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社　　名：カヤバ工業株式会社     

創　　業：1919年(大正 8年)11月19日（萱場発明研究所）     

創　　立：1935年(昭和10年) 3月10日（株式会社萱場製作所）     

設　　立：1948年(昭和23年)11月25日     

本　　社：東京都港区浜松町二丁目４番１号（世界貿易センタービル）     

代 表 者：代表取締役社長　小澤　忠彦     

資 本 金：191億1,368万円（2003年3月末現在）     

従業員数：3,542名（2003年3月末現在）     

売 上 高：1,729億円（2002年度実績　単独決算）     

工　　場：相模工場、浦和工場、熊谷工場     

　　　　　岐阜北工場、岐阜南工場、三重工場     

研 究 所：基盤技術研究所、生産技術研究所     

     

主要営業品目    

■油圧緩衝器

　　四輪車用、二輪車用、鉄道車両用、産業用   

■油圧機器

　　（産業用） ポンプ、モータ、シリンダ、バルブ   

　　（四輪車用） パワーステアリング、四輪操舵用機器   

　　（航空機用） 降着装置系統機器、操縦系統機器   

 　　　　　　　油圧空気圧系統機器、宇宙関連機器   

　　（ そ の 他 ）ジャッキ、車両用ブレーキパッドおよびクラッチディス

ク   

■システム製品     

　　（特装車両）コンクリートミキサー車、粉粒体運搬車、特殊機能車   

　　（装　　置）シミュレータ、制御システム、電気油圧サーボ装置   
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＜本報告書の作成について＞

●本報告書は、２００２年度までの

環境　保全活動内容を中心に、その

実績　をまとめて作成しています。    

　環境コストおよび環境データは

　２００２年４月から２００３年３

月末まで、　活動内容は２００３年

５月中旬の取り　組みまで記載して

います。    

●本報告書は、当社の環境保全活動

　への取り組みを中心に説明をして

　います。

●対象範囲（関係会社含む）  

　　相模工場、浦和工場、熊谷工場　

　　岐阜北工場、岐阜南工場

　　三重工場、基盤技術研究所

　　生産技術研究所

　　日本パワーステアリング

　　金山カヤバ製作所

　　川辺カヤバ製作所

■ 業績の推移 ■ 製品別売上高の構成
（’02年度）
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会社概要
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かけがえのない地球の未来を守るために、
カヤバ工業は環境保全活動に取り組んでいます。

（億円）

売上高

（百万円）

経常利益



ご 挨 拶
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代表取締役社長

ご 挨 拶

かけがえのない地球環境保護に貢献する企業をめざして

　今日の人間社会は、自然からの恵みを享受して不要

物を自然環境へ排出することにより成立しています。

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済シス

テムの拡大は急速に環境負荷を増大させ、人類を含め

た地球生物の生存基盤である自然環境のバランスを崩

し始め、さまざまな環境問題として現れています。

過去の反省をふまえ、地球環境問題に真摯に取り組む

べきとの観点から、人類の知恵と技術の開発は、まず

省エネ・省資源を含めた循環型経済社会の構築等、

これまで永く自然の恵みを与えてくれた地球環境

の再生に使われるべきではないでしょうか。    

　弊社の経営理念は「独創 活気 そして 愛」を標榜して

おりますが、この「愛」は「自然、社会そして人に対する

やさしさと誠実な行動」を表しています。この理念のも

と、私たちは地球環境との調和、環境保全を経営の最重

要テーマとして位置付け、今年度より新たに

「第３次中期環境方針」（2003～2007年度）を策定し、

お客様に喜ばれる「地球環境にやさしい」製品開発お

よび技術開発に常に挑戦しながら、生産面では環境負

荷低減活動を積極的に推進しております。    

　今後も、地球に生きる人類の一員として当り前に持

つべき環境への良心を持ち続け、かけがえのない地球

環境の保護に自主的かつ積極的に貢献していく所存

です。

環境報告書2003年度版の発行にあたって

　今年度は第３次中期環境方針の初年度にあたり、

これまでの活動の評価・反省を行い、具体的目標を掲

げカヤバグループとして取り組んでまいります。    

　当社では国際規格であるISO14001の認証取得を

2001年２月に社内全工場で完了し、定期審査並びに

更新審査を受けてきています。さらに関係会社、海外

拠点先の認証取得を促進していきます。 

　構築した環境マネジメントシステムをベースに日

々の事業活動においては、製品設計段階における省エ

ネルギー、省資源設計に関する技術開発の強化、生産

段階におけるさらなる廃棄物の削減やリサイクル化

の推進を行いゼロエミッション活動に取り組みます。    

　また二酸化炭素排出量の削減、エネルギー使用量の

削減、公害防止の徹底、化学物質管理の充実等、環境保

全活動を着実に推進しております。    

　社員全員が環境保全に関心をもち、これらの活動へ

の積極的な取り組みが、経営に結びつくという認識を

することが、持続可能な循環型社会の形成につながる

と確信しております。

　環境保全活動に関する情報開示として、環境報告書

の年次発行および当社のホームページへの記載等の

中で内容の充実、向上を図っていきたいと考えており

ますので、今後のさらなる活動の進化に向けて皆さま

の率直なご意見・ご指導を賜れば幸いに存じます。        

常務取締役 
環境担当役員



環 境 目 標

環 境 方 針環 境 方 針

当社では、全社一丸となって環境保全活動に取り組むため、

１９９２年７月に環境に関する基本方針および行動指針を策定し活動を展開しています。

（２００３年３月改定）

〔環境基本方針〕

当社は「力強さと快適さ」を提供する企業として、人と地球にやさしい製品づくりをするとともに、

環境保全活動を経営に対する評価の重要な指標と位置付け、積極的に推進していきます。

（１）カヤバグループとして全社的、長期的かつ持続的な活動・展開を図る。

（２）地域社会との調和を図り、良き企業市民として社会に貢献する。

（３）一人ひとりの役割分担を明確にし、全員参加による活動とする。

〔環境行動指針〕 

（１）環境保全に関する法律や公的規則を遵守することはもちろん、それを上回る目標を設定し、

　    これを推進する。

（２）企業活動における開発設計・生産設計・生産段階での、省エネルギー、省資源、リサイクル化

　    および循環型社会形成に貢献する。

（３）環境５＊（ファイブ）リフレッシュを重点に、快適な工場・オフィス環境の形成を推進するとともに

　    維持・改善を継続的に展開する。　＊（明るい、きれい、静か、すべらない、におわない）

（４）カヤバグループとして、環境マネジメントシステムの認証取得およびその維持・改善を図る。

（５）環境監査を継続実施することにより、関係会社・海外拠点先を含むカヤバグループの環境に

　    関する教育および意識の改善に努める。

（６）工場内施設の地域社会への開放などを通じ、地域社会との交流を促進し、良き企業市民とし

　    て社会に貢献する。

 「 守ります みどりの地球　 創ります 環境にやさしい製品 」

経営理念
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　この理念のもと、地球環境との調和、環境保全活動を経営の重要なテーマの一つ

として位置付け、「地球環境にやさしい」製品開発および技術開発に常に挑戦しなが

ら、生産面では環境負荷の低減活動に積極的に取り組みます。

スローガン

環境保全に関する明確な方針や目標を定め、
積極的な活動をすすめています。 



環 境 方 針

環境保全活動を経営の最重要課題の一つとして積極的に推進するため、１９９２年７月に「中

期環境方針」を策定しました。１９９７年にそれまでの環境負荷低減活動を評価・検討し、「第

２次中期環境方針」として展開、目標の達成に努めてきました。    

第２次中期目標に対する環境保全活動の結果を総括するとともに、あらたに「第３次中期環境方針」

（2003～2007年度）への取り組みプランを以下のように定めました。

地球環境問題への対応（環境負荷の低減）

■ 第3次中期環境目標への取り組みプラン（2003～2007年度）

■ 第2次中期環境目標の取り組み実績（1998～2002年度）

項　　　目

一般廃棄物の低減

 （燃えるゴミ、紙、ダンボール、燃えないゴミ 等）

産業廃棄物の低減

 （廃酸、廃アルカリ、汚泥、廃プラスチック 等）

金属屑の低減

 （切りくず（切粉）、端材、製品スクラップ 等）

エネルギー使用量の低減 

 （総エネルギー） 

塩素系溶剤の全廃

 （ジクロロメタン）  

　　第２次中期目標　　

 92年度比 70％低減　　

　　（1,842 →   553 ton/年）

 92年度比 30％低減　　

　　（7,296 → 5,107 ton/年）

 97年度比 10％低減　　

　　（19,356 → 17,420 ton/年）

 92年度比 10％低減　　

　　（54,269 → 48,842 k  /年）

 99年度比 50％低減　　

　　（273 → 136.5 ton/年）

取り組み項目 

《環境負荷の低減》

・地球温暖化防止  

・省エネルギー  

・再資源化、リサイクル率の向上

  

