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1.はじめに 
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「エコアクション21」への取組は2007年にスタートし、2008年に認証を取得。以後2016年度まで継続して 
目標の設定をし、環境への取組を行なって参りました。 
今回は2016年度に関しての環境への取組及び成果のご報告を致します。どうぞご一読頂き、 
ダイオ化成の環境への姿勢にご理解を深めて頂ければ幸いです。 

ご報告にあたり 

会社概要 

社名 ダイオ化成株式会社 

創立 1956年（昭和31年）6月4日 

代表者 代表取締役 兼 執行役員社長 

福本 彰 

資本金 300,000千円 

ネットワーク   住所 

    本社 東京都中央区明石町8-1 

聖路加タワー13階 

    袋井工場 静岡県袋井市国本1131-1 

    掛川工場 静岡県掛川市淡陽69-1 

    大阪営業所 大阪府大阪市中央区久太郎町 

1-4-8 

堺筋本町ガーデンスクエア11階 

      福岡営業所 福岡県福岡市中央区天神4-4-26 

ベストアメニティ天神ビル7階 

環境管理責任者 執行役員 経営企画室 室長 

三木 武 

ホームページ http://www.dionet.jp 

事業規模 2017年3月期 

  売上高 7,771百万円 

  社員数 182人 

事業内容 

  ◆住宅用防虫網等各種網の開発及び製造 

  ◆非合成繊維住宅用各種防虫網、農業用、建築用、 

      土木用等資材及び土壌改良材の輸入及び販売 
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ダイオ化成環境マスコットの 

『Dr.ほうれんそう』です。 

ダイオの『エコの途』 

2016年度の成果をご紹介致します。 
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環境方針 
 
 
当社は「環境に優しい企業を目指す」ことを企業理念の一つとし、豊かな生活環境を 
維持・継続させる為に従業員一丸となって自然環境との共生・調和を目指し、 
環境負荷の継続的低減のため、行動指針を次のように定めます。 
 
【行動指針】 
 
1. 二酸化炭素排出量の削減に努めます。 
 
2. 廃棄物排出量の削減、及びリサイクルに努めます。 
 
3. 排水量削減の為、節水に努めます。 
 
4. 物品の購入に際して、環境負荷を検討材料に含めます。 
 
5. 製品に含まれる化学物質量の把握をし、適切な使用に努めます。 
 
6. 環境配慮型製品の拡販に努めます。 
 
7. 環境に関する法規制及びその他の要求事項を遵守し、地域社会との調和に努めます。 
 
8. 環境に配慮した行動が出来るように本活動を全社員に周知し、 
  環境保全意識の向上に努めます。 
 
 
    2007年6月1日制定 
    2011年4月1日改定 
 
    ダイオ化成株式会社 
    代表取締役 兼 執行役員社長 
 
    福本 彰 
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当社は世界で初めて合成繊維による窓の防虫網を開発。 
以来60年、防虫網で培った技術を農業分野、建築・土木分野、生活資材分野等へ応用し、
お客様のニーズにお応えする資材網をご提供しています。 

住宅用防虫網 生活資材 

窓から自然風を通して爽やかな暮らしを 

お手伝いします。 

網戸の張替、園芸、日よけなど、生活の中で様々に
お役立ていただけるネットを取り揃え。 

 

 

 

 

 

 

 

     網戸張替用のネットと張替用品 

 

 

 

 

 

 
カラス除けに、     日よけに、     菜園に、 

農業資材 土木資材 

遮光、遮熱、防風、防草、防虫、保温、防雹、 

防獣、防鳥、防霜等、『ネットの力』を通じて 

日本の農業をサポートします。 

建設工事で使用される防炎シート、フェンスネット。土
木工事で使用される植生ネット。建築・土木の分野に
「ネットの力」が活きています。 
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製品の開発、生産、販売において、環境負荷の低減、事故防止、資源の有効活用を図り、 
地域社会との調和と取組を継続的に改善していくため、当社は以下の組織体系を整えています。 

