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はじめに

編集方針

　本報告書は、2008年度スタンレーグループの環境保

全に関する取り組み活動を、ステークホルダーである

株主様、お取引先様、地域住民の皆様、従業員にお伝

えし 、より一層のコミュニケーションを図ることを

目的として発行しています。

　今回の報告書では、特集として、エネルギー使用の

見える化による省エネルギー活動と環境配慮型製品の

事例を紹介しています。

今後も、前回報告書と同様に、読みやすく、見やす

く、わかりやすい紙面づくりを心がけて作成していき

ます。

報告対象期間

2008年度（2008年4月1日から2009年3月31日）

報告対象範囲

活動結果の評価は、当社および国内グループ会社を対

象としています。一部海外グループ会社を含めていま

す。

◎主要な事業所データは、秦野製作所、岡崎製作所、

浜松製作所、広島工場、山形工場、

　㈱スタンレー鶴岡製作所、㈱スタンレーいわき製作所、

㈱スタンレー宮城製作所、㈱スタンレー新潟製作所、  

㈱スタンレー伊那製作所、㈱スタンレー滋賀製作所です。

◎海外事業所は、電気使用量、水使用量、廃棄物発生

量を参考データとしてP.17に記載しています。

発行月

2009年 8月

報告期間中の事業上の変化

◎秦野製作所再構築

◎伊勢原事業所廃止

◎札幌営業所廃止

◎長野営業所廃止

参考としたガイドライン

環境報告ガイドライン（2007年版）

環境マネジメント

環境パフォーマンス

コミュニケーション
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■ ごあいさつ

21世紀の循環型社会を目指した

「環境にやさしい企業活動」を実践するために

代表取締役社長

　近年、地球温暖化に代表されるような、生命のあ

り方を根底から覆しかねない地球環境の変化が起こ

り始めています。

　このまま世界中で地球温暖化対策をまったく取ら

なければ、21世紀末の日本では豪雨の増加や台風の

強大化、熱中症による死者などで年間17兆円にも及

ぶ追加的な被害が生じるおそれがあるとの予測が今

年5月、環境省より発表されました。

　こうした地球環境の脅威を取り除き、持続可能な

社会を実現していくためには、私たち一人ひとり

が、それぞれの立場で総力を挙げて環境保全活動に

取り組むことが、今や必要不可欠となってきており

ます。

　私どもスタンレーグループにおいても、環境問題

をCSR（企業の社会的責任）の大きな課題としてと

らえ、スタンレーグループビジョンのもと、環境長

期経営計画を策定し、循環型社会を目指した「環境

にやさしい企業活動」を推進しております。



Outshining Light 光に勝つ
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　特に、当社が取り組んでいる生産革新による徹底

したムダ取り活動は、省資源や省エネルギー、廃棄

物の削減に直結しており、環境保全と経済的発展の

両立に大きく寄与しています。その成果として2008

年度では電気エネルギーの使用量は前年比13.1％減

となり、ゼロエミッションも引き続き達成すること

ができました。

　また、少ないエネルギーによって明るさを実現で

きる「高効率照明」の開発は、地球温暖化対策を進

める上で大きく期待されておりますが、私どもはこ

うした社会的要請に応えるべく「高効率照明」の開

発にも積極的に取り組んでまいりました。

　その結果、LEDヘッドランプの製品化をはじめ、

従来電球の60Ｗ相当の明るさを6Ｗで実現した「電

球型LEDランプ」の生産・販売を開始いたします。

　今後、これらの製品が、あらゆる場面において環

境にやさしい照明機器として採用が進み、地球温暖

化対策に貢献するものと期待しております。

　これからも、私どもスタンレーグループは、かけ

がえのない地球と自然の豊かな恵みを、健全な状態

で次世代に引き継ぐために、光の無限の可能性を追

求しつつ、新たな光の価値を創造していくことに挑

戦し、地球環境保全の一翼を担ってまいります。

　ここに、スタンレーグループの昨年度の環境保全

活動を｢２００９環境報告書｣としてまとめました。

　この報告書により、環境保全への当社の取り組み

姿勢や具体的な活動内容をご理解いただき、今後の

活動強化に向けた率直なご意見をいただければ幸い

です。
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　地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出量を抑制するには、省エネルギー活動が有効です。

