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東芝キヤリア㈱ 津山事業所 サイトレポート情報

所在地 ：岡山県津山市国分寺 555

主要製品：業務用空調機器

ＩＳＯ１４００１認証取得：2007年2月26日、最新更新年月：2021年2月26日
（ＩＳＯ認証番号： EC06J0258）

敷地面積： 249,721 ㎡ 、建家面積：30,289 ㎡ 、緑化率: 53.3％

ごあいさつ

２０２1年度の環境の主な取組み

製品・環境技術開発、環境配慮ポイントの紹介

設立 ： 1974年6月、従業員：222人（2022年4月現在）

☆ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステム
・2007年2月に認証取得 ・2017年11月に2015年版移行 ・2021年1２月審査（総合評価：向上）
☆環境保全体制の充実
・法令、条例の遵守。現場管理の強化。コンプライアンス教育実施。内外部遵法監査実施。専門部会設置
☆ＣＯ２排出量の削減
・照明器具のＬＥＤ化実施2015年度完了 ・空調機器冷媒R22機器から高効率機器への更新（R22機器の全廃完了）
・工場屋根下断熱工事による空調負荷削減(2018年から8年計画で実施) ・灯油ボイラーからチラーへ熱源変換による省エネ
・IE,CFT活動といった生産性改善による効率よい生産を行うことにより動力使用の原単位改善
・省エネ機器更新と生産性改善を行い、エネルギー起源ＣＯ2の生産高原単位を2005年度と比べて70％削減
☆廃棄物原単位削減とゼロエミッションの継続
・廃棄物総発生量の生産高原単位を2000年度と比べて43％削減（主な施策：板金歩留まり改善等）
・ゼロエミッション０％（2011年から連続達成） ・岡山県エコ事業所認定（ゼロエミッション事業所）2014年1月認定継続
☆生物多様性活動
・絶滅危惧種指標植物（サクラタデ、イヌセンブリ、ムラサキセンブリ）の保護活動継続 ・外来種の駆除
☆環境人材育成
・各環境資格合格者で構成するｅｃｏスタイルリーダー5２名を任命。全従業員に対し環境教育実施

環境保全責任者 村松 修

当津山事業所は、敷地面積（約25万㎡）の53％が緑化されている自然豊かな事業所です。
敷地内では多種多様な動植物が確認されており、絶滅危惧種を含めた13種の貴重な動植物
も生息しています。その自然を保護/共存しながら、環境保全の基本理念に基づき、業務活動
を通じて、省エネ・高効率製品を生産・供給することで、環境創造企業を目指します。また、低
GWP冷媒のR32を使用した熱源機製品や、冷媒漏えい検知システムを構築・提供できる熱源
機製品の生産を始め、今後さらに地球環境へ配慮した製品作りをしていきます。

低GWP
冷媒採用

R32ユニバーサルスマートＸ ＥＤＧＥ３２シリーズ
国内No.1シェアの東芝キヤリア熱源機に低ＧＷＰ冷媒タイプ登場！
（1）業界No.1の小設置スペースのモジュール型熱源機

EDGEシリーズの筐体（寸法2,350Hx1,000Wx3,300D）を継承
（2）低GWP冷媒（R32）の採用

※GWP（地球温暖化計数）
※GWP：開発機種675（R32）←現行機種2,090（R410A）
※R32冷媒に対応したA4圧縮機100ccの開発
※インジェクション回路の追加

（3）加熱性能強化仕様「HEATEDGE32」
60馬力機種の加熱定格能力を200kW（70馬力相当）へ強化

GL-17に対応した冷媒漏えい検知システムの構築
冷媒漏洩を早期に発見することにより、万が一の冷媒漏えい発生時に、お客様の熱源機の冷媒漏えい量削減
のみならず熱源機の運転効率の低下による消費電力の増加や能力不足の抑制に貢献します。
新モデルでは、従来から熱源機で計測しているデータを元に新たに開発した冷媒漏えい診断技術と、当社の遠
隔監視システムによるデータ保存および管理者へのメール通知機能を組合せることでJRA GL-17に対応した冷
媒漏えい検知システムの構築を実現しました。
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環境方針