エコアクション21取組体系 組織図 

社長は環境管理責任者を任命し、
エコアクションの運営を指示しま
す。また、全体の見直しと評価を
行い、環境方針に反映します。 
 
環境管理責任者は環境方針に基
づき、環境目標を策定します。 
 
エコプロジェクトは効果的取組事
項を計画、実行、評価します。 
 
各部署では取組事項を定めて実
施します。 
 
 
内部監査は安全衛生環境パト
ロールにて行っています。 

環境管理責任者 

管理本部 経営企画室 生産本部 営業本部 

エコプロジェクト 

代表取締役社長 

エコアクション 

事務局 

総
務
部 

経
理
部 

製
造
部 

生
産
管
理
部 

購
買
部 

農
業
資
材
部 

生
活
資
材
部 

エコプロジェクト内には 

「設備」「資源」「工程ロス」の 

ワーキンググループがあり、 

社員が具体的取組について 

検討、実行しています。 

 

詳しくは⇒ 

  「目標達成への取組」参照 

管
理
部 

産
業
資
材
部 
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現在は2015年を基準年として2016年～2018年の期間で環境目標を設定しています。 

◆製品1トンあたりの二酸化炭素排出量の削減 （3年間で3％削減） 
袋井工場では2016年1月導入の生産機2台の電力消費大きく、目標未達となった。 
掛川工場では長期試作による生産量ダウンが影響して、目標未達となった。 
（参考）売電のため計算外だが、太陽光発電で42.2ｔのCO2削減もしている。 
（注記）製品１トンあたりのCO2量を算出しているため、２工場合算の実績値は 
     各工場実績値の合計とは異なっています。 

サイト 項目 
目標値、実績値（kg-CO2/ｔ） 

評価 
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

袋井工場 

目標値 基準値 603.4 597.3 591.2 

× 実績値 609.5 699.9 

削減率 ― ＋14.8％ 

掛川工場 

目標値 基準値 608.9 602.7 596.6 

× 実績値 615.0 633.9 

削減率 ― ＋3.1％ 

２工場 

合算 

目標値 基準値 606.7 600.5 594.4 

× 実績値 612.8 660.1 

削減率 ― ＋7.7％ 

取組内容 担当 実施内容 評価 

節
電 

空調使用時の室温管理 工場全体 冷房28℃、暖房20℃ 継続実施 

冷房の補助 工場全体 扇風機の併用 継続実施 

休憩時間・不要時の照明消灯 全社 定期チェック、掲示 継続実施 

蛍光灯の早期交換 工場全体 チラつき発見次第交換 継続実施 

エアー配管漏れ点検 生産部署 長期休暇明け点検 継続実施 

ワインダーアイドリング短縮 紡糸課 5分程度を目途 継続実施 

クールビズ、ウォームビズ 本社営業所 社内通達 継続実施 

燃
料
節
減 

冷温水発生機の稼働統合 袋井工場 1台ずつ1年交代稼働 継続実施 

無駄アイドリング停止 工場全体 停車時ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ停止 継続実施 

燃料リフト利用最小限化 工場全体 重量物のみ使用 継続実施 

サイト 
実績値 

評価 
B5振替数 重量差 CO2削減 経費節減 

全社 327,500枚 327.5kg 216.5kg 26千円 ○ 

取組内容 担当 実施内容 評価 

コピー紙のサイズダウン 全社 A4→B5に紙サイズをダウンする 継続実施 

◆コピー紙サイズダウン 
A4⇒B5とすることでCO2を年間約216kg削減した。 
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サイト 項目 
目標値、実績値（ｔ） 