国内スタンレーグループのエネルギーは、約90％以上を電気エネルギーが占めており、省エネルギーを推進し

ていくには、「どのような場所で」、「どの施設・設備が」、「どのような時間に」、「どのくらい使用しているか」、

を把握し、省エネルギー施策が、有効に機能しているかを把握することが大切です。

そして、把握した内容を誰がみても、分かるようにする「見える化」が大変重要です。

「見える化」を実践してきた秦野製作所「秦野四輪工場」を紹介します。

◎省エネルギー活動の考え方として、次の手順で推進しています。

　・停める（稼働してない施設、設備などの可動を停止する）

　・かえる（管理基準、管理方法、管理対象範囲などをかえる）

　・最小限の費用で改善（既存施設・設備の改善、高機能・高性能施設・設備の新規導入）

■ 省エネルギー活動事例

◎省エネ施策

・「停める」の管理強化施策として、

　・休憩時、始業前、就業後、休日での不稼働施設・設備の

　　可動停止の徹底。

　・照明点灯区分表示板によるＯＮ／ＯＦＦ管理の徹底

　・コンプレッサー、空調施設のＯＮ／ＯＦＦ管理の徹底

　・ダウンライト、蛍光灯などの間引き

　・コンプレッサーの点検管理の徹底

・「かえる」の変更施策では、

　・空調施設（冷水、冷却水など）の設定温度の変更

　・生産設備のスケジュール管理

◎省エネルギー活動の推進スタッフのコメント

　　作業者から管理職まで工場全員の省エネ・経費削減に対する意義と理解お

　よび協力を得るのが大変でした。

　エネルギーを管理するにあたり、生産量に応じたエネルギー使用量を予測す

　る必要があり、生産ラインごとの電力量の把握や休憩、始業前、就業後、休

　日の設備停止状況の見回りなどにも苦労しました。

　　その結果、3月末で目標を達成でき、休日には、使用電力量がゼロという

　も建物もありました。

　これからも、工場全員でさらに改善をしていきます。

・「施設の改善」

照明機器の最適配置

　（全体と局所）

局所空調の最適配置

（吹き出し口の延長）

熱風発生装置の断熱

省エネ活動情報ボード
施設情報管理画面

／施設スケジュール画面

省エネ管理対象機器

樹脂乾燥機のスケジュール管理 コンプレッサー室の点検管理

ダウンライトの間引き／エコ表示 照明点灯区分表示板

スタッフの皆さん

環境保全活動
見える化による省エネルギー活動

特集特集
環境保全活動
見える化による省エネルギー活動



07

■ 電球型ＬＥＤランプ

■ 秦野製作所における

　　ＬＥＤ照明事例の紹介

■ 横浜技術センターにおける

　　ＬＥＤ照明事例の紹介

　高効率の照明機器を広く社会に普及することは、地球温暖化防止に役立ちます。

環境にやさしい省エネルギー、長寿命の光源としてのＬＥＤ照明を紹介します。

　2009年秋より「電球型ＬＥＤランプ」の生産・販売を開始し

ます。

　放熱・回路にセラミックを使用することで、放熱部をコンパ

クトにすることができ、ランプとしてもスマートなデザインを

実現しました。

これからも、環境にやさしい製品を次々に提供していきます。

◎従来品の60ｗ相当の明るさを6ｗタイプで実現しました。

　電球と同様の口金Ｅ26タイプでＡＣ100ｖに対応しています。

　秦野製作所では、街路灯、ガーデンライト、防犯

灯にＬＥＤ照明を使用しています。

また、食堂では、天井照明、表示板、厨房照明、商

品ケースなど全ての照明に、ＬＥＤ照明を使用して

います。

電球型ＬＥＤランプ 

街路灯･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ 防犯灯 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ

防犯灯

目黒銀座商店街 街路灯

秦野市水無川緑地

散策路に

取り付けた

街路灯

　　　　ｶｳﾝﾀｰｺｰﾅｰ

天井照明、表示板、厨房照明

　　　　　売店ｺｰﾅｰ

天井照明、商品ｹｰｽ、商品棚

厨房ｹｰｽ内照明 間接照明、ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

■ 公共施設における

　　ＬＥＤ照明事例の紹介

擁壁に取り付けた

街路灯

環境配慮製品

特集特集
環境配慮製品



■ スタンレーグループビジョン

Environmental Report 2009

環境マネジメント

　2000年4月、世界中のスタンレーグループで、基本的

な価値観、社会における存在意義、永続的な使命を共有

するため、「スタンレーグループビジョン」を制定しました。

　私たちは、このビジョンのもと、「経営理念」「行動指針」

を定めるとともに、「光の五つの価値」を究めたものづくり

によって、広く社会に貢献していくことを目指しています。

　また、環境にやさしい企業活動を実践するため、環境長

期経営計画を策定し、環境保全活動に全力で取り組んで

います。
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●スタンレーグループの環境保全活動

環境宣言

■長期経営目標

環境基本理念

全社環境方針

環境長期経営計画

■中期3ヶ年計画への指針

環境にやさしい企業活動の実践

●スタンレーグループビジョン

スタンレースピリット

光に勝つ
私たちは、“光に勝つ”の気概を持ち、素晴らしい未来を切り拓きます。

経営理念
光の価値の限りなき追求

光の無限の可能性を究め、その価値の提供によってひろく社会に貢献します。

ものづくりを究める経営革新
“ものづくり”を事業の根幹とし、高付加価値・高品質を生むしくみを実現します。

真に支える人々の幸福の実現
スタンレーを真に支えてくれる人 を々大切にし、その幸福の実現に努めます。

光の5つの価値
光による5つの価値の探究によって、社会的価値を創造します。

CREATING 光を創る
RECOGNIZING 光で感知・認識する
INFORMING 光で情報を自在に操る
ENERGIZING 光のエネルギーを活かす
EXPRESSING 光で場を演出する

行動指針
CHALLENGE 挑　戦

常に高い理想を求め、果敢に挑戦している。
INNOVATE 発　想

自由な発想と高い見識で、価値を創りだしている。
COLLABORATE 共　創

知恵を共有し活用することで、価値を高めている。
HUMANIZE 慈　愛

自然と人間を慈しみ、豊かな感性を育んでいる。
GLOBALIZE 国　際

世界の多様な文化を尊重し、その理解に努めている。

汚染の予防省資源基盤構築 省エネルギー

●第Ⅰ期  中期3ヶ年経営計画（2001年4月～2004年3月）
●第Ⅱ期  中期3ヶ年経営計画（2004年4月～2007年3月）
●第Ⅲ期  中期3ヶ年経営計画（2007年4月～2010年3月）