・廃棄物の減量  

 

 

・ジクロロメタンの全廃

《周辺環境への配慮》

・公害防止

《環境に配慮した製品開発》

第３次中期目標 

 

・ＣＯ２排出量　   ：2007年度までに  2％低減（'02年度比）

・エネルギー使用量（原単位）：2007年度までに  5％低減（'02年度比）

・リサイクル率  　：85%以上

・ゼロエミッションの達成（埋立廃棄物 5％以下）

・一般廃棄物   　 ： 2007年度までに 15％低減（'02年度比）

・産業廃棄物  　  ： 2007年度までに 15％低減（'02年度比）

・金属屑（原単位） ： 2007年度までに 10％低減（'02年度比）

・2007年度までに全廃する

 

・法的基準、自主基準をクリアー 

・製品環境影響評価の実施

２００２年度実績　　

 92年度比 60.8％の低減

（722 ton/年）

 92年度比 35.7％の低減

（4,692 ton/年）

 97年度比 11.6％の低減

（17,117 ton/年）

 92年度比　8.6％の低減

（49,576 k  /年）

 99年度比 24.9％の低減

（205 ton/年）

注：当社の生産活動等から発生する排出物を廃棄物として捉え、一般廃棄物、産業廃棄物、金属屑に区分しています。
　：エネルギーは、電気・燃料を省エネ法に基づき原油換算し、合計値を総エネルギーとして表示しています。

※原単位は、生産出荷高に基づいて算出しています。
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環 境 目 標環 境 目 標

環 境 方 針



環境マネジメント環境マネジメント

環境保全への取り組みを全社的に推進するため、1992年

7月に全社環境委員会を設置しました。その後、安全衛生

活動を含めた活動とすべく、2001年10月に「環境・安全委

員会」と改称し現在に至っています。全社「環境・安全委員

会」は年２回開催し、各工場の環境・安全に関する方針や取

り組み等について全社的な意志統一を図っています。また

、下部組織として専門部会、責任者連絡会を設けることに

より、個別テーマへの取り組み体制をより明確にして環境

保全活動を展開しています。

事業所、工場ごとには環境管理組織を構築し、環境管理統

括者および環境管理責任者を決め、環境管理委員会を通

じて、環境管理・保全活動を展開しています。

全社の環境保全実務連絡会を定期的に開催し、工場間の

活動状況を紹介すると共に良い事例の水平展開を図って

います。    

〔内部環境監査〕

・環境担当役員と本社「環境・安全部」が環境と安全について、全工場および関係会社を

　対象に年に２回「環境・安全監査」を実施しています。

・各工場では環境マネジメントシステムの定着と継続的改善を図るため、「内部環境監査」

　を実施しています。

環境に関するリスクの未然防止を図るため、法的遵守事項はもちろんの

こと、環境目標の達成状況、改正法への対応等、環境保全活動が計画的に

実施されているか等について監査を実施しています。

環境・安全委員会

組織図
委員長：環境担当役員
委　員：各工場長
　　　　（本社）関連部長

・産業廃棄物専門部会
・エネルギー専門部会

推
進
体
制

工
場
の
推
進
体
制

（環境管理統括者）

・一般廃棄物部会
・産業廃棄物部会
・金属屑部会
・省エネルギー部会
・環境汚染物質部会

・リーダー：環境・安全部長
・メンバー：各工場環境保全担当

環境管理体制

専門部会

環境管理責任者

環境会議

環境管理事務局環境管理
委員会 専門部会

部門 部門 部門 部門

環境保全実務連絡会
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環境・安全監査（浦和工場）

環  境  監  査 

社長

全社環境・安全委員会

工場長

〔外部審査〕        

・当社の環境マネジメントシステムがISO14001の要求事項に適合

　し、適切に運用されているか外部の審査登録機関が審査します。

　外部審査には毎年行う定期審査と３年に一度行う更新審査があり

　ます。2002年度は、1工場が更新審査、4工場が定期審査を受け、

　各工場とも環境マネジメントシステムが適切に運用されていると判

　定されました。

各工場では地球環境を守るために
さまざまな活動に取り組んでいます。      



環境保全への取り組みを体系的に展開するため、環境

マネジメントシステムの構築を推進してきました。ま

た、外部への透明性と信頼性を高めるためにＩＳＯ１

４００１国際規格の認証取得に取り組んできました。  

まず、モデル工場として岐阜南工場が１９９８年より取り組

みを開始し、1999年度にシステム整備と社内展開を図って

きた結果、2000年2月にISO14001の認証を取得しました。

「岐阜南工場」のシステムを基本にして、各工場が独自の

改善を加えより良いシステムの構築を目指し活動してき

た結果、２００１年２月に全工場の取得が完了しました。 

今後は、カヤバグループ全体としての環境保全活動に重

点を置き、関係会社のＩＳＯ１４００１認証取得を計画

的に推進するとともに、取得した工場においてはより良

いシステムを目指した取り組みを展開していきます。  

環境保全に取り組むためには、従業員の一人ひとりが環境問題への理解

を深め、自分の役割を認識し行動する必要があります。そのため当社で

は、階層別の環境保全教育や啓発活動を通じ、地球環境保全を考えた意

識や行動のとれる企業人の育成に努めています。

■ <ＩＳＯ１４００１の認証取得状況>   全工場とも審査登録機関はＪＱＡ（日本品質保証機構）

※ 浦和工場は２００３年８月に工場を閉鎖するため、２００２年１２月に認証の登録取り下げを申請しました。

※ ※

工場名　　

岐阜南工場

熊谷工場

相模工場

浦和工場

三重工場

岐阜北工場

認証登録日

2000. 2.  4

2000. 12.  8

2000. 12.15

2000. 12.19

2000. 12.28

2001. 2.  2

2002年度

更新審査

定期審査

定期審査

　  －

定期審査

定期審査

2003年度予定

定期審査

更新審査

更新審査

－

更新審査

更新審査

判定

○

○

○

－

○

○

審査登録範囲
生産技術研究所、川辺カヤバ製作所、
神渕カヤバ製作所

基盤技術研究所

日本パワーステアリング　
金山カヤバ製作所

ＩＳＯ14001への取り組み

環  境  教  育
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  環境教育・訓練

各工場では、全従業員に対し各階層に応じた環境保全教育を実施し、環境保全活動へ

の理解と意識の向上を図っています。

環境保全上重要な設備の運転・管理については、手順書を作成し教育を実施しています

。さらに、油や薬品の漏出等万一の事故に備えて、緊急事態対応訓練を実施しています。   

  内部環境監査員の養成

環境マネジメントシステムの運用と環境保全活動が適切に実施されるよう、内部環

境監査員の養成に努めています。   

内部環境監査員には外部研修機関の認定コースを終了した者を任命しており、２０

０３年３月末現在、１５２名の内部環境監査員を養成しています。

  啓  発  活  動

環境保全活動は、一人ひとりが環境問題を意識し行動することが大切です。    

社内報「けんゆう」を活用し、環境月間（6月）、省エネルギー月間（2月）はもとより、機

会あるごとに啓発記事を掲載し意識の向上を図っています。特に２月の「省エネルギ

ー月間」には、省エネに関する「社長メッセージ」を配布する等、各種イベントを通じた

活動を展開しています。

薬品の漏洩を想定した緊急事態対応訓練（岐阜北工場）

社内報「けんゆう」の啓発記事

環境負荷物質の低減
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環境に配慮した製品開発環境に配慮した製品開発環境に配慮した製品開発