評価 
2015年度 2016年度 2017年度 2017年度 

袋井工場 

目標値 基準値 24.9 24.9 24.9 

× 実績値 24.9 28.7 

削減率 ― ＋15.2％ 

掛川工場 

目標値 基準値 （2016～18年平均で2トン/年以下） 

◎ 実績値 0 0 

削減率 ― ±0％ 

合計 

目標値 基準値 26.9 

× 実績値 26.9 28.7 

削減率 ― ＋6.7％ 

取組内容 担当 実施内容 評価 

分
別 

廃棄物の分別徹底 工場全体 資源WGで推進 継続実施 

・紙類 工場全体 分別して再資源化 継続実施 

・廃プラスチック 工場全体 分別して再資源化 継続実施 

・ウエス 工場全体 段階的に再利用 継続実施 

・廃蛍光灯 工場全体 指定業者に委託 継続実施 

・金属くず 工場全体 可能な限り分別 継続実施 

◆産業廃棄物排出量の削減（2015年比 同等） 
埋立処理となる産業廃棄物は、掛川工場ゼロ回、袋井工場7回の回収となった。殆どが輸入品
の不良分で、それ以外の廃棄物は極力出さないよう抑制・分別に努めている。 
。 

◆総排水量の削減（2015年度比同等） 
袋井工場は冷温水発生機の統合による節水を続けているが、水使用増。適正使用に努める。 
掛川工場は2015年の延伸装置更新も影響し、水使用量が増加している。 

サイト 項目 
目標値、実績値（㎥） 

評価 
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

袋井工場 

目標値 基準値 2,826 2,826 2,826 

× 実績値 2,826 3,026 

削減率 ― ＋7.1％ 

掛川工場 

目標値 基準値 9,799 9,799 9,799 

× 実績値 9,799 10,838 

削減率 ― ＋10.6 

合計 

目標値 基準値 12,625 12,625 12,625 

× 実績値 12,625 13,864 

削減率 ― ＋9.8％ 
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取組内容 担当 実施内容 評価 

節
水 

冷温水発生機の稼働統合 

（2→1台） 
袋井工場 一年交代で稼働 継続実施 

冷却水オーバーフロー量減 紡糸課 タンク流出口改良 実施済 

パウダーブレーキ冷却水 織布整経係 必要時のみ通水 継続実施 

フロートバルブ点検 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 防火水槽点検 継続実施 

ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ、ﾎﾞｲﾗｰ給水ｶｳﾝﾄ 紡糸課 月次報告 継続実施 

トイレのタンク節水 事務局 節水ボトル設置 実施済250ℓ/日 

トイレの空流し 事務局 社内通達 実施済 

◆グリーン購入 
文具・日用品等の通信販売での購入を対象に購入額ベースでグリーン購入比率を集計。 
価格と併せて購入選択をしており、2016年度は未達となった。 

サイト 項目 

目標値、実績値 評価 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 前年比 
2015 

年度比 
目標比 

東京（管理） 実績 56.7％ 40.6％ × × × 

東京（営業） 実績 43.5％ 50.6％ ○ ○ × 

大阪 実績 56.5％ 39.8％ × × × 

福岡 実績 85.0％ 78..4％ × × ○ 

工場 実績 73.7％ 70.5％ × × ○ 

合計 実績 68.2％ 64.7％ × × × 

目標 目標 ― 70.0％ 70.0％ 70.0％ ― ― 70.0％ 

取組内容 担当 実施内容 評価 

把握 グリーン購入額把握 全社 請求書金額把握 継続実施 

◆エコレンタカー使用によるCO2と経費削減 
営業活動に使用するレンタカーを燃費の良いエコカー車種を選択利用しており、 
これにより約6.6トンのCO2削減と318千円の燃料費削減を達成した。 

サイト 
実績値 

評価 
走行距離 使用燃料 削減燃料 CO2削減 経費削減 

営業 81,950㎞ 5,360.9ℓ 2,834.1ℓ 6,579.8kg 318千円 ○ 

取組内容 担当 実施内容 評価 

エコレンタカーの使用 営業 低燃費車種のレンタカー使用 継続実施 
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太陽光発電の効果 