■10年後の目指す姿



■ 環境経営の基本姿勢

Outshining Light 光に勝つ

　スタンレーグループでは、環境に係わる保全活動とし

て、地球温暖化防止のための温室効果ガス排出の抑制、

循環社会を目指した資源の有効活用のための省資源活

動、有害化学物質の排出抑制や環境にやさしい製品開発

などに取り組んでいます。

環境保全活動に対する考え方

環境基本理念

かけがえのない地球と

  自然の豊かな恵を、

健全な状態で次世代に引き継ぐため

  全ての企業活動を通じて、

資源の有効利用と

  環境の維持・向上に努めます。

環境宣言

私たちは、

地球に優しい企業をめざして、

環境に影響を及ぼす物質を

「使わない、出さない、捨てない」の

実現に向けて、

環境保全活動に積極的に

取り組みます。

環境長期経営が目指す

2010年の姿

◎グローバル展開しているスタンレーグループの5極の

事業拠点で、特定した事業所がISO14001の認証取得

を通して、環境マネジメントシステムが構築され、継

続的な環境保全活動が定着している姿。

◎国内外の環境関連法規／規制を遵守し、自主基準によ

る環境保全活動が定着している姿。

◎省資源活動を通して、廃棄物の削減とゼロエミッショ

ン達成に向けた継続的な活動が定着している姿。

◎省エネルギー活動を通して、地球温暖化防止として

の、二酸化炭素排出量を削減する継続的な改善活動が

定着している姿。

◎汚染の予防活動を通して、特定した部品の使用禁止物

質の削減および廃絶を目指した活動が定着している姿。

環境長期経営計画

環境長期経営計画を3ヶ年ごとに分けた、環境第

Ⅰ期中期3ヶ年経営計画（2001年4月〜2004年3月）、

第Ⅱ期中期3ヶ年経営計画（2004年4月〜2007年3

月）、第Ⅲ期中期3ヶ年経営計画（2007年4月〜

2010年3月）を作成し、10年後の環境にやさしい

企業活動を目指して「環境マネジメントシステム

の基盤構築」、「省資源」、「省エネルギー」、「汚染

の予防」、を柱とした環境保全活動を実施してい

きます。

全社環境方針

私たちは、「環境基本理念」に基づき、

全ての企業活動において、

一人ひとりの環境保全に対する役割と責任を認識して行動します。

❶当社の活動、製品及びサービスの各領域において、省資源、省エネルギーの

推進、廃棄物の削減など、健全な環境の維持・向上に努めます。

❷環境に与える影響を配慮した企業活動の実行および環境保全活動を推進し、

継続的改善と汚染の予防を行います。

❸環境に関わる法律・規制及び当社が同意するその他の要求事項の順守はもと

より、必要に応じて自主的管理基準を設定して管理を行います。

❹環境方針の遂行のために、環境目的および環境目標を設定し、定期的あるい

は必要に応じて見直しを行います。

❺環境方針は環境マネジメントシステムにより実施し、維持します。

❻環境教育・広報活動を実施し、全従業員及び当社のために働く全ての人に環

境基本理念、環境方針の理解と環境に関する意識向上を図るとともに、取引

先にも周知して理解と協力を要請します。

❼環境基本理念・環境方針は一般の人々が入手できるようにします。また、環

境保全活動状況は社外の要求に応じて開示し、地域社会とのコミュニケーシ

ョンを図ります。
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　廃棄物発生量は前年度比17.2％減の4,876tとなりました

が、生産高減により、原単位は目標に対し0.4ポイント増

の6.3（t/億円）となりました。二酸化炭素排出量は、省

エネ施策を実施し、前年度比13.9％減の75,973（t-CO2）と

なりましたが、原単位は目標に対し3.7ポイント増の97.9

（t-CO2/億円）となりました。汚染の予防は、環境負荷物

質の廃絶・削減を継続的に実施してきました。

・汚染の予防（環境負荷物質の廃絶と削減）は、欧州指 

　令（RoHSなど）や取引先要求に対応するため国内外に環    

　境負荷物質データベースを構築し管理体制を充実してい

　ます。

◎環境第Ⅲ期（2007/4～2010/3）

　2008年度は、環境第Ⅲ期の2年目をむかえ、二酸化炭素

排出削減に重点をおき、エネルギー使用の見える化などの

削減施策を実施しました。今後も照明・空調施設の管理強

化、生産設備の省エネ化を推進していきます。

●総評

　環境長期経営計画を、3ヶ年ごとに環境第Ⅰ期、環境第

Ⅱ期、環境第Ⅲ期に分けた中期3ヶ年経営計画を作成し、

その計画に基づき推進してきました。

・基盤構築は、国内は全事業所で、海外では、主な生産事

　業所がISO14001認証取得しました。

・省資源活動は、埋立廃棄物ゼロエミッションの達成、再

　資源化率目標を達成しました。

・省エネルギー活動は、削減施策を推進していますが二酸

　化炭素排出量は残念ながら目標未達成です。

■ 環境長期経営計画と2008年度環境目標

スタンレーグループ環境長期経営計画

環境マネジメント Environmental Report 2009
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　2008年度目標は、環境負荷物質DBの運用、ゼロエミッシ

ョンの継続、再資源化率については目標を達成しました。

また、当社および国内グループ会社の一括審査に向けた準

備を推進しています。

　省資源および省エネルギー活動では、今年度より、環境

保全活動のパフォーマンスを正確に表現できるよう原単位

を付加価値額原単位に変更しました。

2008年度環境目標

環境第Ⅲ期　中期3ヶ年経営計画（2007/4〜2010/3）

環境マネジメントの基盤構築

ISO14001認証取得
外部コミュニケーション
環境会計
環境にやさしい製品づくり

環境関連法規の遵守

スタンレーグループ（国内本体）一括審査に向けた活動
環境報告書の発行（海外事業所の活動も含めて）
環境会計のシステム構築（海外展開への準備）
開発設計時の環境影響評価システムの運用　リサイクル率の向上
自動車95％以上　電子80％以上
開発時に使用してはならない化学物質群23群
環境関連情報の伝達システム運用（特定した海外事業所の順守状況の把握）

省資源活動ゼロエミッションの達成
ゼロエミッションの達成
再資源化率100％
廃棄物発生量の原単位

売上あたり1％削減（前年度目標値比）

省エネルギー活動
二酸化炭素排出量
温室効果ガスの削減

二酸化炭素排出量の1.8％削減
二酸化炭素排出量の原単位

売上あたり1.8％削減（前年度目標値比）

汚染の予防
環境負荷物質の廃絶と削減

環境負荷物質の廃絶と削減 使用禁止物質の継続廃絶/削減物質の廃絶推進/管理物質の継続管理

 項　目 2008年度 目標 達成状況

環境

マネジメント

の基盤構築

ISO14001認証取得
・スタンレーグループ（国内本体）一括審査に向けた活動

・当社および国内グループ会社の一括審査に向けた準備　 継続中

環境報告書の発行 ・2008環境報告書（2008年7月発行）　・ＨＰへ掲載 達　成

環境負荷物質データベースの運用 ・国内/海外事業所での環境負荷物質データベースの継続運用 達　成

省資源活動

ゼロエミッション
※1
の継続 最終処分率1％以下 ・2008年度実績は、0.2％（最終処分量は11t） 達　成

廃棄物等発生量原単位
※2
 5.9（t／億円） ・2008年度実績は、6.3（t／億円）（廃棄物等発生量は、4,876t） 未達成

再資源化率 97％ ・2008年度実績は、99％（再資源化量は、4,826t） 達　成

省エネルギー

活動

二酸化炭素排出量 56,659 t-CO2 ・2008年度実績は、75,973（t-CO2） 未達成

二酸化炭素排出量原単位
※3
 94.2（t-CO2／億円） ・2008年度実績は、97.9（t-CO2／億円） 未達成

汚染の予防

環境負荷物質の廃絶と削減

・使用禁止物質の継続廃絶

・削減物質の廃絶推進

・管理物質の継続管理

・環境負荷物質の廃絶と削減を継続推進中

　P.14環境負荷物質抑制活動を参照ください
継続中

※１廃棄物等発生量あたりの最終処分量の値が重量比で１％以下　※２付加価値額あたりの廃棄物等発生量　※３付加価値額あたりの二酸化炭素排出量原単位

　付加価値額とは、売上高－素材費

参考値：単体売上高あたりの原単位 　　・廃棄物発生量原単位　　　　目標　3.18（t/億円）　　 　実績　2.62（t/億円）　　　達成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・二酸化炭素排出量原単位　　目標　31.9（t-CO2/億円）　　実績　40.8（t-CO2/億円）　未達成

 