回転運動や往復運動に使われるピンやロッド

は、摺動特性（低摩耗、低摩擦）に優れていなけ

ればなりません。        

従来は、環境負荷物質であるクロム等の表面処

理や潤滑油の塗布等をしていました。        

当社開発の耐久性に優れたＤＬＣコーティン

グは、主にカーボンからできており、環境への

影響はほとんどありません。さらに低摩擦であ

るため各種機械の摩擦によるエネルギー損失も

低減（約30％）され、高寿命化も期待できます。        

二輪車のフロントフォークは、前輪用のサスペ

ンションで、路面の衝撃による振動を油圧によ

ってコントロールし、 快適な乗り心地と高い操

縦安定性を生み出します。そのため各部品には

、軽量化や精度が要求され削り加工を行ってい

ましたが、薄肉パイプの塑性加工技術（トラン

スファープレス加工）を開発し、切削加工の廃

止と軽量化を実現しました。

重量軽減は、９０ｇ／本（３１％軽減）となりました。

パワーステアリングは、運転者の疲労を軽減し

快適な操縦性を提供します。油圧式パワーステ

アリングでは、動力源となるベーンポンプとタ

イヤを動かすステアリングギアおよび、これら

を結ぶ配管、オイルタンク等で構成されていま

す。アルミダイカスト加工技術を開発し、ベー

ンポンプのボディを軽量化しました。重量は、

１０００ｇ／個が４５０ｇ／個（５５％軽減）

となりました。        

DLCコーティングをしたロッド 各種表面処理による摩擦力の比較

二輪車の乗り心地、操縦安定に寄与する
フロントフォーク

切削加工廃止・軽量化を実現した
フロントフォークシリンダ

油圧パワーステアリングシステム 重量が軽減されたベーンポンプのボディ

周辺環境への配慮・省エネ

　ＤＬＣコーティングによる環境負荷物質の低減と摩擦力低減による省エネ効果　　　（ＤＬＣ：Diamond　Like　Carbon）

省　資　源

　１）軽量化、切削加工廃止を実現した二輪車フロントフォークの塑性加工技術

　２）軽量化を実現したパワーステアリング用ベーンポンプボディのアルミダイカスト化

地球環境への負荷を軽減するために、
環境にやさしい製品・技術開発に取り組んでいます。
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0

5

10

15

20

25

30

35

摩
擦
力（
N
）

摺動速度（m/s）

摩　擦 Crめっき
T in
DLC



・8・

従来、地震や強風からの揺れには、建物を強くし耐える

「耐震」という考え方が主流でした。しかし近年技術の

発達によって、加わってくる力を絶縁し、下からの揺れ

を建物や内部の設置物（美術品、ＯＡ機器等）に伝えな

いようにする「免震」や、加わった力を弱めて建物の揺

れを低減する「制振」などの方法が開発されてきました。

当社のダンパ技術、制御技術を応用して作られたのが、

免震・制振システムです。免震・制振システムにより建物

、設置物の揺れは１/３～１/６（建物、設置物の大きさ、

地震波形によって減衰効果が異なる）に低減され、建物

の損傷を低減し、設置物の破損を防ぐことができます。

１ 基礎・床免震システム   

建物や設置物を地面から切離し、その間に前後左右に動くことが

可能な保持装置（積層ゴムやボール支承等）を入れて、地震動に対

して建物や設置物がゆっくり揺れるようにする装置です。中小ビ

ルの基礎免震は、積層ゴムで建物を保持し、いろいろな揺れのパ

ターンにも免震効果がだせるようにオイルダンパ等と組み合わ

せる方法等があります。設置物の床免震は、ボ－ル支承等で保持

し、床と切離して揺れを低減する方法ですが、設置空間に余裕が

ない場合オイルダンパ等と組み合わせる方法もあります。   
   

2 ビル用制振システム   

建物の揺れは通常建物の梁や内装、壁等の摩擦や材料自体の変形エ

ネルギー等により減衰します。従って揺れが収まるまでにかなりの

時間を要します。制振システムは、減衰効果を高め、揺れの大きさと

持続時間を減らし、地震や強風による建物損傷や居住者の酔い、不安

感を減らします。方法は、建物各階のブレース（かすがい）部にオイル

ダンパ（ハイダンパ）を設けて階層間の変位を押さえるものです。

振　動　低　減

　建物・設置物の揺れを低減する免震・制振システム      

制振用ハイダンパ設置の高層ビル

揺れを低減する基礎・床免震用オイルダンパ

制振用ハイダンパ
設置の高層ビル
（手前の事務棟に
688本、後方の住宅
棟に144本使用）
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廃棄物低減活動

環境負荷物質の低減環境負荷物質の低減環境負荷物質の低減

生産活動等から発生する全ての排出物を廃

棄物として捉え、一般廃棄物、産業廃棄物、金

属屑に区分して低減活動を展開しています。

方策として以下のことを重点に取り組んでいます。 

（1）廃棄物発生を低減するため、設計・製造・販売・物流のあらゆる段階での省資源  

  （リデュース）、資源の再利用（リユース）・再生利用（リサイクル）を徹底しています。

（2）廃棄物の分別収集を制度化し、リサイクル率の向上に努めています。

（3）ゼロエミッションへの取り組みを推進しています。（埋立廃棄物のゼロ化）

2002年度の排出量実績は、1992年度比60.8％低

減の722tになり、中期目標（70％低減）は達成で

きませんでした。         

焼却炉の廃止や生

産増の影響で、前年

度比では59tの増

加となりました。

2002年度の排出量実績は、1992年度比35.7％

低減の4,692tになり、中期目標（30％低減）を達

成しました。

ドラムドライヤーによるアルカリ廃液濃縮の効果

が大きく、前年度比では 120tの低減となりました。
産業廃棄物の低減は、排出量が一番多いアルカリ廃液の減量を
活動の柱としています。

2002年度の排出量実績は、1997年度比11.6％

低減の17,117tになり、中期目標（10％低減）を達

成しました。        

冷間鍛造化等の改善

をすすめていますが

生産の増加もあり、前

年度比では1,005tの

増加となりました。

ドラムドライヤーによる
アルカリ廃液の濃縮化（岐阜北工場）

一般廃棄物 低減目標　    排出量を2002年度末までに1992年度比70％低減

産業廃棄物 低減目標　    排出量を2002年度末までに1992年度比30％低減

金属屑 低減目標　　　    排出量を2002年度末までに1997年度比10％低減

一般廃棄物

産業廃棄物

金属屑

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000
［ton］

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
［ton］

1,842

1,033

7,296

19,356

17,050 17,050 17,306
16,112

17,117

6,739

5,765
5,432 5,224

4,812 4,692

923

611
769

663 722

廃棄物の低減を促進するとともに、
省エネルギー化やリサイクルにも努めています。

蒸気　Vapor

フィード
Feed

スクレバー
Scraper

ドラムディップ槽
Drum dip tank

回転ドラム
Rotary heat drum

0

500

1,000

1,500

2,000
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〔２００２年度の主な取り組み〕
減量化  

・縮小コピー、両面コピーの徹底  

・ダイレクトメールお断り、返却化  

・ダンボ－ル、ビニール袋納品の通い箱化

・木製パレットの鉄製化および樹脂化

・ＯＡ機器利用拡大によるペーパーレス化

リユース、リサイクル  

・機密文書のシュレッダー化リサイクル

・木製パレットのチップ化リサイクル  

・安全靴、ウエス類のリサイクル  

・ビニール手袋のリサイクル

〔２００２年度の主な取り組み〕
減量化  

・コージェネの排熱利用による

　アルカリ廃液の濃縮減量化

・アルカリ洗浄液の寿命の延長化

・油水汚泥の脱水減量化

・鋳物砂の廃止に向けた研究

・ボンデスラッジ濃縮の試行

リユース、リサイクル

・廃シンナーの再生利用の拡大

・切削油、作動油の回収利用

・クロムめっき劣化液の再生利用

〔２００２年度の主な取り組み〕
スクラップの低減

・工程内不良の低減活動

・非破壊検査、端数管理の徹底

・短尺化納入による端材量の低減

切粉の低減

・切削代、研削代、研磨代の極小化

・切削部品の冷間鍛造化

ビニール手袋の分別リサイクル
（岐阜南工場）

ピストンナットの冷間鍛造化
0

’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02
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環境負荷物質の低減