発電実績 

第２期太陽光電池ﾊﾟﾈﾙ工事（屋根面 1,841 ㎡）  第１期太陽光電池ﾊﾟﾈﾙ工事 （屋根面 3,368 ㎡） 

袋井工場 上空写真 

2016年実績 ：891,864.1kWh、CO2換算：42,185.2kg 
  袋井工場のCO2発生量の3.1％に相当します。 

エコプロジェクト 【エコプロジェクト全体会議】 
各ワーキンググループ活動のまとめ・計画をするとともに、
グループ相互の情報共有を図って、より機能的な活動と
する事を主眼に置いています。 
 
（2016年度 実績） 
第一回 2016年4月21日  ガイダンス 
 
第二回 2016年5月26日  前年まとめ・1Q計画発表 
 
第三回 2016年8月4日   1Qまとめ、2Q計画発表 
 
第四回 2016年11月3日  2Qまとめ、3Q計画発表 
 
第五回 2017年2月3日   3Qまとめ、4Q計画発表 

 Eco Project 

（ｴｺﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

 ・四半期毎 

  全体会議を開催 

 ・各WGからの報告 

 ・横串情報・活動 

 ・Project Mｇｒ. 指示 

エコ検定へのチャレンジ 
 
【第21回エコ検定】 
各ワーキンググループから推薦を受けた10名が受験、 
うち7名が合格しました。 
検定を通して学んだことを、これからの活動へ活かし
て頂く事を期待します。 
 



 

⇒地震、火災、水害を想定した 

生産設備復旧マニュアルを 

作成しました。 
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主要活動テーマ 
①専門技能資格の取得支援 
②技術伝承 
③有事復旧マニュアルの整備 
④省エネ法管理標準の整理 
⑤化学物質リスクアセスメント 

ワーキンググループ活動 

設備WorkingGroup 

活動テーマ別 工程表 

活動実績紹介 

①有事復旧マニュアルの作成 ②化学物質リスクアセスメント対応 

2016年6月施行の改正労働安全衛生法 

から義務化された、化学物質リスクアセスメント 

を行いました。作業者の安全を確保するために、 

適切な防護措置等を行っています。 
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資源WorkingGroup 主要活動テーマ 
①各工程の通常ロスの実態把握 
②分別方法の見直し 
③保存期限切れの文書の再資源化 
④廃棄物の分別一覧表の作成 

活動テーマ別 工程表 

活動実績紹介 

①資源回収マップ作成配布 
 
ヒアリング状況から一覧表作成、 
各職場に配布しました。 

②中遠クリーンセンター見学 
 （2016.10.12訪問） 
現地見学を通して、地域の一般廃棄物の処
理について学びました。 
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毎月工程ロスの算出を行い、現状把握を行い、 
目標設定、活動計画作成、要因分析、実行と、 
打合せを通して各職場と協力して進めています。 
 
2017年度より、各職場から選任された 
新メンバーと一部交代し、参画者を増やして 
いく事としています。 
 
 

工程ﾛｽWorkingGroup 主要活動テーマ 
①工程内で発生するロスの削減 
②工程ロス削減活動状況管理表を用いた削減活動の推進 

活動テーマ別 工程表 

活動実績紹介 

（廃棄物の計量） 

（WG 打合せ） 
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2016年度の活動、取組結果を受け、2017年度は以下の取組内容を行いま
す。 
①温室効果ガス排出量削減 