要施策などの審議を実施する機関です。また、環境マ

ネジメント推進部門として「環境企画管理室」を設け

て改善活動を推進しています。

Outshining Light 光に勝つ
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■ 環境管理体制

　当社社長のもと、環境担当取締役を最高責任者とし

て環境管理体制を構築しています。「環境保全活動委員

会」は、グローバルな立場で環境戦略、環境行政、重

スタンレーグループ環境管理体制

●各組織の主な役割 ●当社および国内スタンレーグループ一括審査に向けて

　2007年度に外部審査機関による組織統合審査を経て、

「スタンレー電気株式会社」として認証取得しました。

　組織統合審査の目的は、各事業所の特性を踏まえた目

的・目標の設定を統一し、活動レベルを向上させること

です。

　組織統合により、目的・目標の統一化が図れ、目標達

成の進捗状況が明確になり、改善施策などの共用化の効

果がありました。

　一方、事業所の環境側面評価レベルの差による課題な

どが明確になりました。

これらを踏まえ2008年度は、当社に国内スタンレーグ

ループを加えた一括審査に向けた準備を進めました。
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■ 環境教育

　環境教育は、①新任管理者、新入社員などを対象とし

た一般的な環境教育である「階層別・職掌別研修」、②内

部環境監査員の認定教育や、ISO14001の要求事項の理解

を目指した「職能別研修（戦略教育）」、③環境関係に係

る業務に従事する従業員を対象とした「職能別研修（機

能別教育）」に区分して実施しています。

　2008年度の「階層別・職掌別研修」および「職能別研

修（戦略教育）」に356名が参加しました。

　詳細は、次のとおりです。

　◎階層別・職掌別研修：290名

　◎職能別研修（戦略教育）：66名

　　・外部研修機関による環境審査員養成研修

　　・環境負荷物質検査員養成研修

　　・海外関係会社における環境負荷物質DB操作教育　

　環境負荷の増減を左右する要因として、生産の源流工

程である開発・設計工程が重要と考えています。

2007年度よりその工程に従事している設計者を対象に、

「環境配慮設計」推進強化を実施しています。

環境教育

環境教育

階層別・職掌別研修

新任管理者研修

新任監督者研修

途中入社者研修

新入社員教育

職能別研修
（戦略教育）

内部環境監査員認定教育

内部環境監査員候補者

環境負荷物質検査員

養成研修

製品の環境負荷物質の分析

　方法と判定技能の習得

環境法規の習得、継続改善の

ための監査ポイントの習得

ISO14001の要求事項の理解

職能別研修
（機能別教育)

環境マネジメント

システムに関する

教育・訓練

●部門教育計画に基づく教育

●社外講習会

●教育・訓練に関わる主業務

　環境に著しい影響を与える作業

●自覚に関する教育

　（方針・目的・緊急事態対応等）

　全従業員、構内外注従業員、

　委託業務従事者

●教育・訓練・能力（資格認定）に

　関わる教育

　著しい環境影響の原因となりうる作

　業（環境特定業務）

環境関連法規制と当社環境

課題へのマネジメント

環境一般知識と自覚ならびに

監督者としての環境関連法

規制と実務に係わる環境知識

環境一般知識と自覚ならびに

実務に係わる環境知識

社会人として必要な環境一般

知識と自覚

●環境教育体系図

内部環境監査員研修

内部環境監査員

（レベルアップ教育）

12



Outshining Light 光に勝つ

■ 環境マネジメント監査

　環境マネジメントシステム（EMS）を継続的に改善してい

くためには、EMS監査が重要であると考えています。

　当社および国内グループ会社では、内部環境監査員によ

る監査と、社外第三者認証機関による外部審査を実施して

います。

■内部環境監査

◎内部環境監査方法は、社内認定（内部環境監査員認定試

　験の合格者）した内部環境監査員で構成された、独立性

　のある内部監査員チームを編成し、監査しています。

■外部審査

◎第三者認証機関により年1回の定期または更新審査を受け

　ています。

　

 EMSが、効果的に運用されていることを確認するため、環

境マネジメント監査を実施し監査結果は、経営者のマネジ

メントレビューに反映し、EMSの改善を推進しています。

■内部環境監査

　2008年度の内部監査の結果は、軽微な不適合は32件で、

教育、文書管理、運用面などに不適合がありました。

■外部審査

　審査結果は、指摘件数は2件で、法順守に関わる是正処置

　の内容と運用管理でした。

■内部環境監査員

　2008年度の当社および国内グループ会社の内部環境監査

　員は583名となりました。

　内部監査および外部審査での環境法令順守状況に対する

状況はおおむね良好でしたが、一部事業所で届出の不備、

浄化槽の法定準値の超過がありました。

対応として、届出実施、メンテナンス実施後の法定検査を

実施して基準値内であることを確認しました。

監査結果と対応状況

環境マネジメント監査 内部監査員数

13
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■ 環境リスク管理

　2008年度の土壌調査は、伊勢原事業所で実施しまし

た。その結果は次の通りです。

■伊勢原事業所

　伊勢原事業所廃止および売却に伴い2008年8月から

2009年2月の期間で土壌汚染調査を実施しました。杭残

骸、木片、トタン等の廃棄物が発見され、掘削し適切

に運搬処理を実施しました。

　地域住民の一員として、環境に著しく影響を及ぼす

施設や作業、また影響を及ぼす可能性のある施設や作

業を特定し、環境事故などによる有害物質の流出を防

止するため、「作業ミス」「火災」「地震」などの緊急事

態を想定した訓練を実施しています。

また、毎年事業所ごとに、消防訓練を含めた防災訓練

を実施しています。

緊急事態訓練

環境マネジメント Environmental Report 2009

　環境法規制順守のために必要となる公的資格の取得

奨励し、支援しています。

　主な環境関連の法定資格取得者数は次の通りです

資格名称 2007年度人数 2008年度人数

公害防止管理者 5 5

エネルギー管理士・管理員 7 7

電気主任技術者 10 11

特別管理産業廃棄物管理責任者 18 16

衛生管理者 42 42

乾燥設備作業主任者 48 59

有機溶剤作業主任者 184 208

特定化学物質作業主任者 33 34

危険物取扱者 11 11

危険物保安監督者 39 37

合　　計 397 430

※「産業廃棄物処理施設技術管理者」を削除

　「危険物保安監督者」を追記

　化学物質に関する国内法規や海外法規を順守するとと

もに、化学物質削減への対応を推進しています。

　国内法規に関しては、PRTR法改正に伴う規制対象物質

の変更に対応するため、関係部署への周知およびMSDSの

入手などをしています。また、化学物質総合管理システ

ムの対応も推進しています。

　海外法規のREACH規則に関しては、予備登録対象物質

の登録を完了し、高懸念物質の含有調査を推進していま

す。

 環境負荷物質データベースは、製品を構成する部品・

材料等の、化学物質含有情報を管理するための重要なシ

ステムです。

　国内および海外の一部の事業所へ、本システムを導入

しています。このデータベースにより、有害な化学物質

を含まない製品づくりの情報として関係部門への情報提

供を行っています。

環境負荷物質抑制活動

環境負荷物質データベース

土壌汚染調査 環境関連法定資格者
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Outshining Light 光に勝つ