エネルギー使用量低減活動

エネルギー使用量の低減活動を推進し地球温暖化防

止に努めています。

省エネルギー活動を全社的に推進するため、「全社エネ

ルギー専門部会」を３ヶ月に１回開催しています。各工

場の改善内容の紹介や、情報交換の場として全社の省エ

ネルギー活動の推進に重要な役割を果たしています。

また、省エネルギーの効果を上げるため、改善事例をデー

タベース化して多くの人が利用できるようにしています。

方策として以下のことを重点に取り組んでいます。

（1）エネルギーの効率的使用を全員参加の活動として推進しています。

（2）省エネルギーの工夫の奨励など啓発活動を継続的に実施しています。

（3）より省エネルギーとなる工法の開発を促進するほか、設備投資時点   

      でのエネルギー消費の評価を徹底しています。

（4）エネルギーの放散を防ぐため、設備の保温・断熱を実施しています。

（5）工場におけるエネルギー使用の平準化に努め、契約電力の低減を            

      推進しています。

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の「先進的省エネルギー技術

導入アドバイザリー事業」による「省エネ診断」を活用して、外部からの情報を

参考に省エネ活動の活性化を図ることにしました。      

２００２年度に熊谷工場、金山カヤバ製作所の２工場がＮＥＤＯの「省エネ診

断」を受診した結果、省エネテーマとして熊谷工場１２項目、金山カヤバ９項

目の提案がありました。対応可能なものには着手していますが、投資を要する

項目については、年次計画に組み込み取り組んでいきます。

〔２００２年度の主な取り組み〕
・スチームタービンコンプレッサー導入による   

　コージェネレーションシステムの総合効率向上   

・老朽化した変圧器のアモルファス変圧器への更新   

・インバータ化・間欠運転化の推進   

・エアー圧力の低減およびエアー漏れの補修   

・水銀灯の蛍光灯化と照度見直しによる不用な照明

　器具の撤去   

・離席時および不使用時の消灯徹底   

・電休日の設定と休日出勤管理の徹底   

・改善事例のデータベース化と活用の推進   

・ＮＥＤＯによる省エネ診断の実施

ＮＥＤＯによる省エネ診断の実施

〔用語解説〕 

・新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）
（New Energy and Industrial T echnology Development  

  Organization) 

我が国の石油代替エネルギー対策の中核的組織として、

1980年に創設された特殊法人。現在では新規産業創出の

ための産業技術の研究開発、地球環境問題解決のための

クリーンエネルギーの研究開発が事業の柱。

NEDOの省エネ診断結果報告会（熊谷工場） NEDOの省エネ診断（金山カヤバ）

※総エネルギー…電気、油、ガスを原油換算し合計したもの。
※原単位は、生産出荷高に基づいて算出しています。
　　　　（原単位＝総エネルギー量÷生産出荷高）

※CO2排出量の算出方法を見直しました。
　コージェネによるCO2削減効果を火力発電の係数と比較
　する考えに基づき見直しました。

エネルギー使用量 低減目標　    総エネルギー使用量を2002年度末までに1992年度比10％低減
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原単位
使用料

2002年度の総エネルギー使用量は、1992

年度比8.6％低減の49,576k になり、中期

目標（10％低減）は達成できませんでした。

生産の急増等により前年度比では2,645k 

の増加となりました。          

原単位では1992年度比3.9％の低減とな

り、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量は1992年度

比 9.5％の低減となっています。          

［k   ］ ［  ／百万円］
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公害防止活動

土壌・地下水汚染対応

周辺環境への配慮周辺環境への配慮周辺環境への配慮

〔クロム排水処理〕

・クロムめっき工程で使用する水洗水は、全

　てイオン交換樹脂を用いて再利用するク

　ローズドシステムを採用しています。

〔クロムめっき劣化液の精製〕

・クロムめっき液中には、不純物としてＦｅ

　（鉄）、Ｃｕ（銅）等金属イオンが増加してき

　ます。この不純物が基準値を超えるとクロ

　ムめっき液を更新します。

・劣化したクロムめっき液は精製設備でク

　ロム酸を回収し、再びクロムめっき液とし

　て再利用しています。

周辺地域には絶対にご迷惑をかけないことを基本にしています。

大気、水質、騒音、振動等それぞれに規制されている法的基準値、規制値を遵守す

ることはもちろん、さらに、それを上回る自主基準を設定して取り組んでいます。     

相模工場では、操業計画当初より特殊工程排水（めっき排水）について、クロ

ーズド化による循環再利用をすすめており、1975年の操業より無排水を実

現しています。     

岐阜北工場、岐阜南工場では、工業用クロムめっきとして多量のクロム酸を

使用していますが、クロム酸および水洗水はイオン交換樹脂を用い再利用し

ています。このクロム酸再生技術は、当社が1971年に自社開発したものであ

り、現在、岐阜北工場、岐阜南工場で継続して実施しています。

岐阜地区工場の状況 

岐阜県においては、昨年来、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエタン等の揮発性有機化合物の

土壌・地下水汚染が問題となり、岐阜地区工場がある可児市においても市全域調査が実施されました。       

岐阜北工場周辺で地下水汚染が見られたため、指針に基づく工場内調査を実施した結果、敷地内の１ヵ所よりテトラ

クロロエチレンの規制値超えが認められました。結果と対策を行政へ報告し2001年１２月に新聞発表されています。       

岐阜南工場においても、同様に指針に基づく調査を実施しましたが問題はありませんでした。2002年９月以降、敷地

内外のモニタリングを実施しており環境基準を超えることはありませんでしたが、2003年４月にトリクロロエチレ

ンが基準を超えて認められたため、行政に報告し新聞発表されています。地域周辺への影響調査を併せて実施しまし

たが、周辺地下水においては微量は認められるものの環境基準を超えることはありませんでした。

廃棄物処分場の確認

廃棄物を適正に処理していくため、廃棄物の処理委託業者を定期的に確認

しています。委託する廃棄物の処理状況を把握するとともに、処分場の状況

も現地を見て確認しています。

処分場の現地確認は工場毎に年度計画を作成して推進しており、実施状況

については「環境・安全監査」でフォローしています。

浦和工場の状況

当社では一層の企業基盤強化と環境変化に即応できる事業構造を作り上げるた

め、油圧機器事業の生産体制再編成を進めておりますが、これに伴い、2003年8

月末をもって、浦和工場（さいたま市）の操業を停止し、相模工場（相模原市）に生

産ラインを移管することになりました。      

こうした中、浦和工場では国および地方自治体の土壌汚染関連法に基づき、工場

敷地内の土壌調査を実施し、周辺環境を考慮した適切な対応を行っております。

周辺環境には十分な配慮をし、
公害防止や安全対策等に細心の注意をはらっています。

工場敷地内の土壌調査（浦和工場）

最終処分場の現地確認
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化学物質管理

「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善

の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）」を受けて、２００１年度

から全社的に化学物質の取り扱い量を把握しています。２０

０２年度に当社が取り扱った化学物質は、ＰＲＴＲ法の対象

物質３５４物質のうち37物質でした。年間取扱量が基準を

超える化学物質については、工場毎に届出をしています。

化学物質管理の一環として、ＰＲＴＲ対象物質を含む化学

物質についてはその取り扱い量の低減を図っていきます。 

１９９４年度に特定フロン、トリクロロエタンを全廃しました。
   （水、アルカリ系の洗浄剤に切り替え、一部、代替フロンや塩素系溶剤にて対応しました）

●代替フロン（フロン141b、225a）は１９９９年度に全廃しました。       

●トリクロロエチレンは２０００年度に全廃しました。

●ジクロロメタンは２００２年度までに半減を目標に掲げましたが、達成できませんでした。         

　現状を考慮し、第３次中期環境方針では「ジクロロメタンを２００７年度までに全廃する」を目標に、できる限り早い時期に達成できるよう取り
　組んでいきます。    ジクロロメタンの全廃活動においては、水系（アルカリ）、または炭化水素系の洗浄に切り替えを図っていきます。 