内容 項目 担当 実施内容 

節
電 

空調使用時の室温管理   工場全体   冷房時28℃、暖房時20℃にする     

冷房の補助     工場全体   扇風機を併用する         

休憩時間・不要な照明消灯   全社   定期チェック、掲示をする       

蛍光灯の早期交換     工場全体   チラつき発見次第交換する       

エアー配管漏れ点検   生産部署   長期休暇明けに実施する       

ワインダーアイドリング短縮   紡糸課   5分程度を目途にする       

クールビズ、ウォームビズ   本社、営業所 社内通達           

燃
料 

節
減 

冷温水発生機を     袋井工場   1年交代で稼働する         

  2台⇒1台に稼動統合                 

無駄なアイドリング停止   工場全体   停車時アイドリング停止する       

燃料リフト利用最小限化   工場全体   重量物のみ燃料リフト使用する     

WG 省エネ対象設備の定期点検   設備WG   点検管理表に基づく、定期点検の完全実施   

②廃棄物最終処分量削減             

内容 項目 担当 実施内容 

分
別 

ごみの分別徹底     工場全体   エコプロジェクトで推進する       

・紙ゴミ       工場全体   分別して再資源化する       

・廃プラスチック     工場全体   分別して再資源化する       

・ウエス       工場全体   段階的に再利用する       

・廃蛍光灯     工場全体   指定業者に委託する       

・金属くず     工場全体   可能な限り分別する       

W
G

 

廃棄物の資源化     資源WG   毎月打合せを実施する       

ロス削減       工程ロスWG 毎月打合せを実施する       

③総排水量削減                 

内容 項目 担当 実施内容 

節
水 

冷温水発生機を     袋井工場   1年交代で稼働する         

  2台⇒1台に稼動統合                 

冷却水オーバーフロー量減   紡糸課   タンクの流出口改良         

パウダーブレーキ冷却水   織布整経係 冷却水必要時のみ通水する       

フロートバルブ点検     安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 防火水槽のバルブ点検をする       

クーリングタワー・ボイラー   紡糸課   水使用量の月次報告をする       

      給水メーターカウント                   

トイレのタンク節水     事務局   節水ボトルの設置         

トイレの空流し     事務局   空流し遠慮の文書案内をする       

④グリーン購入の推進                 

内容 項目 担当 実施内容 

把握 
グリーン購入額把握   全社   請求書ベースで金額を把握する     

コピー紙のサイズ     全社   可能な範囲でA4→B5に振替する     

                          

⑤自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮     

内容 項目 担当 実施内容 

把握 燃費の良いエコレンタカー使用 営業   エコレンタカー使用の推進、集計をする     

                          

⑥化学物質管理                 

内容 項目 担当 実施内容 

把握 PRTR法に基づく管理   事務局   届出を実施する         

なお、本社、大阪営業所、福岡営業所はオフィスビル入居しており、照明設備・空調・水道はビルメンテナンスに含まれ、 

自主活動が難しい状態です。当該部門は、グリーン購入及び燃費の良いエコレンタカーの使用推進を取組内容とします。 
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環境関連法規遵守状況 
当社に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。 
また、関係各所からの違反などの指摘、苦情、訴訟についても過去3年間ありませんでした。 
 