■ 環境リスク管理

 PRTR法に基づき、対象化学物質の排出および移動の把握

を実施しています。

　製品の成形工程や表面処理工程で使用する材料や塗料な

どに含有する有害な化学物質物質を、化学物質総合管理シ

ステムにより、各事業所の使用状況を把握しています。 

　2008年度の排出量は、前年度比4.4％（3,460kg）減の

75,530ｋｇになりました。また、移動量は、15.3％（12,755kg）

減の70,595kgとなりました。

　PRTR届出物質別の大気への排出量では、トルエンが

前年度比3,800kg減の32,700kg、キシレンが2,090kg減

の9,420kgとなりましたがジクロロメタンは4,000kg増

の24,000kgでした。

移動量では、スチレンが8,000kg減43,400kg、キシレン

が1,930kg減の7,620kg、ビスフェノールA型エポキシ樹

脂が1,800kg減の3,000kgとなりました。

化学物質管理   

PRTR法の第一種指定化学物質（届出した事業所データ）

事業所名 単位 2006年度 2007年度 2008年度

全

社

排 出 量

大気への排出 kg 88,900 78,900 75,530

公共用水域への排出 kg 0 0 0

当該事業所における土壌への排出 kg 0 0 0

当該事業所における埋立処分 kg 0 0 0

排 出 量 合 計 kg 88,900 78,990 75,530

移 動 量
下水道への移動 kg 0 0 0

当該事業所外への移動 kg 86,589 78,990 70,595

移 動 量 合 計 kg 86,589 78,990 70,595

　近隣の住民より騒音に関する苦情が4件、ゴミ捨てに

関する苦情が1件ありました。

　騒音に関しては、特に音が響く早朝や深夜に環境パ

トロールを実施し、発生防止をはかっています。

　PCB廃棄物処理特別措置法に基づき適切に保管および

処理を実施しています。2008年4月に高圧進相コンデン

サー１台を処理しています。

PCB管理
環境苦情への対応

2008年度のPCB保有台数

保管容器

NO
発生時期（年

月）
苦情内容 対策内容 完了時期

1
2008年

5月
夜間のシャッター閉
による騒音

シャッターのメンテナンス
実施

2008年

6月

2
2008年

6月

出荷場からフォークリ
フトのバックブザー音
の漏れ

出荷場のシャッター閉のタ
イミングの見直し

2008年

7月

3
2008年

6月
早期の廃棄物置場か
らの作業騒音

廃棄物処理時間の変更と
作業指導

2008年

7月

4
2008年

6月
駐車場の車両排気騒
音

空ぶかし禁止指導
2008年

7月

5
2009年

3月

駐車場近隣の住民よ
りごみのポイ捨てに
ついての苦情

駐車場利用者への指導と
定期巡回の実施

2009年

3月

設備名 台数

高圧トランス 4

高圧コンデンサー 9

高圧進相コンデンサー 4

低圧コンデンサー 1,145

照明用コンデンサー 19

水銀灯安定器 25

蛍光灯安定器 682

合計 1,888

15
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■ 環境マネジメント

環境マネジメント Environmental Report 2009

　当社では「安全は人々の幸福と企業発展の礎であり、

全ての活動において常に安全衛生を最優先する」を基

本理念とし、当社で働くすべての人々の安全確保と健

康維持・増進を目的に安全衛生活動に取り組んでいま

す。

　全社を統括する統括安全衛生委員会の下、各事業所

には安全衛生委員会が設置され、それぞれが全社方針

を踏まえ、主体的に安全衛生活動を推進しています。

　2008年度においては「安全意識を高揚させ、ルール

を守った正しい行動を第一とする」を方針とし労働災

害の撲滅に取り組みました。

■安全活動

　　安全職場の実現に向けて職場定期パトロール、新

規設備導入時の安全確認、ヒヤリハット活動等によ

る災害未然防止活動、災害事例（発生経緯・原因・

対策）の水平展開による同類災害防止活動を展開し

ています。

　　また、「作業の前に教育あり」の視点から、作業前

教育の見直し、新規作業時における作業動作確認、

管理者の安全意識高揚を目的とした安全体感教育、

新入社員・中途入社者に対する安全基礎教育等、安

全教育の充実を図っています。

　　2007年度の労働災害発生件数は、不休災害を含み36

件でしたが、2008年度においては14件になりました。

■健康管理活動

　　社員の健康維持・増進活動として、各種健康診断

（定期・特殊・歯科検診等）、有所見者へのフォロー

アップ、過重労働による健康障害防止活動を展開し

ています。

　　2008年度においては、疾病対策の一環として、イ

ンフルエンザ予防接種をトライアル実施しました。

　　心の健康維持も大きなテーマとなっており、心の健

康診断、個々人によるストレスチェック、カウンセ

ラーによるカウンセリング等外部専門機関を活用し

たメンタルケアシステムの充実にも取り組んでいま

す。

安全教育 保健指導

安全衛生
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 事業活動に伴う環境負荷でINPUT項目の主なものは、原材料、エネルギー、水、化学物質、車両燃料の使用がありま

