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環境活動報告
環境問題は、全世界的な課題となっています。
企業活動においても、環境保全に積極的に努力するよう
求められています。大正製薬グループでは、商品の研究
開発、生産、廃棄、流通、販売までの企業活動全般にわたっ
て、環境に配慮した事業活動を推進しています。
これからもグループ一丸となって、持続可能な循環型社
会の実現と自然環境との調和をめざして、様々な環境活
動に取り組んでいきます。

p.29～43

環境経営範囲：大正製薬本社、北日本支店、北日本支店 札幌事業所、中
日本支店、中日本支店 金沢事業所、関西支店、中四国支店、中四国支店 
四国事業所、九州支店、横浜事業所、沖縄事業所、3工場（大宮、羽生、
岡山）、総合研究所、5物流センター（広島、仙台、横浜、大阪、福岡）など、
大正製薬グループ会社のうち、大正富山医薬品（支店傘下のオフィスは含
めていません）、目白興産、大正製薬物流サービス
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環境活動報告

環境負荷の全体像

環境活動の考え方の基本は「インプット」「アウトプッ
ト」の削減であり、物質・水・エネルギー各々について
設備・運用方法の改善、排出物の有効利用などを行い、
改善を図っています。
重要取り組み課題は【二酸化炭素排出量の削減】【廃棄

物最終埋立処分量の削減】であり、環境活動もこの2つ
に重点をおいて実施しています。

環境負荷について
●二酸化炭素排出量の削減
　（地球温暖化防止対策）
　地球温暖化防止のために二酸化炭素の削減が世界的な課題
になっているため重要課題に選定
●廃棄物最終埋立処分量の削減
　廃棄物の最終埋立処分場が逼迫している日本では、廃棄物
の削減が大きな課題となっているため重要課題に選定

重要取り組み課題

研究開発から生産・物流・販売に至るまでの、様々な原材料・水・エネルギーなどの資源投入が与える、
環境への影響を定量的に把握しています。

● 環境負荷の全体像

再利用

物質 事業内廃棄物：リサイクルの推進

排気：排出抑制・有効利用促進

エネルギー（物流・販売関連含む）：
省エネルギー推進

（容器包装リサイクル法に従って再生利用）

環境活動推進インプット

容器包装リサイクル法の
対象になる材料

研 究

生 産

物流販売

アウトプット

●原料：  17,875 トン
●材料： 74,638 トン
 （2012年度実績）

●事務用品（コピー紙）：  120.1 トン

水：排水の有効利用推進

●地下水： 59.0 万m3

●工業用水： 2.0 万m3

●上水道水（生活用水）： 27.1 万m3

●中水（雨水）： 0.5 万m3

●電気： 6,824 万kWh
●都市ガス： 820 万m3

●LPG： 794 m3

●A重油： 1,312 kL
●再生可能エネルギー
　（太陽光発電、風力発電）： 7,743 kWh
●ガソリン： 1,845 kL
●軽油： 1,748 kL

●総排出量：  6,224 トン
◆最終埋立処分量： 18.6 トン

市場における
容器包装廃棄物
●販売実績値（重量）※： 74,638 トン
 （2012年度実績）

排水：有効利用推進

●公共用水への排水：  6.0 万m3

●下水道への排水：  54.2 万m3

●BOD（生産・研究）： 41.5 トン

●NOx（生産・研究）：  18.5 トン
●NOx（販売・輸送）：  47.1 トン
●SOx（生産・研究）：  0.5 トン

●二酸化炭素
◆エネルギー起因：  4.8 万t-CO2

◆物流・販売起因：  0.9 万t-CO2

※容器包装リサイクル法の対象となる容器包装のみ

●冷却排水： 3,365万m3

●材料： 一部再利用
●排熱： 一部再利用
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地球温暖化防止

二酸化炭素の排出抑制

二酸化炭素は地球温暖化の主要な要因物質であり、その排出量を削減することは世界的な課題となっています。
大正製薬グループでは、下記の目標を掲げ、省エネルギー活動を中心に取り組んでいます。