PRTR対象物質の調査

代替フロン、塩素系溶剤の全廃

浦和工場、熊谷工場、岐阜北工場、川辺カヤバ、神渕カヤバでは、焼却炉で一般廃棄物の焼却をしていましたが、「

ダイオキシン類対策特別措置法」の施行（2000年1月）に伴い、順次焼却炉の使用を停止してきました。

現在は、岐阜北工場で１基だけ稼動していますが、２００２年１２月からの厳しい法規制に適合するための対策

は２００２年３月に完了しています。（岐阜北工場保有の２基のうち１基は廃止しました）

ダイオキシン類対策特別措置法への対応

「ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法」

（2001年7月施行）に基づき、保管中のコンデンサ３２６台を届出しています。      

ＰＣＢを含むコンデンサについては安全基準を満足した保管施設で適正に保

管・管理しています。      
※ 現在、ＰＣＢ入りコンデンサの運転稼動はありません。      
     ＰＣＢ入りトランスおよび蛍光灯用安定器は保有していません。      

PCB特別措置法への対応

2000年 2001年 2002年 2003年
＊特別措置法の施行（１月）

＊岐阜北工場（３月排ガス対策完了）

＊浦和工場（９月廃止）
＊熊谷工場（７月廃止）

＊川辺カヤバ（１２月廃止）

＊岐阜北工場（１1月廃止）

＊排出基準値（強化）の適用（１２月）・・・・・・（暫定期間）・・・・・・

《報告対象》

特定第一種指定化学物質　年間取扱量　0.5ton/年以上

第一種指定化学物質　　　年間取扱量　   5ton/年以上

物質名
　

六価クロム化合物

ニッケル化合物

ベンゼン

エチルベンゼン

エチレングリコ－ルモノエチルエーテル

キシレン

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテ－ト

ジクロロメタン（塩化メチレン）

トルエン

ニッケル

マンガンおよびその化合物

政令
Ｎｏ 

 69

232

299

 40

 44

 63

101

145

227

231

311

取扱量
　

 75.8

2.0

0.7

18.5

22.4

362.7

48.7

205.2

137.2

15.8

20.5

指定化学物質
の種類

特定第一種

　第一種

 〔単位：ton／年〕

（※ 2004年4月から　１ton/年以上）

＊神渕カヤバ（９月廃止）
各工場の法への対応

（焼却炉の状況）

PCB入りコンデンサの保管状況（岐阜南工場）
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安全衛生活動

安全・防災安全・防災安全・防災

社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動

作業環境管理

・作業方法、重筋作業改善のための自動化、無人化を計画的  

　に展開し、作業者の安全性、快適性を高めていきます。

・指定作業場の設備を維持・改善していきます。

方策として以下のことを重点に取り組んでいます。  

安全管理（労働災害の未然防止）

・不安全個所の撲滅、ヒヤリハット対策を推進しています。

・機械の包括的な安全基準に係わる指針を遵守しています。

健康・衛生管理（職業性疾病の未然防止）

・健康診断の全員受診と有所見者のフォローを確実に実施しています。 

・保護具着用の遵守を徹底しています。

労働安全衛生活動を環境保全とともに経営の重要なテーマの一つとして位置付け、

労働災害・職業性疾病の未然防止活動に取り組んでいます。

可児川周辺の清掃活動

地元中学での講演会

防災活動・防災診断

岐阜北工場、岐阜南工場は可児市立蘇南中学校の校区内に位置していることか

ら以前より交流があります。

蘇南中学校では、”総合的な学習”の一環として環境問題について学んでおり、「カヤバ工業

の環境への取り組み」についての講演依頼がありました。２００3年２月に岐阜北工場か

ら３名が訪問し、１年生約１４０名を対象に当社の環境保全活動について説明しました。

地元中学校での環境講演

『環境文化都市・可児をめざして、できることから始めよう』をテーマに、２００３

年３月に第３回可児市環境フェスタが開催されました。当社は、第１回目よりブー

スを出展しており、今回は、当社の環境配慮製品の紹介や日頃の環境保全活動につ

いて報告しました。また、本イベントに先立ち行われた市内を流れる可児川沿いの

清掃作業には、小学生から老人会まで幅広い年齢層のボランティア６５０名が参

加し、当社からも約３０名が清掃および回収ごみの分別作業を行いました。   

可児市環境フェスタ

損害保険会社による防災診断（岐阜南工場）

災害の未然防止を図るため重点実施項目を決め防災強調月間として年４回の

総点検を実施しています。１９９７年から始めた活動ですが、防災の大きな柱

として定着しています。       
《防災強調月間のテーマ》

  ３月 ･･火災予防の総点検

  ６月 ･･局所排気装置・ダクト(集じん機類)の清掃点検

また、工場火災を未然に防ぐため損害保険会社による工場防災診断を２年に

１回受診しています。この工場診断は、専門家が各工場を巡回して、塗装装置、

溶接機等火災を起しやすい場所を中心に現場を確認しています。

改善が必要な場所（作業）については適切なアドバイスを頂いており、改善個

所については早急な対策を実施しています。また、良い改善については他工場

へ水平展開を図っています。

総点検・診断による不具合事項は、年２回の「環境・安全監査」で対策状況を確認しています。

   ９月 ･･電気配線・機器の総点検

１２月 ･･保護具着用基準遵守の総点検

安全で快適な職場づくりを目指しています。

防災訓練（三重工場）

環境負荷物質の低減
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環境会計環境会計環境会計

環境会計

環境保全の取り組みを定量的に評価するため、２０００年度より環境コストの集計を開始しました。

本報告書では、環境省が示す環境会計ガイドラインを参考にし、環境投資と維持コストに区分し集計しています。

２００２年度の環境コストの総額は 7.83億円となりました。

内訳は、環境投資で 2.93億円、維持コストで 4.90億円となります。

集計範囲：相模工場、浦和工場、熊谷工場、岐阜北工場、岐阜南工場、三重工場
対象期間：2002年4月1日～2003年3月31日

環境コスト7.83億円／売上げ1,729億円＝0.45％    環境投資2.93億円／設備投資53.3億円＝5.5％ 

環境コストの 
分類と定義

○大気汚染、水質汚濁防止活動

○公害防止設備の保守・点検

○大気、水質等の分析、測定  

○省エネトランス導入　  

○工場廃棄物再資源化

○リサイクル推進活動  

　

　

　　

○ＩＳＯ１４００１の維持・定期審査 

○環境教育費用 　 

○廃プラ減容機  

○鋳抜き型代　

○工場周辺花いっぱい運動  

○環境報告書発行費用

155.3
　  
93.2　

28.2
　　
　
0
　　

0
　　

2.3
　

13.8
　

0

（1）生産・サービス活動により

    事業エリア内で生じる環境

    負荷を抑制するための環境

    保全コスト

  　（事業エリア内コスト）　　

（2）生産・サービス活動に伴って上流又は下流で  

      生じる環境負荷を抑制するためのコスト  

　　（上・下流コスト）  　

（3）管理活動における環境保全コスト  

　　（管理活動コスト）　  

（4）研究開発活動における環境保全コスト  

　　（研究開発コスト）　  

（5）社会活動における環境保全コスト  

　　（社会活動コスト）　  

（6）環境損傷に対応するコスト  

　　（環境損傷コスト）  

① 公害防止コスト

　