す。一方OUTPUT項目は、大気では二酸化炭素ガス、NOX、SOX。水環境での負荷はBOD、COD。廃棄物・化学物質の排出

などがあります。これらの環境負荷を定量的に把握し、省資源、省エネルギー、廃棄物・化学物質排出量などの削減

施策を実施することにより、環境にやさしい企業を目指します。

事業活動における環境負荷

17
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■ 事業活動における環境負荷

17



■参考　売上高原単位グラフ

　2000年度からの変化の比較のため、原単位は売上高

原単位で表示しています

18

　2008年度のCO
2
排出量は、省エネ活動や生産量減少に

より75,973（ｔ-CO
2
）となり前年度比13.9％減りました

が、原単位は、97.9（ｔ-CO
2
/億円）となり目標に対し

て残念ながら3.7ポイント悪化しました。

　原単位は、改善効果を適切に表すことを目的に、2008

年度より付加価値額原単位としています。

付加価値額とは、売上高より素材費を差し引いた額で、

付加価値額原単位は次式のようになっています。（廃棄

物等発生量も同様）

　付加価値額原単位＝CO
2
排出量/（売上高－素材費）

18

　地球温暖化対策を重要課題と捉えており、温室効果ガ

スである二酸化炭素ガス（以下CO
2
という）の排出量を

削減するため、エネルギーの約9割を占めている電気エ

ネルギーの使用削減に、重点をおいた施策を実施してい

ます。

　各事業所では、照明の間引き、空調の設定管理、等に

加え、空調施設の適切な稼働時間による管理、成形機・

乾燥炉などの断熱による空調負荷の低減、冷凍機の冷

水・冷却水の設定温度変更、空調施設関連のインバータ

化などを実施しています。

Environmental Report 2009

環境パフォーマンス

省エネルギー施策 CO2排出量の削減

■ 省エネルギー活動

冷却水ﾁﾗｰに排気ダクトを

取り付け排熱を削減し

空調負荷を低減

キャットウォーク送風機

のインバーター化

ベーキングﾞ炉の断熱 断熱ジャケットの取り付け

リフロー炉の断熱 現状(サーモビュア)