2017.3.31 ダイオ化成（株）環境管理責任者 

法規名 資格 氏名 

労働安全 衛生工学衛生管理者     杉山 健次郎 

    衛生法               

消防法   危険物取扱者乙種４類     斉藤 豊 

    防火防災管理者     杉山 健次郎 

省エネ法 エネルギー管理統括者     三木 武 

    エネルギー管理企画推進者   谷川 幸広 

環境関連法規に係る責任者 

法規名 対象等 内容、基準値、その他 対象 遵守状況 

大気汚染 冷温水発生機   ばい煙発生施設届     袋井 

○ 防止法     はい塵濃度、窒素酸化物濃度、   

           硫黄酸化物排出量 基準値以内   

騒音規制法 織機、送風機、   規制値以内 袋井 
○     クーリングタワー           掛川 

振動規制法 織機、空調機   規制値以内 袋井 
○                     掛川 

労働安全 化学物質   化学物質リスクアセスメント実施 袋井 
○ 衛生法   リスクアセスメント           掛川 

PRTR法 指定物質調査   PRTR法届出 袋井 
○                     掛川 

廃棄物処理法 収集、運搬、処分 契約書の締結、永久保管 袋井 
○   委託契約書   業者の許可証の確認     掛川 

  マニフェスト   都度交付 袋井 
○           5年間保管       掛川 

静岡県産業 処分場   最終処分場現地確認 袋井 
○ 廃棄物条例                 掛川 

消防法 危険物貯蔵所   危険物貯蔵所設置許可申請   袋井 
○                     

  尐量危険物貯蔵取扱 尐量危険物貯蔵、取扱届出 袋井 
○                     掛川 

フロン排出 室外機、チラー   3ヶ月毎の定期点検の実施 袋井 
○ 抑制法                   掛川 

浄化槽法 浄化槽施設   法定検査 基準以内 袋井 
○                     掛川 

省エネ法 特定事業者   中長期計画書 全社 
○           定期報告書         

容器包装 特定事業者   再商品化委託契約申込 全社 
○ リサイクル法       再商品化委託料精算       

家電 エアコン、冷蔵庫 対象機器の廃棄等無し 全社 
○ リサイクル法 洗濯機、テレビ等             

自動車 自動車   車両の廃棄等無し 全社 
○ リサイクル法                   
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◆『静岡県産業廃棄物条例』に基づき、廃棄物処理委託先への 
  現地確認を実施致しました。 

【埋立処分委託先】 2016.6.14訪問 

【中間処分委託先】 2016.6.14訪問 

【中間処分委託先】 2016.6.20訪問 

◆消防法に基づく避難及び消火訓練と併せて、環境への緊急事態として 
  油漏出対策訓練を実施致しました。 

【袋井工場】 2016.10.27実施 【掛川工場】 2016.10.26実施 



9.代表者による評価と見直し 
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全体評価、コメント 

新たな中間基準年の2015年と比較し、2016年の結果は目標未達部分が多くなっています。   

設備入れ替えに拠るもの、取組開始から年数が経って成果上がり難くなっているものがありますが、   

目標に対して真摯に取り組みを継続していくべきと考えます。   

    

各ワーキンググループの活動においては計画的取組を継続しており、エコアクション取組の   

中核部分としていっそうの活性化を図ります。   

                          

環境方針、環境目標、その他の変更の必要性 

①環境方針   

  2016年度の実績・内容を鑑み、現時点での環境方針の変更は行わない事とします。   

    

②環境目標、その他   

 ワーキンググループで、多数の視点からの検討により新しい課題の発見、取組方法の検討   

 を行い、マンネリや停滞を防止します。   

 また、各ワーキンググループ活動への参画等を通して、当事者意識を持たせることで   

 社員各人の環境意識を高めて行きます。   

                          

中長期における活動の俯瞰的概観・ビジョン 

  

    

①二酸化炭素、廃棄物、排水量の三本柱の削減は引き続き、活動の中心に置きます。   

    

②エコプロジェクト会議、ワーキンググループの活動等を通じ、環境改善と人材育成、   

  いきいきとした職場づくりを行います。   

    

③地域活動及びCSR活動を通じて、近隣地域への貢献を強化します。   

    

④活動項目を更に抽出し、PDCAを回して力強い活動を推進・社内定着を図ります。   

    

⑤手つかず、進捗が遅い活動項目は『50点主義』で直ちに着手します。   

                          

評価者 

代表取締役 兼 執行役員社長  福本 彰 



10.おわりに 
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エコアクションの認証を受けてから9年が経ちました。 
環境への取組はダイオ化成の体質として自然に組み込まれていくように、
今後も一人一人の力を積み上げていきたいと考えております。 

環境活動レポート 2016年度 
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発行者 〒104-0044 
      東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13階 
           ダイオ化成株式会社 
 
     ご意見、お問い合わせは下記までお願い致します。 
             エコアクション21事務局 担当：谷川 
              TEL 0538-42-4133 
              FAX 0538-43-4134 

 
ダイオ化成ホームページ 

             http://www.dionet.jp 

袋井工場の仲間たち 掛川工場の仲間たち 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。 

ダイオ化成のエコアクションは、まだまだ続いて行きます。 