② 地球環境保全コスト　

③ 資源循環コスト

環 境 保 全 コ ス ト

分　　類 主な取り組みの内容 環境投資 維持コスト

 　項　　目 

当該期間の投資額の総額  

当該期間の研究開発費の総額  

（１）の ③に係わる有価物等の売却額  

 　内　容　等 

生産設備の拡充、品質改善および合理化のための投資等   

省エネルギー製品の開発、DLCの開発等   

鉄屑、アルミ屑等   

費 用 額

単位：百万円

合　計　額

総　　　額

292.8

184.1
　  
3.0　

195.4
　　
　
0
　　

88.9
　　

1.2
　

17.3
　

0

489.9

782.7

5,330

3,850

187

【環境投資】 
環境負荷の積極的低減目的および環境製品開発で支出
されるもので、その効果が当期のみならず将来におよぶ
ものと判断した支出および内部環境改善の当期費用。

【維持コスト】 
環境投資以外の支出。環境保全に関わる日常的な支出
(維持・管理経費等)で、その効果が当期のみにとどま
るものおよび賠償金等の支出。
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●工場方針
油圧の伝統を基に技術の複合化を進め、一層の快適さと力強さを提供する産業用油圧機器、航空
機器、電子機器等の製品開発、設計および製造を行っています。また、基盤技術研究所では全社
の基礎研究・応用開発等の先端技術を推進しています。    
上記のスローガンのもとに、省エネ等の各専門分科会を中心とした全員参加の日常活動に取り
組み、環境にやさしい活動を行っています。

●環境保全活動
◇省エネルギー      
・工場冷暖房の温度設定スイッチをなくし、温度を集中的に管理し、過度な暖房・冷房によるエ
ネ　ルギーロスをなくしています。      
◇廃棄物の減量      
・アルカリ洗浄排出液の濃縮化１／４を達成し、さらにリサイクル化を計画中です。
・研磨加工後の部品洗浄を有機溶剤系洗浄液から石油系洗浄液に切り換え、全廃に向けて取り
組　んでいます。 
・鋳物部品の加工代最小化を進め、金属屑・電力の低減を図っています。      
◇周辺環境汚染の予防      
・第１および第３工場棟内全域に防油溝を設け、棟外への油脂類の流出・漏洩を防止しています
。
◇地域での活動      
・「相模原の環境をよくする会」「相模川を愛する会」「廃棄物対策協議会」等の市民、企業およ　

相　模　工　場
●所 在 地／〒228-0828

　　　　　　神奈川県相模原市麻溝台一丁目12番1号　 

　　　　　　TEL 042-746-5511  　FAX 042-745-6388

●操業開始／1975年5月　　　●敷地面積／53,951ｍ2

●主な製品／油圧機器（ポンプ・モータ） 

　　　　　　鉄道用機器（セミアクティブ・パッシブダンパ）　　　

　　　　　　航空機用部品（ホイール・ブレーキ）

●対象範囲／基盤技術研究所、大和分工場

浦　和　工　場
●所 在 地／〒336-0026 

　　　　　　埼玉県さいたま市南区辻八丁目7番24号　 

　　　　　　TEL 048-862-3381    FAX 048-866-0311 

●操業開始／1961年2月　　　●敷地面積／22,455ｍ2

●主な製品／油圧機器（バルブ）

●工場方針
　建設機械を中心に産業機械、農業機械用に高精度・高品質の油圧コントロールバルブを製造し
　ています。       
　これらの生産活動を通して地域社会との調和を図り、全員で環境保全に取り組んでいます。

●環境保全活動
◇省エネルギー      
・生産設備の待機電力（直間）の低減に努めています。     
・付帯機器（フィルター装置等）の省電力を推進しています。         
・エアーコンプレッサーの運転を改善し、省電力を実施しています。 
◇廃棄物の減量      
・アルカリ廃液の汚染度を管理し廃棄周期を延長しています。       
・ＯＡ紙・ペットボトル等の分別収集・リサイクルを推進しています。       
・加工不良の低減および素材の設計変更等により、金属屑の低減を図っています。 
◇周辺環境汚染の予防      
・ボイラーの運転時間の適正化を図り、大気汚染低減および省資源化に努めています。       
・水質を定期的に分析し排水の監視を行なっています。       
・敷地境界における騒音測定を定期的に実施し、異常騒音の監視を行なっています。 

※ 浦和工場は２００３年８月末をもって閉鎖となり、生産ラインを相模工場へ移管致します。

項  目

ばいじん

NOx

SOx

設　備

ボイラー

ボイラー

ボイラー

規制値

０.３g/m3N

０.３g/m3N

１８０ｐｐ

ｍ

２５０ｐｐ

ｍ

実　績
（最大値）

 ０.００９

　

０.００５

　

８８　　

　

■ 大気（大気汚染防止法、県条例）

項  目

ばいじん

NOx

SOx

設　備

ボイラー

ボイラー

ボイラー

 規制値

０.１g/m3N 

６０ｐｐｍ 

４.４２m3N/h 

実　績
（最大値）

 ０.００１ 

３３      

０      

■ 大気（大気汚染防止法、県条例）

■ 水質（下水道法、市条例）

操業当初から、めっき工場より排出される排水

はクローズドシステムで循環再利用している

ため有害物質等の工場外への排水はありませ

■ 水質（下水道法）

実　績
項  目

 pH

 BOD

 COD

 SS

 油分

 全クロム

 ６価クロ

ム

 全窒素

 全リン

 Fe

規制値

５～９

６００

mg/  

２２０

mg/  

６００

mg/  

３０mg/  

２mg/  

０.５mg/  

２４０

 

最　大

６.９～８.

２

８７

９１

６４

１２

　　０.０

５

　　０.０

５

１１

 

平　均

    ７.３    

  ２３.８    

１９.１    

２３.８    

４.２    

０.０５  

０.０５  

６.９    

０.２    

１.１    

０.１    

各工場では地球環境を守るために     
さまざまな活動に取り組んでいます。

工場の環境保全活動工場の環境保全活動工場の環境保全活動

航空機用 アクチュエータ建設機械用
ロードセンシングポンプ

フォークリフト用
セクショナルコントロール

バルブ

パワーショベル用
モノブロックコントロール

バルブ

スローガン 育てよう　きれいな環境　明るい未来

スローガン まず実行　人と地球にやさしい環境つくり

環 境 方 針
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●工場方針
特装車両、油圧機器およびブレーキ・クラッチ等の摩擦材を提供する企業として、人と地球にや
さしい製品づくりと環境に配慮した工場を目指し、上記をスローガンとして永続的により良い
環境の実現に努めています。       

●環境保全活動
◇省エネルギー活動       
・変電設備更新時にアモルファストランスを採用し省エネルギーを実施しました。       
・生産設備においては、洗浄機のミストキャッチとオイルスキマーを自動停止回路に変更し省
エ　ネルギーを実施しました。 
・外部機関（新エネルギー・産業技術開発機構）による工場内の計測診断を受け、更なる活動を　
図っています。 
◇廃棄物の削減       
・紙屑圧縮機を導入し減容に努めています。       
・ペーパーレス化を推進するため、会議はプロジェクターの使用を原則としています。       
◇周辺環境汚染の予防       
・焼却炉を廃止(2002.7)し、ダイオキシンやばいじんの発生防止を実施しました。       
・大気、水質、騒音を定期的に測定し、自主管理基準値内の維持に取り組んでいます。       
◇敷地境界の緑化推進       
・樹木の剪定と緑地の造成を実施しました。       

熊　谷　工　場
●所 在 地／〒369-1193 

　　　　　　埼玉県大里郡川本町長在家2050番地　　 

　　　　　　TEL 048-583-2341  　FAX 048-583-5603 

●操業開始／1971年1月　　　●敷地面積／68,118ｍ2

●主な製品／特装車両（コンクリートミキサー車） 

　　　　　　　　　　（粉粒体運搬車） 

　　　　　　油圧機器（ギヤポンプ） 

　　　　　　ブレーキパッド

三　重　工　場
●所 在 地／〒514-0396 

　　　　　　三重県津市雲出鋼管町62番地2　　 

　　　　　　TEL 059-234-4111  　FAX 059-234-7302 

●操業開始／1971年5月(東工場), 1983年1月(西工場) 