平均表面温度　35.9℃

対策後(サーモビュア）

平均表面温度　29.4℃

　CO
2
の電気エネルギー換算係数は1990年度電気事業連合会の受電端係数

　0.42ｔ-CO
2
/千kwhを使用しています。

■CO
2
以外の温室効果ガス排出量

　2008年度のメタンガス排出量は、20.2(ｔ-CO
2
）、一酸

化二窒素は、44.3(t-CO2）、六ふっ化硫黄は、47.6(t-

CO
2
)でした。
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■ 省エネルギー活動

　2008年度輸送量の実績は、前年度比20％減の3,379(

万ﾄﾝｷﾛ）、エネルギー使用に係る原単位は、目標を達成

しました。

また、エネルギーの使用に伴うCO
2
排出量は、4,795

（t-CO
2
）となりました。

　配送ルートの改善、運行管理の徹底による使用車格

の大型化、チャータ便の便数低減などの取り組みによ

り、CO2削減量は、36（ｔ-CO
2
）となり、前年度比7（ｔ-CO

2
）

減することができました。

エネルギー使用量

Outshining Light 光に勝つ

　2008年度のエネルギー使用量は、前年度2,035(千KL/

GJ)に対して13.6％減の1,758(千KL/GJ)となりました。

　94.3％を占める電気エネルギーは、前年度比13.1％

減の1,658(千KL/GJ)となり、251(千KL/GJ)削減しまし

た。

■産業廃棄物のモーダルシフト

　産業廃棄物は、トラックによる輸送が主ですが、一

部鉄道を活用した輸送を実施しています。

物流におけるCO２排出量の削減

　急激な景気の変動による生産減の影響がありました

が、生産体制を見直し、稼働不要な施設・装置などの

確認による稼働停止、空調温度管理の徹底、照明の間

引きや点灯時間の管理、断熱施策などの省エネ施策を

実施しました。

�0��

�仟始実詞執珽細燦謦冏裁謦冏裁腰���燦 ���塁琢

㋼�0��
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■ 省資源活動

　省資源活動では、廃棄物発生抑制、リサイクルの推

進、再利用を実施しています。

　開発・設計段階で、製品の小型化、軽量化による廃

棄物発生の抑制、製品への素材表示によるリサイクル

性の向上を実施しています。

　製造および廃棄の段階では、歩留り改善活動、廃棄

物の分別によるリサイクル活動などを実施し、埋立廃

棄物をゼロに近づけるゼロエミッション活動に取り組

んでいます。

　また、廃棄物処理を適正管理するため、マニフェスト

伝票の管理、委託業者の契約管理などを実施しています。

　2008年度の廃棄物等発生量は、歩留り改善や生産量

減少により4,876ｔとなり前年度比17.2％減りましたが、

原単位は、6.3（ｔ/億円）となり目標に対して残念なが

ら0.4ポイント悪化しました。

CO
2
排出量の削減(頁18参照)と同様2008年度より付加価

値額原単位としています。　

　廃棄物等発生量で、全体の59％を占めている廃プラ

スチック類は、前年度比18.3％減の2,861tとなり、642t

削減しました。

　製造工程で多用しているプラスチック類の廃棄物発

生量抑制のため、製品の歩留り向上、紙類については、

コピーレス化の推進、会議資料の使用削減などに取り

組んでいます。

省資源活動

環境パフォーマンス Environmental Report 2009

廃棄物等発生量

■参考　廃棄物等発生量の推移

 2000年度からの変化の比較のため、原単位は売上高原

単位で表示しています。

廃棄物等発生量とは、有価物、事業系一般廃棄物、産業廃棄物の総量で

す。

なお、有価物は製品に有効に寄与できなかったとの考えから含めていま

す。



　2008年度の最終処分量は、リサイクルセンターでの

解体・分別、再資源化ルートの開拓、分別管理の徹底

などを実施しましたが、前年度10tに対して10.5tとな

りました。（最終処分率は、前年度と同様0.2％）

　最終処分量内訳は、紙くずは、前年度に対して0.05t

微増の4.88tとなりました。

　一方、廃プラは前年度に対して0.68t減の1.1t。同様

21
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■ 省資源活動

再資源化量

廃棄物最終処分量

　2008年度の再資源化量は、分別管理の徹底、再資源

化ルートの開拓などにより4,826tとなり、再資源化率

は前年度と同様99％でした。

　再資源化の内訳は、廃プラ類が59％を占め、紙くず10

％、金属くず9％等前年度と同様の順となっています。

　また、3種類の廃棄物再資源化率は、前年度と同様の

値を推移してます。

　再資源化量に対する有価物量の比率は、前年度に対し

て2ポイント改善して45％となり、2,182tになりました。

に、ガラスくずは0.79t減の0.1t。金属くずは0.5t減の

0.2tとなりました。特管廃棄物は、3.5t発生しました。

その主な内容は、塗料カスで、処理内容を変更するこ

とにより10月以降は、発生していません。

　なお、ゼロエミッションは2006年9月より継続達成し

ています。

　ゼロエミッションを「廃棄物等発生量あたりの最終処分量が重量比で

1％以下」と定義しています。
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■ 環境配慮型設計

環境パフォーマンス Environmental Report 2009

　消費電力の削減、軽量化、長寿命化、有害物質の低

減・廃絶など、環境に配慮した製品を提供することで、

地球温暖化の防止、循環型社会に貢献しています。

環境配慮製品

         　消費電力削減および

            長寿命化した製品

半導体製品

街路灯用LEDモジュール製品

車載　AUTO　A／C　CONTL．製品

LEDフォグランプ製品

軽量化した製品

温湿度センサ製品

四輪車用照明製品

Xe（ｷｾﾉﾝ）管ストロボ製品

LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙ製品

TV用CCFL（冷陰極蛍光管）

四輪車用照明製品

二輪車用照明製品

半導体製品

四輪車用照明製品

消費電力を削減した製品

消費電力削減および長寿命化と

 有害化学物質の置き換え製品

 環境負荷物質低減

（溶剤使用量の削減）

◎従来の白熱球60ｗをＬＥＤ電球13ｗにすることにより、

消費電力を約80％削減しました。

◎従来品の蛍光灯タイプの防犯灯46w/台からLED防犯

　灯17.7w/台に変えることにより、消費電力を約60

　％削減しました。

◎蛍光タイプのランプ寿命8,500hrsと比較し、
　LEDタイプは約5倍の40,000hrsを実現しました。

◎白熱球の寿命2,000hrsと比較し、LED照明用デバイ

スは、約20倍の40,000hrsを実現しました。

◎従来品の夜間照明バルブを単色チップLEDに変更し

　導光レンズを改善することにより、消費電流を約

　30％削減しました。

　また、約3倍以上の長寿命化を実現しました。

◎フォグランプの光源を、従来品のハロゲン球から

　LED光源にすることにより、消費電力を約80％削

　減しました。

　また、約4倍の長寿命化を実現しました。

従来品と比べ、温度、湿度検出部および周辺回路の

改善により、約15％の軽量化を実現しました。

従来品と比べ、ヘッドランプのアウターレンズの薄

肉化により、約9％の軽量化を実現しました。

反射板の材料及び光源配置の最適化構造に改善す

ることにより、光線効率を向上させ消費電力を約

30％削減しました。

従来品の白熱電球型ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄをLED化することによ

り、消費電力を約85％削減しました。

従来品の大型液晶TV用電極の封入ｶﾞｽ圧力を低減させることにより、

消費電力を約3％削減しました。

従来品のストップ・テールバルブを白熱球からLED

化することにより、消費電力を約85％削減しまし

た。

従来品のストップ・テールバルブを白熱球からLED

化することにより、消費電力を約84％削減しまし

た。

従来品の大型TV用CCFLから大型TV用白色LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

に変更することにより、消費電力を約37％削減しま

した。

また、1.3倍の長寿命化を実現しました。

更に、LED化により有害化学物質の水銀使用量「ゼロ」

を実現しました。

ヘッドランプのエックステンション（アルミ蒸着装飾品）で、従来工法か

ら溶剤を使用しない製造工法に改善することにより、約4.2ｔ/年の溶剤を

削減しました。

半導体製品

LED防犯灯

AUTO　A/C　CONTL．

LEDフォグランプ

温湿度センサ

四輪車用

ヘッドランプ

Xe管ストロボ

LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙ

四輪車用

LEDﾘｱｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ

二輪車用LEDﾘｱﾗﾝﾌﾟ

半導体製品
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■ グリーン調達・購入

　環境保全活動全般において、お取引先との連携を基

盤とする環境に配慮した資材調達（以下ｸﾞﾘｰﾝ調達とい

います。）を積極的に展開し、環境負荷低減を実施して

います。

◎グリーン調達の考え方

 ■グリーン調達

1.環境保全に取り組んでいる企業からの調達。

2.環境負荷の少ない原材料・部品・製品の調達。

 ■グリーン調達基準

1.環境に対する取り組み姿勢、体制を評価し、優れた

お取引先を優先して取引を行う。

2.当社が定める含有、使用禁止物質は調達を行わない、

またそれ以外の当社指定物質については削減に努める。

3.3R（Reduce, Reuse, Recycle）を推進し、廃棄物を

出さない調達。

4.梱包材のリサイク

ルおよび削減。

5.省エネを考慮し

た物品の調達。

　お取引先からの製品に含有する環境負荷物質の調査、

法規制改正に伴う環境負荷物質の調査をしています。

　2008年度新規調査件数は、23,366件でした。

調査は、ほぼ予定通り完了し、お取引先および関係機

関への報告をおこないました。

　今後も納期厳守、精度向上と内容の充実を推進して

いきます。

　購買方針説明会にて、主要

なお取引先を対象に2008年度

の活動に対して、品質優秀賞、

原価優秀賞、納期優秀賞、に

あわせてグリーン調達貢献賞、

総合優秀賞の授与式が行われ17社が表彰されました。

　グリーン調達貢献賞は、環境保全活動に前向きに取り

組まれ、環境調査依頼、供給面での多大な貢献をした1社

が受賞されました。

■グリーン調達方針

　　グリーン調達の方針は、「環境負荷物質非含有の100

　％保証」で次の内容の協力をお願いしています。

　・法規制による「禁止」有害物質使用のゼロ保証         

　  ＲＥＡＣＨ規制への対応

　・認証取得／当社エコパートナー認定の完了

　トイレットペーパー、コピー用紙、文具・事務用品をグ

リーン購入対象品として推進しています。

　全車両に占める低公害車および低燃費車の割合は、前

年度比1.6ポイント増え96.6％となりました。

ハイブリッド車も4台増加し38台となりました。

グリーン調達の考え方

お取引先環境負荷物質調査

グリーン調達ガイドライン グリーン調達ガイドライン

付属資料

グリーン調達

グリーン購入

表彰盾
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環境パフォーマンス Environmental Report 2009

