
気候変動問題に対応し、
持続可能な社会の実現を
目指します

環境Environment

環境マネジメント体制

　日軽金グループは、事業活動が環境に与える影響を十分認識
し、関係法令の遵守はもとより、環境方針を掲げて主体的かつ積
極的に持続可能な事業と社会の実現に向けて取り組んでいます。
　日軽金グループの環境経営に関する基本的な施策は、日軽金
HDの社長を委員長とし、同役員および主要なグループ会社社長
などで構成する「環境委員会」で審議・決定しています。
　環境委員会での決定事項は、事務局である環境統括部門で具
体化し、各サイト※の環境実務担当者により構成する「環境実務担
当者会議」において周知を行い、活動を展開しています。
※サイト：環境マネジメントシステムを適用する対象範囲

環境監査

　日軽金グループでは、ISO14001による監査とは別に、グルー
プの環境統括部門が中心となり、国内外60サイトを対象として定
期監査を実施しています。環境監査は法令遵守、緊急対応体制、
訓練実施状況および生物多様性への取組み状況などを確認して
います。
　2018年度は、国内15サイト、海外7サイトで実施し、65件の
指摘を行いました。廃掃法に基づく保管基準を満足していないこ
とや、PCB含有機器の調査が不足していることなどを指摘し、是
正しました。また、貯蔵タンク本体に次回の点検予定日を記載す
ることにより確実に点検
し環境トラブルを防止し
ているなどの好事例も
ありました。これらの事
例は、環境実務担当者
会議で共有し、環境リ
スクの低減につなげて
います。

環境人財の育成

　日軽金グループでは、各サイトの事業内容に合わせたさまざま
な人財育成を行っています。
　日軽物流㈱では、廃掃法に基づく排出者に係る法的義務に加
えて、収集運搬基準の遵守や委託を受けた産業廃棄物の帳簿作
成・保管などについて教育しています。また日本軽金属㈱グルー
プ技術センターでは、研究開発・分析業務において多種の薬品
を使用するため、使用済み薬品の洗浄方法や、薬品漏洩時の緊
急対応方法などについて教育しています。
　共通の環境教育として、法令勉強会、ISO14001内部監査員
育成講習、環境監査への参加などを行っています。法令勉強会
は毎年２回開催しており、2018年度は土壌汚染対策法と廃掃法
をテーマに行いました。ISO14001内部監査員育成講習は、でき
るだけ多くの従業員が環境保全の目で現場を見ることができるよ
う年１回開催しており、2018年度は50名が受講しました。環境
監査への参加は、各サイトの環境担当者が、他のサイトの環境監
査に監査員として参加します。現場の歩き方・見方、課題検出の
ポイント、対策の要点などを実地で学ぶことにより、環境への理
解を深めてもらう取組みです。2018年度は担当27名中のべ34
名(参加率126％)が参加しました。

● 環境マネジメント体制図
日軽金HD
取締役会

日軽金HD 社長 グループ経営会議

CSR・監査統括室
環境保全担当

環境委員会
（委員長：日軽金HD 社長）

環境実務担当者会議グループ各社サイト

※全25社47サイト(国内環境経営範囲) 環境関連公的資格者の育成
　日軽金グループは、環境法令の改正の動きに迅速に対応でき
る人財を育成するため、法定必要人員を満たすだけではなく、
環境関連公的資格の取得を奨励しています。

● 環境関連公的資格の取得状況

環境監査の様子

※日本軽金属㈱の場合

資格名 取得者数 必要人数 報奨金
(万円)

公害防止管理者

大気 96 26 10

水質 128 28 10

騒音 51 16 5

振動 46 18 5

ダイオキシン類 23 14 5

一般粉じん 45 4 —

産業廃棄物処理施設技術管理者 9 3 —

特別管理産業廃棄物
管理責任者

感染性廃棄物以外 153 32 —

感染性廃棄物 5 4 —

エネルギー管理士 熱・電気 96 19 10

環境計量士 濃度関係 2 0 10

※

運営

統括
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タイ国での環境実務担当者会議の様子

工場見学をされる近隣住民の皆さま
（左：理研軽金属工業㈱、右：日軽エムシーアルミ㈱戸倉工場）

海外サイトでの環境実務担当者会議
　日軽金グループは2016年度から海外でも環境実務担当者会
議を毎年開催しています。2018年度は10月にタイ国(ニッケ
イ・サイアム社パトゥムタニ工場)で開催し、3社5サイトの環
境担当者18名が参加しました。
　会議では省エネルギー、大気・水質・土壌汚染防止について
活発な質疑や議論が行なわれました。また各サイトの環境担当
者間のネットワークが構築され、環境情報の共有化によって環
境リスクの低減につながっています。

　日軽金グループは、環境に関わるトラブルへの迅速な対応のた
め、国内外で速報システムを整備、運用しています。
　2018年度は、環境に関する苦情※１が16件（国内4件／海外
12件）寄せられました。いただいた苦情に対しては、発生サイトと
環境統括部門が連携して緊急対策・再発防止を行っています。さ
らに国内外の同様の設備を持つサイトにも横展開をしてリスク低減
を図っています。
　また、サイト近隣の住民の皆さまを対象として環境対策説明会
を開催して、水や大気などの測定結果を開示し、環境対策の説
明や工場見学をするなど、地域の皆さまへの情報開示と積極的な
意見交換に努めています。
　2018年度は環境に関わる訴訟・罰金・科料はありませんでし
た。また環境に関する事故※２は、前年度に引き続き0件でした。
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● 環境トラブル発生状況