2011～2015年度における“全社のエネルギー消費原
単位の推移”と“埼玉県内事業所の二酸化炭素排出量の推
移”をグラフにまとめました。
2013年度は、全社のエネルギー原単位が対前年度比

で5.7％悪化し、2011～2013年度の平均で2.3％の悪
化となり、現在のところ目標に届かない状況です。生産
額の減少の影響により工場におけるエネルギー効率が低
下したこと、生産関連倉庫に空調設備を新設したこと（製
品倉庫・2012年度、危険物倉庫・2013年度）、製造時
に熱エネルギーが追加的に必要となるシュリンク製品が
増加したこと（2013年度）などが主な原因です。
一方、県内事業所の二酸化炭素排出量については、前

年と同等であり、基準年度比で10.6％の削減、2011～
2013年度の平均で10.9％削減となり、目標を達成して
います。燃料転換（Ａ重油→都市ガス：羽生工場・
2008年度）、冷熱源設備の高効率化（大宮工場・2012
年度、ほか）、照明器具のLED化（大宮工場、総合研究所・
2013年度）、節電への取り組み（全事業所・2011年度
以降）などがCO2排出量削減に寄与しました。今後も省
エネルギーや節電を推進し、２つの目標をともに達成で
きるように努めます。

■省エネルギーの推進
ハード、ソフト両面から省エネルギーに取り組んでい

ます。2012年度に冷凍設備（2台）の高効率化を行うな
どで大型のハード施策を実施したため、2013年度は、
ソフト面を中心に取り組みを実施しました。節電に繋が
るものを中心に取り組み、具体的には空調設備、照明、
冷蔵庫などを見直して、製造設備運転方法の適正化（ロ
スの削減など）を実施しました。
なお、それ以外に従来から実施している「クールビズ」

「環境省のライトダウンキャンペーンへの参加」「省エネ
パトロール」なども継続実施しています。

※基準年度は2002～2004年度であり、3年間の平均値を基準値とする。

① 2011～2015年度の全社エネルギー消費原単位※を、年平均
で1％以上低減する
② 埼玉県内事業所の二酸化炭素排出量を、2011～2014年度
の平均で基準年度※比6％、2015～2019年度の平均で同
15％削減する

目　標

● 全社のエネルギー消費原単位（対前年度比）の推移
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※ 基準年度の排出量は未検証の暫定値。そのため、基準値の修正により、
各年度のデータが修正となる可能性があります。

● 埼玉県内事業所の二酸化炭素排出量（対基準年度比）の推移
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● 2013年度に実施した主な省エネルギーの施策
施策

大正製薬全社

①空調機の停止、設定温度の見直し
②照明の部分消灯、蛍光管の間引き
③冷蔵庫の集約・台数減少
④クールビズの実施
⑤ 環境省のライトダウンキャンペーンへの参加

生産・物流部門

⑥照明のLED化
⑦空調設備運転方法の見直し
⑧コンプレッサー設定圧力の変更
⑨真空ポンプ運転時間の見直し
⑩省エネパトロール、節電パトロールの実施

用語解説
※　エネルギー消費原単位：
①大宮工場（総合研究所含む）：エネルギー使用量÷（生産額×延床面積）
②岡山・羽生工場：エネルギー使用量÷生産本数
③事務系事業所：エネルギー使用量÷延床面積
さらにこれらの値を、①、②、③の各エネルギー使用量の構成比率で加重
平均したものが、エネルギー消費原単位
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輸送に係る環境負荷低減

■ 輸送時のエネルギー効率改善
～「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ
法）」の“荷主の義務”への対応～
年間輸送量は3,000万トンキロ以上であり、省エネ法

で規定されている「特定荷主」に該当しています。そのた
め、省エネルギー推進の義務があり、2013年度にはモー
ダルシフト（輸送手段を環境負荷が小さい方法に変更す
る取り組み）の推進、燃費の改善などの改善施策を実施
しました。
その結果、エネルギー使用原単位（輸送量原単位）を前