東芝キヤリア（株）津山事業所 環境方針

東芝キヤリア株式会社 津山事業所は環境の取り組みを企業経営の最重要課
題として、「人と、地球の、明日のために豊かな価値の創造と地球との共生を図りま
す」という東芝グループ理念体系のもと活動します。ヒートポンプ技術を軸に業務用
空調機器製造拠点として、お客様のご要望に的確にお応えできる環境創造企業を
目指します。製造プロセスでの環境負荷低減を考慮した事業活動を行うと共に、事
業所内の豊かな自然緑地を活かした｢人と自然が共生できる｣環境経営により、持
続可能な社会の実現に貢献し、新しい未来を始動させます。

１ 環境への取り組みを経営の最重要課題の一つとして位置付け、環境負荷の低
減に向けた環境目標を設定し、環境マネジメントシステムの継続的な改善・向
上に全従業員で取り組みます。

２ 環境に関する法令及び当社が同意したその他の要求事項を遵守するとともに、
自主基準を設けて環境活動を推進します。

３ 監査の実施や活動のレビューにより、環境経営の継続的な改善を図ります。
４ 当事業所の活動、製品、サービスに関わる環境側面について、環境負荷の低

減及び環境汚染予防を通じ、環境保護をめざした環境保全活動を推進しま
す。
１） 気候変動への対応のため、エネルギー使用の合理化及び冷媒ガス等温室効果ガスの

管理により、ＣＯ２排出の削減を推進します。
２） 資源の有効活用、廃棄物の排出制御と再資源化の推進を図り、環境負荷低減に取

り組みます。
３） 希少生物の保護を中心とした生物多様性活動を推進します。
４） 環境汚染や環境事故の予防等環境リスクの低減を図ります。

5. この環境方針の達成のため、当事業所内の関連会社を含む全部門、常駐会
社の社員を含む全従業員をあげて環境管理を推進します。

２０２１年 ４月 １日
東芝キヤリア株式会社 津山事業所 環境保全責任者

村松 修
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主な廃物名：金属屑、汚泥、木屑、プラスチック、廃油等

廃棄物総発生量（単位：トン）

化学物質削減対象物質の取扱量（トン） 化学物質削減対象物質の排出量（トン）

主な化学物質：イソブタン、n-ブタン、キシレン、トルエン等

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

電力 LPG 灯油 軽油

0

10

20

30

40

50

60

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

市水 浄化用地下水

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

5

10

15

20

25

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

最終処分量 最終処分率

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

総排出量

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

化学物質

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

化学物質

環境目標

東芝 グループサイト情報2022(2021/4/1～2022/3/31)キヤリア

単　位 2021年度
原単位 t-CO2/億円 23.5
総排出量 t-CO2 2471
総量 t 226
原単位 t/億円 12.6
原単位 ㎥/億円 206.8
原単位 t/億円 0.007

中　計　項　目

地球温暖化防止

資源有効活用

化学物質

エネ起源CO2排出量
GHG排出量
廃棄物量
廃棄物総排出量
水投入量
化学物質排出量


看板

		塗装廃水中継槽 トソウ ハイスイ チュウケイ ソウ



		取扱責任者：中塚　嘉彦 トリアツカイ セキニンシャ ナカツカ ヨシヒコ

		管理責任者：山本　孝 カンリ セキニン シャ ヤマモト タカシ



		連絡先 レンラクサキ

		０９０－６８０８－２１９４







看板 (3)

		瀬戸内海環境保全特別措置法 セトナイカイ カンキョウ ホゼン トクベツ ソチホウ

		届出施設：最終放流口 トドケデ シセツ サイシュウ ホウ リュウ コウ

		公害防止管理者（水質第２種公害防止管理者） コウガイ ボウシ カンリシャ スイシツ ダイ ニシュ コウガイ ボウシ カンリシャ

		管理者　：　柿内　孝文 カンリ シャ カキウチ タカフミ

		代理者　：　中塚　嘉彦 ダイリ シャ ナカツカ ヨシヒコ







Sheet2 (3)

		（津山）水銀廃棄物処理委託



		(掛川）[熱源設]（熱管理） カケガワ ネツ ゲン セツ ネツ カンリ

		　　　　　　　松永　剛幸　様宛 マツナガ ゴウ ユキ サマ アテ



		　　　         　　[津山生企]（環工） ツヤマ セイ キ カン コウ

		　　　　          　　　　　　　　山本　孝 ヤマモト タカシ





看板 (4)

