エネルギー効果も限定的なものとなってしまいます。当
社グループでは生産段階においても工程のムダを省く
ことで、使用電力の削減に取り組んでいます。
当社グループで最大の規模を誇る那須工場では、精密

メカトロニクス機器の生産拠点として、電子機器の組み
立てのほかに、各種工作機械を駆使した機構部品の加工
も行っており、最適な作業工程を追求しています。

油圧バルブのスプール・スリーブ加工の改善
油圧バルブに使用されているスプール・スリーブの加
工処理において、これまで多くの時間を要していたス
リーブの磨き作業（ラップ作業）の工作機械の稼働時間
短縮に挑戦しました。これまで対象となるスリーブの
ラップ作業では、すべて3μのラップ剤を使用して行っ
ていましたが、これを6μのラップ剤で行う「荒ラップ」
と、これまでと同じ3μのラップ剤で行う「仕上ラップ」
に分けました。この改善により工作機械の年間稼働時間
は3,498分短縮し、年間で64kWhの電力削減につな
がっています。

高精度ジャイロセンサー内の部品加工時間の短縮
那須工場で生産する高性能ジャイロセンサーで使わ
れている「ウォームギヤ」と呼ばれるねじ状の歯車の加
工は、これまで工程が多いことで時間がかかることが問
題となっていました。この加工工程を見直し8工程を5
工程にするとともに数値制御（NC）化したことで、▲84%
と工作機械の稼働時間の大幅な削減を実現しました。こ
の改善により工作機械の年間稼働時間は1,802分短縮
し、年間で45kWhの電力削減につながっています。

ボール盤工程の機械稼働時間短縮
那須工場で生産している高精度慣性測定装置に使用
するアルミ製のセンサブロックは、部品を取り付けるた
めの穴に1台当たり158カ所と多数のタップを立てる
工程があります。この工程には多くの時間がかかってい
ることから、作業工程の改善に取り組み、これまでラジ
アルボール盤を使って行っていた作業を2台のマシニン
グセンター（MC）を使う工程に変更しました。この改善
により工作機械の年間稼働時間は2,922分短縮し、年間
で330kWhの電力削減につながっています。
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環境への取り組み

循環型社会の実現
製造業においては、製品を作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。

循環型社会の形成に対する考え方

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。

廃棄物削減に対する具体的な取り組み

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、油水分離回収の徹底、切削
くず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。
廃棄物排出量
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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
鉄製品に再生しています。2020年度には4,717kg（内
訳：アルミ1,218kg、鉄3,150kg、その他349kg）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 循環型社会の実現

使用済み洗浄油の再生利用
全社の廃棄物排出量のうち佐野工場だけで約2/3を
占め、その約半分は水溶性切削液や洗浄油などの廃油で
す。これまですべて業者に引き取ってもらっていました
が、廃棄量の削減を目的に炭化水素系洗浄油の再生装置
を導入しました。その結果、洗浄油の中に溶け込んだ油
分を分離して約90%の洗浄油を再生させることができ、
廃棄量が1/10になることを確認しました。2020年度
実績は3,017Lとなり、今後さらに対象部署を増やすこ
とで、さらに廃棄量を削減していく計画です。
洗浄油再生装置による廃油削減量（2020年度）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
削減量[L] 65 250 176 280 65 572 134 518 272 409 276 0
累計削減量[L] 65 315 491 771 836 1408 1542 2060 2332 2741 3017 3017
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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。

工場で使用されている通い箱

紙の使用量削減
・汎用ワークフローシステムによるペーパーレス化
当社グループは、1980年代から他社に先駆けて、汎用

メインフレームコンピュータに実装された基幹システ
ム上に統合OAシステム（TOA）を運用してきました。こ
のTOAシステムを通じ、スケジュール管理、出退勤、出
張精算等の各種申請などがオンライン化され、事務作業
の効率化が実現しました。
TOAはオープンシステム化された現在の基幹システ
ムでも継承されましたが、継承当初は相当数の紙ベース
の申請が残っていました。紙ベースの申請書処理には多
くの紙を使うという問題に加えて、会社に来ないと処理
できない、申請中の案件がどこで止まっているのかわか
らないなど、さまざまな課題があります。特に工場や地
方営業所の場合、本社への申請は輸送時間がかかる、承
認後のファイリングに時間がかかるなど非効率な業務
が山積していました。こうした問題解決のために基幹シ
ステムに申請システムを構築しようとすると、かなりの
時間と費用が掛かります。また、各案件で個別に企画設
計すると、統一感のない、バラバラな操作・入力が発生す
ることになり、かえって非効率になる懸念があります。
そこで、多数の申請を電子化するために、汎用のワーク