●敷地面積／40,200ｍ2 (東工場)， 16,530ｍ2 (西工場) 

●主な製品／建築装置、舞台装置、 

　　　　　　海洋・港湾装置 

　　　　　　擬似体験装置 

　　　　　　防衛装置

●工場方針
当工場は伊勢湾に面し、近隣に海水浴場を擁した風光明媚な好環境に立地し、関連会社を含め
て建築装置、舞台装置、海洋・港湾装置、擬似体験装置、防衛装置、船舶用装置等各種装置製品を
開発、設計、製造し提供しています。       
我々は、環境保全が人類の健康で快適な生活を維持・発展させるための重要課題の一つである
との認識に立ち、永続的によりよい環境の実現に努めています。       

●環境保全活動
◇省エネルギー       
・ＡＤＣ(Ａuto Ｄemand Ｃontrol)により、最大使用電力量を監視しています。       
・夏季電休日の設定による使用電力量の抑制に努めています｡       
・エアー圧力の低減およびエアー洩れの撲滅による使用電力量の低減を図っています｡       
◇廃棄物削減とリサイクル       
・ペーパーレス化を推進するため、資料のデータベース化を実施しています。       
・プロジェクターを使用したペーパーレス会議を推進し、会議資料の削減に努めています。       
◇海水汚染の防止       
・工場排水による海水汚染を防止するため、排出水質を常時監視し、適正に維持しています。       
◇新製品の開発       
・省エネルギー･省資源を実現するために製品の軽量化に取り組んでいます｡       
・砂浜のゴミ処理を効率的に行うためのクリーナーの開発に取り組んでいます｡       

項  目

ばいじん

NOx

SOx

設　備

ボイラー

冷温水器

ボイラー

冷温水器

ボイラー

冷温水器

 規制値

０.３g/m3N

０.３g/m3N

２５０ｐｐ

ｍ

１８０ｐｐ

ｍ

実　績
（最大値） 

０.００６

　

０.０１１

　

１１０　

　

■ 大気（大気汚染防止法、県条例）

西工場

実　績
項  目

 pＨ

 COD

 SS

 油分

規制値

５.８～８.

６

１６０

mg/  

 

最　大

６.７～７.

４

５

２

 

平　均

７.１

３.８

－

１未満

■ 水質（水質汚濁防止法、県条例）

東工場

実　績
項  目

 pＨ

 COD

 SS

 油分

規制値

５.８～８.

６

１６０

mg/  

 

最　大

７.１～７.

４

６

２

 

平　均

７.３

３.８

－

１未満

■ 大気（大気汚染防止法、県条例）

該当する設備は保有していません

実　績

■ 水質（水質汚濁防止法、県条例）

項  目

 pＨ

 BOD

 COD

 SS

 油分

規制値

５.８～８.

６

２０mg/  

１２０

mg/  

 

最　大

７.１～８.

１

６.１

９.４

８.７

 

平　均

７.５

３.５

６.２

１.７

０.６

防災用 
地震体験車

廃プラスチック減
容機

スローガン みんなで進める　人と地球にやさしい環境づくり

スローガン みんなで守ろう　青い海　クリーンな地球

コンクリート
ミキサー車

剪定枝の
粉砕処理車
タウンビーバ

環 境 方 針
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岐阜北地区 スローガン 一人ひとりが主役です　みんなで守ろう　みどりの地球

岐　阜　北　工　場
●所 在 地／〒509-0298 

　　　　　　岐阜県可児市土田2548番地　　 

　　　　　　TEL 0574-26-5111    FAX 0574-25-1657 

●操業開始／1968年4月　　　●敷地面積／156,817ｍ2

●主な製品／自動車用ショックアブソーバ　　　　　　　　　 

　　　　　　自動車用油圧機器

■ 大気（大気汚染防止法、県条例）

項  目

ばいじん

ＮＯx

ＳＯx

ダイオキシン類

設　備

ボイラー

焼却炉

ガスタービ

ン
ボイラ

ー

ガスタービ

ン

ボイラー

規制値

０.３g/m3N

０.３g/m3N

０.１５

g/m3N

０.０４

g/m3N

１８０ppm

１８０ppm

７０ppm

４.２７m3N/h

６.４６m3N/h

実　績
（最大値）

    ０.０１  

  ０.０２  

０.０１８ 

０.０１  

９４    

７９    

５０    

１.２４  

１.１５  

０.４６  

１.６    

●工場方針
より快適な乗り心地とよりよい操縦性、安定した走行性を求めて、ショックアブソーバ等の自動
車用機器類を生産しています。        
「力強さと快適さ」を供給する企業として、人と地球にやさしい製品づくりをめざし、上記スロ
ーガンのもと、永続的により良い環境の実現に努めています。

●環境保全活動
◇省エネルギー活動        
・1999年に、当社で初めてのコージェネレーションシステムを導入し、2001年スチームタービンを導入し　
たことにより、エネルギー有効利用のシステム構築が完了し、エネルギー低減に寄与しています。        
・変電設備におけるアモルファストランス等の省エネ機器採用、インバータ化等の省エネルギーを実施しまし
た。
◇廃棄物の減量        
・一般廃棄物・産業廃棄物の分別を徹底し、廃棄物の削減に努めています。        
・ドラムドライヤーによるアルカリ廃液の減量、切削代低減による金属屑低減等の廃棄物減量を実施しまし
た。 ◇敷地境界の緑化推進        
・「花のまちづくりコンクール」の企業部門で、農林水産省・農蚕園芸局長賞（銀賞に相当）を1995年に受賞　

●工場方針
自動車および産業車両用パワーステアリング市場のニーズに合わせた精密機械加工技術と油圧
技術を基盤とした高品質、高性能で魅力ある製品を提供しています。        
「力強さと快適さ」を供給する企業として、人と地球にやさしい製品づくりをめざし、上記スロ
ーガンのもと、カヤバグループとして永続的により良い環境の実現に努めています。        

●環境保全活動
・上記岐阜北工場の敷地内にあることから、同じ活動をしています。        
・独自の活動では、廃棄物の減量において、アルミダイキャストの加工レス、切削代低減および部品の冷間鍛
　造化による金属屑発生の１/５化を達成しました。

項  目

ばいじん

NOx

SOx

設　備

ボイラー

ボイラー

ボイラー

規制値

０.３g/m3N 

１８０ｐｐ

ｍ 

実　績
（最大値）

　 ０.００

７

１００

■ 大気（大気汚染防止法、県条例）

●工場方針
カヤバ工業(株)の経営理念のもと、地球環境との調和、環境保全活動を
経営の重要なテーマの一つとして位置付け、『地球環境にやさしい』製
品づくりをめざし、環境負荷の低減活動を積極的に推進しています。         

●環境保全活動
◇省エネルギー活動      
・工業用水ポンプのインバーター化および休日停止等、様々な活動をしています
。
◇廃棄物の減量
・３Ｒ活動を強力に推進し、再資源化を前提に分別回収に努めています。
◇敷地境界の緑化推進
・工場の四方を囲む駐車場、およびその周辺に、桜・つつじ等の樹木を植え、
　景観の維持・改善に努めています。

実　績

■ 水質（水質汚濁防止法、県条例）

項  目

 pＨ

 BOD

 COD

 SS

 油分

 全クロム

 ６価クロ

ム

 全窒素

 全リン

 Fe

規制値

５.８～８.６

３０mg/    

（３０mg/ ） 

４０mg/    

５mg/    

１mg/    

０.２mg/    

６０mg/    

８mg/    

１０mg/    

５mg/    

 

最　大

６.１～７.

０

２９.２  

２７

３１

　　３.５

　　０.０

６

　　０.０

０

２２.９  

 

平　均

    ６.７    

  １５.０    

１４.３    

１０.３    

１.０３  

０.００１ 

０.００  

５.１２  

１.９５  

０.１２  

０.３０  

実　績

■ 水質（水質汚濁防止法、県条例）

項  目

 pＨ

 BOD

 COD

 SS

 油分

 全クロム

 ６価クロ

ム

 全窒素

 全リン

 Fe

規制値

５.８～８.