年度比で2.6％改善することができました（過去5年間の
年平均では、2.3％改善）。

■モーダルシフトの推進
輸送時のエネルギー効率改善のために、モーダルシフ

トを推進しています。各輸送手段のエネルギー消費量は、
「鉄道＜船舶＜トラック」という関係になっているため、
2013年度も
① トラック → 鉄道
② 船舶 → 鉄道

というように輸送手段を変更し、エネルギー使用量の削
減をめざしました（実施内容は、右表のとおり）。限られ
た区間に関してモーダルシフトを行ったため、対象外の
区間の輸送量の増加などにより「トラック、船舶の輸送
割合減少、鉄道の輸送割合増加」という結果にはなりま
せんでしたが、確実に輸送エネルギーの削減に貢献して
います。モーダルシフトは輸送時のCO2排出量削減のた
めの有力な手段ですので、今後も継続して推進していく
予定です。

■燃費の改善
輸送トラックの燃費改善によるエネルギー使用量の削

減を推進しています。
2013年度は、トラックによる支店供給輸送（4,550万

トンキロ分）に関して、輸送業者と相談の上で燃費の改善
を進めました。その結果、5.0％燃費を向上させること
ができ、エネルギー原単位の改善に大きく寄与しました。

■輸送ルートの見直し
輸送ルートを見直す（短縮する）ことで輸送距離を削減

し、エネルギー使用量の削減を図っています。

輸送時の環境負荷低減

輸送に係る環境負荷低減は重要な課題です。したがって、大正製薬でも「輸送時のエネルギー効率改善」や
「輸送資材の削減」などに努め、輸送時の環境負荷低減を図っています。

2013年度は、短縮可能なルートを見つけることがで
きませんでしたが、今後も輸送ルートの見直しを継続し、
エネルギー使用量の削減を推進します。

■ 輸送資材の削減
～段ボール使用量の削減～
製品輸送用段ボール（使い捨て）を折り畳み式コンテナ

（繰り返し使用）に変更することで、段ボール使用量の削
減を図っています。
2013年度は、納品店舗の都合により折り畳み式コン

テナの使用量が前年度に比べて約2,300枚減少しました。
ただし、段ボール削減率は4.8％であり、第２次環境基
本計画で目標としていた「削減率4％以上」を今も維持し
ています。

●トラック→鉄道
羽生工場→中日本支店（名古屋）
岡山工場→九州支店（福岡）　の輸送について実施
●船舶→鉄道
大宮工場→北日本支店札幌事業所
羽生工場→北日本支店札幌事業所　の輸送について実施

2013年度に実施したモーダルシフト

● 輸送に係るエネルギー使用量および使用原単位
年度 2009 2010 2011 2012 2013

エネルギー使用量
（原油換算）（kL） 3,164 3,080 3,096 2,934 2,960

エネルギー使用原単位
（L/トンキロ） 0.0376 0.0356 0.0354 0.0352 0.0343

前年度比
（各年度）（%） －3.3 －5.4 －0.4 －0.5 －2.6

前年度比
（5年度間平均）（%） －2.3

● 製品輸送量
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持続可能な循環型社会の構築

廃棄物取り扱いの適正管理

循環型社会では、「3R戦略」の構築が求められています。大正製薬では、廃棄物の排出抑制とともに、
適正な循環利用を促進することで埋立処分量の削減に努めています。

■廃棄物処理に関するルールの策定
廃棄物処理法を、順法性の観点からより確実なものと

するために、全社廃棄物管理体制を整え、全社廃棄物統
括管理責任者を選任するとともに、各事業所（14事業所）
に廃棄物管理責任者および廃棄物管理担当者を置き、系
統立てた廃棄物管理ができる体制を整えました。また、
『産業廃棄物等管理規程』および関連する要領を定め、廃
棄物管理の適正化を図っています。またこれらの管理体
制のなかで、最終埋立処分量の削減等も実施しています。

■廃棄物処理委託時の誤廃棄防止対策
大宮工場から排出される廃棄物の処理委託時の誤廃棄

を防止するため、廃棄物の分別チェック体制を整備して
います。具体的には、廃棄物ストックヤードへ持ち込ま
れる際に、決められた分別になっているかを、全数チェッ
クすることで誤廃棄を防止します。