フローパッケージを2019年に導入しました。導入後は、
情報システム部門に開発を依頼しなくても自部署にて
ワークフローを設計・実装できるようになり、パッケージ
導入以降、さまざまな部署で合計50の申請が当ワーク
フローシステムに実装されました。2020年度は本部ス
タッフ部署の申請を中心に、年間2,244件の申請が電子
化されています。この結果、添付資料の複数貼付や控えな
ど、年間で相当数の紙を削減することができました。
今後も適用する申請の種類を増やし、紙の節約を図る
とともに業務効率のさらなる向上を図っていきます。

汎用ワークフローシステムの入力画面
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環境への取り組み 循環型社会の実現

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。

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
能力を有し、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。
佐野工場では、生産する油圧製品の塗装前工程で製品

表面に付着した油分を除去するためにジクロロメタン
を使用していました。しかし、ジクロロメタンは有害性
の高い化学物質であるため、代替洗浄剤の選定・調査・検
証を進めてきた結果、有害性の低い炭化水素系洗浄剤に
置き換える目処が立ちました。そこで、専用の洗浄設備
を社内で設計・製作し、2021年1月から運用を開始して
います。一部の大型製品を除く主要製品への対応が完了
したことから、ジクロロメタンの使用量は変更前と比較
して85%減少しています。

PRTR排出量：佐野工場　※排出量のみ（移動量除く）

年度 ジクロロメタン(kg) トルエン(kg)

2016 11,900 1,300

2017 15,400 1,140

2018 18,400 1,330

2019 14,000 1,100

2020 11,000 990

PRTR排出量：那須工場　※排出量のみ（移動量除く）

年度 キシレン(kg) 1.2.4トリメチルベンゼン(kg)

2016 68 10

2017 43 11

2018 66 17

2019 51 12

2020 50 12
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環境への取り組み 循環型社会の実現循環型社会の実現

生物多様性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。（詳しくは社会貢献のページをご覧ください）

工場周辺地域の緑化や清掃
飯能事業所は、敷地内緑地の保全活動として老木に
なってしまった桜の木を常緑低木（つつじ）に植え替え
ました。また、事務所周辺の落ち葉清掃等の地域活動に
も参加しています。

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
昆虫の生息などが確認されています。

杉に代えて植樹した桜並木（矢板工場）

本社周辺の緑地が「大田区保護樹林」として認定
東京計器本社ビルのある「テクノポートカマタ」は、当
社の旧本社工場跡地の再開発により生まれたオフィス
ビル街区で、1990年9月に竣工しました。このエリアは、
広大な敷地の3分の2を緑化した潤いのある環境を創出
し、地域社会の利便に供するよう周辺道路に歩道を提供
するなど、地域活性化に寄与するという再開発の趣旨を
十分に反映させています。
竣工後30年が経過し、当時植樹した樹木は樹齢を重
ね、緑の少ない蒲田地区でひときわ目立つ「緑のオアシ
ス」のような存在になっています。
テクノポートカマタの中でも、とりわけ本社ビル周辺
はさまざまな樹木に囲まれていることから、この度、大
田区より本社ビル周辺の2,000㎡を超える緑地が「保護
樹林」として指定されました。
大田区役所 ご担当者からのメッセージ

「大田区では、区内に残された貴重なみどりを保護する
ため、一定基準以上の樹木等を保護樹木等として指定
しています。このたび保護樹木・樹林として指定をした
貴社のみどりは、地域の景観的なシンボルとなってい
ます。今後も地域に安らぎや潤いを与えるみどりを大
切にしていただけると幸いです。」
（大田区環境清掃部環境対策課	町田康	様）
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