		返送汚泥 ヘンソウ オデイ								消毒槽 ショウドク ソウ								沈殿槽 チンデン ソウ								余剰汚泥槽 ヨジョウ オデイ ソウ







		ポンプ







		放流槽 ホウ リュウ ソウ								計量槽 ケイリョウ ソウ								バッキ槽 ソウ



















看板（内線）

		山本　孝 ヤマ ホン タカシ



		090-6808-2194
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								循環加温ヒートポンプ(ＣＡＯＮＳ) ジュンカン カオン

								洗浄工程脱脂用 センジョウ コウテイ ダッシ ヨウ



								熱源ユニット型式 ネツ ゲン カタシキ				ＨＷＣ－１４０１Ｈ

								使用冷媒 シヨウ レイバイ				Ｒ４１０Ａ

								冷媒封入量 レイバイ フウニュウ リョウ				２．３ ｋｇ

								圧縮機出力 アッシュクキ シュツリョク				２．５０ ｋｗ

								納入年月 ノウニュウ ネンゲツ				5/28/12













								循環加温ヒートポンプ(ＣＡＯＮＳ) ジュンカン カオン

								洗浄工程脱脂用 センジョウ コウテイ ダッシ ヨウ



								供給ユニット型式 キョウキュウ カタシキ				ＨＷＣ－１４０１ＸＨ

								使用冷媒 シヨウ レイバイ				Ｒ１３４ａ

								冷媒封入量 レイバイ フウニュウ リョウ				２．１ ｋｇ

								圧縮機出力 アッシュクキ シュツリョク				２．５０ ｋｗ

								納入年月 ノウニュウ ネンゲツ				5/28/12









ファイル背表紙





























































































































































作業環境測定結果

保存年数

７年保存




LPG時計



				　　時刻設定方法 ジコク セッテイ ホウホウ

				①手動抽気ボタン　+　↓ボタン　長押し シュドウ チュウキ ナガオ

				②パラメーター番号の表示が出たら手動抽気ボタンを押す バンゴウ ヒョウジ デ シュドウ チュウキ オ

				③↑↓ボタンを押し オ

				　（9：西暦　10：月　11：日　12：時間） セイレキ ツキ ヒ ジカン

				　変更するところで手動抽気ボタンを押し↑↓で変更 ヘンコウ シュドウ チュウキ オ ヘンコウ

				　変更後、手動抽気ボタンを押し確定 ヘンコウ ゴ シュドウ チュウキ オ カクテイ

				④手動抽気ボタン　+　↓ボタン　長押し　　　復帰 フッキ
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				異常音・振動・異臭・液漏れ等異常を発見した イジョウオン シンドウ イシュウ エキモ トウ イジョウ ハッケン

				場合、担当者に連絡すること。 バアイ タントウシャ レンラク

				連絡先（担当部門：環工担当） レンラクサキ タントウ ブモン カン コウ タントウ

				・担当責任者　　山本　孝　　　(内線)　491 タントウ セキニンシャ ヤマモト タカシ ナイセン

				・夜間の場合　　守衛所　　　　(内線)　442 ヤカン バアイ シュエイ ショ ナイセン

				守衛は異常の連絡があった場合、担当責任者 シュエイ イジョウ レンラク バアイ タントウ セキニンシャ

				に電話連絡する。 デンワ レンラク

				電話番号は緊急連絡網による。 デンワ バンゴウ キンキュウ レンラクモウ





看板 (2)



		油水分離槽 ユ スイ ブンリ ソウ















Sheet4

		木くず（パッカー車） キ シャ

		木くず（パッカー車） キ シャ

		木くず（パッカー車） キ シャ

		木くず（パッカー車） キ シャ

		木くず（パッカー車） キ シャ

		木くず（パッカー車） キ シャ





Sheet5

				中　計　項　目 ナカ ケイ コウ メ										単　位 タン クライ		2021年度 ネンド

				地球温暖化防止 チキュウオンダンカ ボウシ				エネ起源CO2排出量 キゲン ハイシュツリョウ				原単位 ゲンタンイ		t-CO2/億円 オクエン		23.5

								GHG排出量 ハイシュツリョウ				総排出量 ソウハイシュツリョウ		t-CO2		2471

				資源有効活用 シゲンユウコウカツヨウ				廃棄物量 ハイキブツリョウ				総量 ソウリョウ		t		226

								廃棄物総排出量 ハイキブツ ソウハイシュツリョウ				原単位 ゲンタンイ		t/億円 オクエン		12.6

								水投入量 ミズトウニュウリョウ				原単位 ゲンタンイ		㎥/億円 オクエン		206.8

				化学物質 カガクブッシツ				化学物質排出量 カガクブッシツ ハイシュツリョウ				原単位 ゲンタンイ		t/億円 オクエン		0.007
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遵法管理状況