６

３０mg/  

３０mg/  

６０mg/  

５mg/  

２mg/  

０.５mg/  

４５mg/  

３mg/  

１０mg/  

 

最　大

６.５～７.

５

　　２.５ 

　　３.３ 

　　４.６ 

　　０.５ 

０.０４以

下

０.０４以

下　   　５.

１９

 

平　均

    ７.１    

  １.３    

２.２    

１.８    

０.５    

－  　

－  　

１.５４  

０.０９  

０.０５  

０.０４  

（岐阜北工場および日本パワーステアリング（株））

自動車・産業車両用 パワーステアリング

（金山カヤバ製作所）

油圧パワーステアリング用
ポンプ

自動車用 ショックアブソーバー

（株）金山カヤバ製作所
●所 在 地／〒509-1605　　　 

　　　　　　岐阜県益田郡金山町戸部舟野4350-130　 

　　　　　　TEL 0576-35-2201 　FAX 0576-35-2877 

●操業開始／1970年8月　　　●敷地面積／21,660ｍ2

●主な製品／自動車の油圧パワーステアリング用ベーンポンプ 

　　　　　　ショックアブソーバ

日本パワーステアリング（株）
●所 在 地／〒509-0298　　　 
　　　　　　岐阜県可児市土田2548番地 
　　　　　　〔カヤバ工業(株)岐阜北工場内〕　　 
　　　　　　TEL 0574-28-2811  　FAX 0574-28-2840 

●操業開始／1977年10月　　　●（岐阜北工場敷地内）
●主な製品／自動車用油圧パワーステアリング
　　　　　　ポンプユニット
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岐阜南地区 スローガン 一人ひとりが主役です　みんなで守ろう　みどりの地球

油圧シリンダ、油圧ジャッキ

二輪車用
オイルクッション
ユニット

建設機械用油圧シリンダ 二輪車用フロントフォーク

■ 大気（大気汚染防止法、県条例）

項  目

ばいじん

ＮＯx

ＳＯx

設  備

ボイラー

ボイラー

ボイラー

規制値

０.３g/m3N

０.３g/m3N

０.３g/m3N

１８０ ppm

１８０ ppm

１８０ ppm

６.９０m3N/h

６.００m3N/h

０.７９m3N/h

実　績
（最大値）

０.１１

０.０２

０.０２

１８０

１２０

１４０

２.５８

０.７６

０.５４

●工場方針
岐阜南工場と同一のスローガン、工場方針のもと、建設機械用油圧シリンダ、油圧ジャッキの製
造活動を通して環境保全活動に取り組んでいます。    

●環境保全活動
・設備、蛍光灯のインバータ化、エアー送気圧力の低減、スチームトラップの改善を実施しています。
・荷姿の改善、素材切断のロス低減、削り代の低減等による廃棄物の減量に取り組んでいます。
・工場周辺の一斉清掃、定期的な草刈を行っています。
・社有車を中心にしたアイドリングストップ運動にも取り組んでいます。

項  目

ばいじん

NOx

SOx

設　備

ボイラー

ボイラー

ボイラー

規制値

０.３g/m3N 

１８０ｐｐ

ｍ 

実　績
（最大値）

０.０６５

６６

０.０１未

■ 大気（大気汚染防止法、県条例）

●工場方針
岐阜南工場と同一のスローガン、工場方針のもと、二輪車用オイルクッションユニットの製造活
動を通して環境保全活動に取り組んでいます。         

●環境保全活動
・照度センサによる照明の自動点滅化、塗装排気ファン等のインバータ化、送水ポンプ圧力の低減を実施し
て
　います。
・荷姿の改善、作業用前掛け、軍手のリユース化を実施しています。    
・工場内外の清掃を全員で実施しています。    

●工場方針
“力強さ”を提供する建設機械用油圧シリンダや産業・建設機械用油圧バルブ、オートバイに“快
適さ”を提供する緩衝器、また、高層ビル等の構築物を地震の被害から守る免制震製品等の開発
・設計・製造活動を通して、環境保全活動に不断の努力を続けています。    

●環境保全活動
◇地球温暖化防止・省エネルギー
・変電設備のトランス更新による高効率化、インバータ化の継続実施を始め、製造工程の再編成・効率化に取
　り組んでいます。
・エアー送気圧力の低減、エアーロスの改善、エアーカーテンの省エネ運転化を実施しています。
・ボイラーの熱効率向上､スチームトラップの改善を実施しています。
◇廃棄物の減量・再資源化・リサイクル率の向上
・一般・産業廃棄物、資源ごみ等の分別収集とリサイクルを継続的に推進しています。
・ウェス、軍手、安全靴や保護具等のリユース、リサイクルを実施しています。
・アルカリ洗浄廃液の濃縮・減量を継続、拡大しています。
・原料から廃棄まで環境負荷の低減を配慮した環境にやさしい製品づくりに取り組んでいます。
◇地域社会との調和
・工場周辺の清掃を定期的に実施しています。また、景観を維持するため、点検や緑化率の向上に努めています。
・市主催の環境イベントで､環境配慮製品や環境保全活動についてパネル展示を行い、また､河川の清掃作業
　に参加しています。         

■ 水質（浄化槽法）

クローズドシステムのため工場外への排水は

ありません。（生活排水のみ浄化槽処理）

（川辺カヤバ製作所）

（神渕カヤバ製作所）

実　績

■ 水質（水質汚濁防止法、県条例）

項  目

 pH

 BOD

 COD

 SS

 油分

 全クロム

 ６価クロ

ム

 全窒素

 全リン

 Fe

規制値

５.８～８.６

３０mg/    

（３０mg/ ） 

４０mg/    

５mg/    

１mg/    

０.２ mg/    

６０mg/    

８mg/    

１０mg/    

５mg/    

 

最　大

６.１～７.

２

２６.９   

１９.６   

２１.０   

３.０   

０.０７  

０.０１  

７.８４  

６.０６  

０.２１  

 

平　均

    ６.６    

  １０.３    

５.８    

６.０    

１.０    

０.０１  

０.００４ 

４.５    

０.８９  

１.１１  

０.１５  

※1 全リンの規制値は日平均値を掲載。最大値の規制値は16mg/ であり　
　規制をクリアしている。

（岐阜南工場）

実　績

■ 水質（水質汚濁防止法、県条例）

項  目

 pH

 BOD

 COD

 SS

 油分

 全窒素

 全リン

 Fe

 Zn

規制値

５.８～８.６

３０mg/    

（３０mg/ ） 

４０mg/    

５mg/    

６０mg/    

８mg/    

１０mg/    

５mg/    

 

最　大

７.９   

２８.６   

１０.５   

１７.０   

４.４   

１５.１２  

１２.４８  

６.２７  

０.３９  

 

平　均

    ７.０    

  １６.１    

７.１    

９.８    

１.３    

７.９６  

５.７２  

０.８    

０.０８  

※１

（株）川辺カヤバ製作所
●所 在 地／〒509-0312 

　　　　　　岐阜県加茂郡川辺町中野8-35　　 

　　　　　　TEL 0574-53-4068    FAX 0574-53-4063 

●操業開始／1973年10月　　　●敷地面積／13,104ｍ2

●主な製品／油圧シリンダ、油圧ジャッキ

（株）神渕カヤバ製作所
●所 在 地／〒509-0511 

　　　　　　岐阜県加茂郡七宗町神渕1718番地　　 

　　　　　　TEL 0574-46-1331    FAX 0574-46-1945 

●操業開始／1973年10月　　　●敷地面積／8,106ｍ2 

●主な製品／二輪車用オイルクッションユニット

岐　阜　南　工　場
●所 在 地／〒509-0297 
　　　　　　岐阜県可児市土田505番地　　 
　　　　　　TEL 0574-26-1111    FAX 0574-26-1114 
●操業開始／1943年7月　　　●敷地面積／108,010ｍ2 
●主な製品／二輪車用フロントフォーク 
　　　　　　油圧機器（シリンダ、バルブ、免制震ダンパ）
●対象範囲／岐阜事業所、生産技術研究所
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