■運搬業者への運搬委託
運搬業者へ廃棄物を引き渡す際に、再び全数チェックし、

適正に分別されていることを確認後、運搬委託します。

『産業廃棄物等管理規程』に基づく、廃棄物対応状況点検、各事
業所における廃棄物管理自己点検を継続し、廃棄物処理業務の
適正化を図る

目　標

● 運搬業者への引き渡し手順

● 廃棄物の最終埋立処分量

● 全社廃棄物管理体制（概念図）

1. 廃棄物の量を集計
廃棄物ストックヤードに搬入された廃棄物を計量する。

2. 引き渡し量等の記録
廃棄物の種類ごとに、

「廃棄物ストックヤード受け入れ時チェックシート」に、
日付、時間、部署名、数量を記入する。

環境推進統括部担当者が外観チェック、分別状況の確認を行い、記録する。

3. 廃棄物運搬業者への引き渡し
環境推進統括部担当者が再び外観チェック、分別状況の確認を行い、

結果を記録する。業者ごとに、「業者払い出しチェックシート」に、
日付、時間、数量、判定結果を記入し、廃棄物を引き渡す。
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（トン）　■ 埋立処分量

仕組みづくり・ルール
伝達改善点の指示
フィードバック

仕組みづくり

環境推進統括部

廃棄物統括管理責任者
【全社の廃棄物管理の統括責任者】

廃棄物対応状況点検要領

事業所

廃棄物管理責任者
【事業所の廃棄物管理の統括責任者】

廃棄物管理担当者
【事業所の廃棄物管理の実務担当者】

廃棄物管理自己点検シート記入要領

廃棄物管理自己点検シート

廃棄物分別マニュアル等

産
業
廃
棄
物
等
管
理
規
程

双方向
コミュニケーション

運搬委託風景
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生物多様性保全

LIME2※（被害算定型環境影響評価手法）は、事業活動
のために消費された資源や排出された化学物質などが、
人類社会と生態系に対してどのような影響を与えるかを
係数化しています。生物多様性への影響は、「生体毒性」「土
地利用」「資源消費」「廃棄物」の影響領域におけるダメージ
を定量化し、絶滅危惧種（レッドリスト）の絶滅リスクが
どれだけ増加するのかを表す絶滅種増分期待値（EINES）
を算出します。
事業活動に伴う物質の入出力を、絶滅危惧種への影響

という直接的な指標として定量的に把握することができ
ます。
今後、このプログラムを利用して、事業所が消費する

電力を含むエネルギーや、排出する化学物質、廃棄物（評
価事業プロセスからの排出の評価）や製品原材料として
投入される資源が、採掘から原材料として供給されるま
でに与えた環境影響（製品原材料投入資源評価）を定量的
に行い、評価していきます。

生物多様性の評価

事業活動が生物多様性に与える影響の指標化を検討しています。
さらに、社内教育の推進やNPO法人への参加などにより、生物多様性の保全に取り組んでいます。

　社内で毎年2回実施している環境月間（7月：夏の環境月間、
2月：冬の環境月間）では、イントラネットを利用したクイズ
形式の問題を出題しています。そのなかで「生物多様性」に関
わる問題を出題し、回答後に示される解説を従業員が読むこ
とで、「生物多様性」をはじめ、その他の環境関連事項に関し
て認識が高まる工夫をしています。

●夏の環境月間・環境クイズ出題例（『環境クイズ2014』より）
Q10. 国際自然保護連合（IUCN）は、絶滅の危機にある生物の

情報を載せた「レッドリスト」の最新版（2014年6月12
日発表）に、日本に生息する生物を発表しました。その
生物はどれでしょう。 
　①ニホンウナギ 
　②ウチダザリガニ 
　③日本メダカ

A10. ①
〔解説〕
日本では、ニホンウナギの数が著しく減っているとして、
2013年2月1日に環境省のレッドリストで、情報不足
（DD※）から、絶滅危惧IB類（EN※）へカテゴリー変更が
行われ、本年6月12日に、「近い将来における野生での
絶滅の危険性が高いもの」に指定されました。