＜環境事故・指導指摘・苦情の有無＞

状況

環境事故発生の有無 なし

工場周辺や地域での環境問題発生の有無 なし

行政からの指導・指摘の有無 なし

近隣住民からの苦情の有無 なし

＜大気測定結果＞ （小型貫流ボイラー（ブタンエアーガス使用）2台）
ＮＯｘ，ＳＯｘ（塗装用ボイラー：2021年9月9日測定結果）

法規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

ＮＯｘ（ volppm ） ― 100 67 年１回

ＳＯｘ（ volppm ） ― 50 0.1未満 年１回

ＳＯｘ (K値） 17.5 3 0.02未満 年１回

＜排水測定結果＞（主な測定結果）（塗装前処理施設（酸又はアルカリ表面処理施設)河川（広戸川～吉井川）へ放流）
（最終放流口：2021年12月9日測定結果）

規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

水素イオン濃度(pH) 6.0～8.5（市協定値） 6.1～8.4 7.3 連続計測

ＢＯＤ（ｍｇ／㍑） 最大15（市協定値） 最大10 0.6 週１回

ＣＯＤ（ｍｇ／㍑） 最大30（県上乗せ基準） 最大20 2.4 週１回

ＳＳ（ｍｇ／㍑） 最大50（市協定値） 最大30 4.4 １回/3ヶ月

全窒素（ｍｇ／㍑） 最大120（県乗せ基準） 最大60 7.3 週１回

＜騒音・振動境界線測定結果＞（騒音・振動：特定施設（機械プレス））
（2022年3月10日測定結果）

測定場所：時間 規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

騒音（ｄＢ）
敷地境界：昼 65 60 59 年1回

敷地境界：夜 50 50 42 年1回

振動（ｄＢ）
敷地境界：昼 65 50 30未満 年1回

敷地境界：夜 60 50 30未満 年1回

東芝 グループサイト情報2022(2021/4/1～2022/3/31)キヤリア
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保護生物を放流

環境コミュニケーションの紹介

＜地元中学校１・2年生 課外探究活動 ７名受入＞

津山中学校の「課外探究活動」授業の一環として、工場
見学等を行いました。
環境関係では、プラスチックごみの削減やゼロエミッションへ
の取り組みについて質問があり、３Rの重要性について説
明しました。

＜事業所進入路 クリーンアップ活動＞

当事業所では、毎月10日に事業所進入路の清掃活動を8年にわたり
実施しています。当日は事業所を出発点に県道350号線を東西に約
1ｋｍにわたる美化を実施しています。 今後も地域活動の一環として
継続していく予定です。

（実施概要）
・日時：毎月10日(昼休憩時間0.5ｈ）
・年間参加人数：200名
（毎月担当部門別に実施）

生物多様性の保全への取り組み
サクラタデ（10月ごろ開花）＜サクラタデ保護＞

岡山県準絶滅危惧種に指定されているサクラタデは成子
第1池上流の湿地に約150株が生殖しています。生殖地
が1箇所に集中しているため、何らかの要因で絶滅する可
能性があることから松尾池下流の湿地へ2015年4月に約
30株を移植したところ、2021年6月に約1800株まで増
殖しています。

東芝 グループサイト情報2022(2021/4/1～2022/3/31)キヤリア

2021/6 約1800株に増殖

＜要注意外来生物（ブタナ）の駆除＞

タンポポに似た花が咲くキク科の外来種です。5月～9月に
開花します。タンポポモドキとも呼びます。
芝生に群生し、芝生を枯らす被害が発生するため駆除活
動を開始しました（300株以上の駆除実施）
・ 種が飛ぶ前に草刈りの実施
・ 多年草のため根抜き駆除をする

調整池

＜イヌセンブリ・ムラサキセンブリ保護＞

岡山県準絶滅危惧種に指定されているイヌセンブリと絶滅
危惧Ⅰ類に指定されているムラサキセンブリは工場南側駐
車場横の空地で生殖が確認され、生殖地の整備と種の
拡散を工夫することにより2015年確認時50株100m2
が2020年に600株1000m2と増殖拡大に成功しました。
ですが2021年には100株と減少し原因が分からないため、
現在調査中です。

イヌセンブリ ムラサキセンブリ

ブタナ

・キク科
・多年草
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