※1苦情：外部からの連絡件数（臭い・騒音など）
※2事故：影響が外部に及ぶ環境トラブル（油・薬剤の漏えいなど）

マテリアル・バランス（2018年度）

INPUT OUTPUT

温室効果ガス

885千㌧-CO₂

SOx

379㌧
NOx

560㌧

排水

28.5百万㎥
COD

105㌧

最終処分（埋立）

3.5千㌧
再利用・減量分

48.4千㌧

電力、蒸気

10.4PJ

燃料

6.2PJ

リサイクル

アルミニウムおよび
アルミ関連製品

工場

お客さま

 環境事故・緊急対応

タイ国での環境監査の様子

原材料

601千㌧

温室効果ガス排出量削減の取組み

日軽金グループの温室効果ガス排出量実績
　日軽金グループ全体では前年度比43千㌧-CO₂減の885千㌧
-CO₂となりました。
　国内は前年度比56千㌧-CO₂減の748千㌧-CO₂、海外は前
年度比12千㌧-CO₂増の137千㌧-CO₂となりました。

※ 国内の集計範囲：国内連結子会社29社
※ 算出には、次のCO₂排出係数を使用しています。
 電力: 電気事業連合会／電気事業低炭素社会協議会公表の前年度使用端

CO₂排出原単位
 燃料: 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する

省令」の各燃料の単位当りの発熱量と熱量当りのCO₂排出量
※ 日本軽金属㈱蒲原製造所の水力発電による電気についても、同係数を使

用しています。
※ 実績値にはフロン起因の排出量は含んでいません。
※ 海外の集計範囲：海外連結子会社14社（全24社）
※ 海外の電力に関わるCO₂排出量の算出は、IEA「CO₂ emissions from 

fuel combustion 2017」に記載されている最新の各国別CO₂排出係数
を使用しています。
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● 温室効果ガス排出量の推移
■ 国内（スコープ1）　■ 国内（スコープ2）　■ 海外（千㌧-CO₂）

■ 苦情　　■ 事故（件）

※ 水：海水の取水量は除いています。

環境Environment

水

23.9百万㎥

※
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水の有効利用への取組み

　日軽金グループでは水の有効利用の取組みを行っています。
　中国の昆山市にある東陽精密機器は、2つの工場で排水施設
を持っており、日中は、約90～140㌧／日排水していました。こ
れを、逆浸透膜浄水装置を増設し、水の再利用を促進するなどし
て、約70㌧／日に削減しました。夜間は、生産調整などを行い
ながら、排水をゼロにしています。

東陽精密機器の逆浸透膜浄水装置

コージェネレーションシステム

　動力係では、清水工場のユーティリティーの管理を担当し
ています。コジェネ設備の導入は、エネルギーコスト削減・
省エネを目的に約4年前から検討され、2017年から工事開
始し、2019年1月より運用を開始しました。
　運用開始後は、最も良い効率での安定稼働となるよう、
現場の方々と日々意見交換をして勉強している真っ最中
です。コジェネにトラブルが起きれば工場全体が停止し
てしまうという緊張感と、清水工場の省エネを推進する
という強い使命感で、全員一丸となって日々の業務に励
んでいます。

日本軽金属㈱
清水工場

設備課動力係

今井 達也さん

担当者の声

● スコープ3を含めた温室効果ガス排出量 (2018年度）

スコープ1： 日軽金グループが直接排出する温室効果ガスの排出量 
スコープ2： 日軽金グループが電力などエネルギーの使用によって間接的

に排出する温室効果ガスの排出量 
スコープ3： 日軽金グループがサプライチェーンで間接的に排出する温室

効果ガスの排出量

■ スコープ1　　■ スコープ2　　■ スコープ3

カテゴリ2~7

2,920 スコープ3
2,035

70％

12％

18％

TOPIC：コージェネレーションシステム（コジェネ）の導入

　日本軽金属㈱清水工場は、水酸化アルミニウムやアル
ミナを製造しており、その製造工程において多くの電気
や蒸気を必要とします。過去には重油を原料とした自家
発電機を使用して多くの温室効果ガスを排出していまし
た。この課題に対応するためコジェネを導入し、2019
年1月より稼働開始しました。
　コジェネは都市ガスを使ってエンジンを回して電気をつく
ると同時に、発電時に排出される熱も利用して蒸気や温水
をつくるシステムです。このシステムの導入により、6月ま
での半年間の実績で約3,400㌧-CO₂を削減しました。年
間では約7,000㌧-CO₂※を削減できる見込みです。
　コジェネから発生する温水には未利用のものもあり、
今後これを他の製造工程に利用することでさらなるエネ
ルギーの効率利用、温室効果ガス削減に取り組みます。
※ 稼働時間は年間8,400時間（年間350日）とする。
 CO₂排出係数は電気事業低炭素社会協議会公表の2017年度CO₂

排出実績（確報値）を使用。
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● 温室効果ガス排出量売上高原単位の推移（国内）

温室効果ガス排出量削減の目標と実績（国内）
　日軽金グループは、「2030年度までに温室効果ガス排出量売上
高原単位を1.82㌧-CO₂／百万円にする」を目標としています。
　2018年度は、1.87㌧-CO₂／百万円となりました。これは、省エ
ネルギー活動への取組み、生産減による使用エネルギーの減少、
電力のCO₂排出係数が下がったことなどによるものです。

（㌧-CO₂/百万円）

（千㌧-CO2）
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