　省エネルギーを効果的に推進するため、エネルギー

の約９０％以上を占めている電気エネルギーの削減を

優先的に実施しています。

■ 環境会計

　省エネルギー活動を推進するため、新規設備導入、

設備更新や大規模改善の投資時に、現行設備と比較し

て二酸化炭素排出量が、20％以上削減できるよう推進

しています。

環境会計（省エネルギー）

 1.省エネルギー削減施策の投資事例

　2008年度の省エネルギー対策の具体的な投

資事例を記載しました。

　投資内容の全てについて、環境に配慮した

施策を推進し、二酸化炭素排出量の削減を実

施しています。

 2.環境保全効果

　基準年度を2000年度として各年度の環境保全

効果（物量）を評価しています。

　2008年度「IN　PUT」「OUT　PUT」の評価結果は、

電気使用量およびCO
２
排出量を除き、全ての項目

で改善できました。

環境保全効果（物量）

内　　容 2000年度 2006年度 2007年度 2008年度

単体売上高（百万円） 177,365 231,224 236,565 186,168

基準年度に対する売上高比㈰ 1 1,304 1.334 1.050

I

N

P

U

T

電気使用量

（千kwh）

実績値 137,846 182,949 191,452 166,315

補正値 ー 179,751 183,856 144,738
環境保全効果 ー -3,198 -7,596 -21,577

評　価 ー × × ×

水使用量

（千m3）

実績値 664 583 577 503

補正値 ー 866 886 697

環境保全効果 ー 283 309 194

評　価 ー ○ ○ ○

O

U

T

P

U

T

CO2排出量

（t-CO2）

実績値 65,293 84,477 88,197 75,973

補正値 ー 85,142 87,086 68,558

環境保全効果 ー 665 -1,111 -7,415

評　価 ー ○ × ×

総廃棄物発生量

（t）

実績値 4,679 5,704 5,889 4,876

補正値 ー 6,101 6,241 4,913

環境保全効果 ー 397 351 37

評　価 ー ○ ○ ○

再資源化量（t）

環境保全効果の

値はマイナスが

効果がある

実績値 1,337 5,343 5,845 4,826

補正値 ー 1,743 1,783 1,404

環境保全効果 ー -3,600 -4,061 -3,422

評　価 ー ○ ○ ○

最終処分量（t）

実績値 2,307 92 10 11

補正値 ー 3,008 3,077 2,422

環境保全効果 ー 2,916 3,067 2,411

評　価 ー ○ ○ ○

補正値＝基準年度実績値×基準年度に対する売上高比㈰　環境保全効果＝補正値−実績値

評価：○は環境保全効果の値がプラス（但し再資源化量はマイナスが○）

　　　×は環境保全効果の値がマイナス（但し再資源化量はプラスが×）

投　　資　　内　　容 投資金額（千円） 削減電力量
（千kwh/年）

削減二酸化炭素量
（ｔ・CO2/年）

排気能力増強及び外気冷房導入 45,260

216.8 91.0空調機の導入によるチラー電力量の削減 60,000

高温対策工事 14,500

熱板溶着機（低温熱板）の導入 50,000 42.0 17.6

電気炉の断熱ジャケット取り付け工事 29,000 876.9 368.3

マルチエアコンの更新 6,880 3.9 1.7

アニ－ル炉の小型化及び断熱対策 6,700 180.0 75.6

キャットウォーク送風機のインバーター化 2,220 241.4 101.4

空調設備の入替工事 2,220 1.3 0.5

パッケージエアコンの更新 2,160 0.3 0.1

パッケージエアコンの更新 2,100 0.3 0.1

パッケージエアコンの更新 2,020 0.3 0.1

成型機のヒーター部の保温カバー取り付け工事 1,860 3.4 1.4

街路灯の更新 1,500 0.2 0.1

負圧室の照明変更（水銀灯→高輝度蛍光灯） 1,340 30.1 12.6

エアコンの更新 1,220 1.1 0.5



　スタンレーグループでは、ステークホルダーとのよ

り一層のコミュニケーションを図るため、会社案内、

ホームページに環境報告書を掲載し、環境保全活動を

紹介しています。

また、地域住民の方と交流を深めるため感謝祭、フェ

スティバルの開催、地域企業との交流会を実施してい

ます。

■社内における表彰

　◎「スタンレー賞・チャレンジ賞」は、いままでの概

　　念にとらわれることなく、改革レベルの業績をあげ

　　会社に大きく貢献した社員を表彰する制度で、2008

　　年度は多くのテーマがノミネートされる中、4件の

　　チャレンジ賞が表彰されました。

■ 環境コミュニケーション

Environmental Report 2009

コミュニケーション

外部コミュニケーション

内部コミュニケーション

環境に関わる社内外表彰

表彰状を受け取る受賞者のみなさん

ホームページ

25

会社案内

　環境に関わる社内外の主な表彰事例を紹介します。

受賞者のみなさん

　社内ネットワークを活用して、環境情報の共有化を図っています。

環境情報板は、「環境保全活動に関する情報」「環境負荷物質に関する情報」「お取引先の環境に関する情報」「法律の制定、

改定に関する情報」を関係者に提供しています。

　各事業所の環境のシステム管理者とコミュニケーションを図るため、環境保全活動委員会を開催しています。

■社外における受賞

◎関東地区電気使用合理

　化委員会より、電気使

　用合理化の最優秀賞を

　受賞し、今回で3回連続

　の受賞となりました。

　◎「からくり設備発表会」は、独自の発想により最　

　　適な加工方法で、必要最小限の動力（ｴﾈﾙｷﾞｰ）、大

　　きさ、動作、費用、環境負荷低減に配慮などを実現

　　した設備を表彰しています。
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■ 海外での取組み

表　彰

　海外スタンレーグループの環境保全活動を紹介します。

■ＩＩＳでは、直接アルミ蒸着する技術開

　発や歩留り向上の取り組みの改善事例が

　評価され、アメリカのお取引先様より　

　「技術開発賞」を受賞しました。

■ＡＳＩでは、タイ国労働省が主催す　

　るZero Accident Campaign Awardに　

　て、総労働時間100万時間を越えて無

　事故・無災害のため銅賞を受賞しまし

　た。受賞者のみなさん

表彰状を受け取る受賞者のみなさん

受賞に貢献した

スタッフ

受賞式

■ＳＵＳでは、複数ある塗装工程を一体

　化ラインを構築することで、工程間　

　の在庫のムダ、運搬等のムダを削減し

　た、一貫複合ラインの構築が高く評価

　され「チャレンジ賞」を受賞しました。

■社会貢献活動

　・会社周辺の清掃活動

　・植樹活動への参加

■省資源活動

　・紙の使用量削減

　・プリンター用インクカートリッジの再利用

　・溶剤回収装置による溶剤のリサイクル

　・廃水処理施設後の廃水の再利用

■省エネルギー活動

　・高効率のエアコン導入

　・エアハンドルユニットフィルターの高性能化

　・エアコンの設定温度管理と適切運用管理

　・ボイラー温度調整

環境パフォーマンス

表　彰

表　彰

ＳＵＳ、ＩＩＳ、ＡＳＩは、海外関係会社の略式名称です。　正式名称は、P28-29を参照して下さい。
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■ 地域・社会との関わり

Outshining Light 光に勝つ

環境に関わる社会貢献活動として、地域の様々なﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動などを紹介します。
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■ スタンレーグループ主要関連会社

Environmental Report 2009コミュニケーション
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