※DD：Data Defi cient　EN：Endangered

社内イベントでの環境教育

中学生とのコミュニケーション～職場体験受け入れ～
大正製薬大宮工場では、近隣の中学校より、毎年数名の生徒

を受け入れています。環境部署での職場体験では、はじめに座
学形式で、環境部署の業務全般の話や環境活動として「生物多様
性」「廃棄物の3R」「地球温暖化防止」に関する大正製薬の取り組
みの話をしました。
次いで、廃棄物ヤードの見学、また環境部署の数多くの分析

業務のうち「水の分析」を選定し、サンプリング・分析・データ
解析などを体験してもらいました。
分析業務をより身近に感じてもらうために、水の分析サンプ

ルは、各自の家庭で採取した水道水を使用しました。また安心
して飲める水道水ができるまでの過程や苦労も理解してもらえ
ました。このような形の職場体験は、今後も継続して実施する
予定です。

TOPICS

中学生職場体験（2013年9月10～12日　6名）

用語解説
※　LIME2：
（Life-cycle Impact assessment Method based on Endpoint 
modeling：被害算定型環境影響評価手法）
疫学、気象学、保全生物学、保険統計学等の自然科学的知見と環境経済学、
社会学、心理学等の社会科学的分析結果に基づく評価手法です。
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使用する物品および製品の環境配慮

■インターネット購買システム
2005年度から消耗品のインターネット購買システム

を導入しています。購買カタログには、環境に配慮した
製品が優先的に掲載されており、グリーン購入の推進に
繋がっています。

■自動車のグリーン購入
大正製薬、大正富山医薬品の営業活動で使用している

営業社有車は916台（2014年3月末現在）で、順次低公
害車への切り替えを進め、2011年度に全ての営業社有
車が「排出ガス2005年の認定基準75％以上削減」となり
ました。
2008年度からは、一部にハイブリッド車を導入し、さ

らに2013年度からは主力であったティーダラティオ
（1500cc）をより排気量の小さいラティオ（1200cc）に入
れ替えるなど、燃費の向上を図っています。今後は、エ
コドライブの実践などで、さらに環境負荷を低減してい
きます。

■環境に配慮した製品の設計
製品使用後の容器・包装は、廃棄物となった段階で環

境負荷が発生します。それを軽減するために、環境負荷
の少ない製品の設計について検討しています。

■容器包装リサイクル法への対応
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品

化を委託することで、事業者としての義務を果たして
います。
2013年度の再商品化委託金額は、ガラスびん、紙製

容器包装、プラスチック製容器包装、ペットボトル、合
わせて計1億137万円でした。
素材ごとの再商品化委託金額は、「公益財団法人日本

容器包装リサイクル協会」のホームページでも公表されて
います。

環境にやさしい商品の購入（グリーン購入）

製品の環境対応

環境への負荷の少ない物品の選定および購入、環境への負荷が少なくなる製品設計に努めています。
さらに最終的に廃棄される容器包装についても、法規制に則った対応をしています。

● 営業社有車のグリーン購入の割合 （2014年3月末現在）
台数 割合

総台数 916 －
排出ガス 2005年認定基準 916

100.0％
75％削減（新☆☆☆☆）ハイブリッド 38
75％削減（新☆☆☆☆） 878
50％削減（新☆☆☆） 0

その他 0 0％

●  営業社有車のハイブリッド車（プリウス）／
低燃費車（ラティオ）導入率
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● 2013年度の再商品化委託金額

容器の種類

ガラスびん
紙製容器包装

プラスチック製容器包装
ペットボトル

委託金（清算後） 1億137万円

今後の主力となるラティオ

ハイブリッド車・プリウス
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環境コミュニケーション

環境情報の提供、地域社会との交流、環境展示会への
参加などを行い、双方向コミュニケーションを図ってい
ます。
2013年度は、「さいたま市環境フォーラム」にブース

出展したほか、埼玉県が主催した「ストップ温暖化
SAITAMAフェア＆こどもエコフェスティバル」にも
ブースを出展しました。

外部との双方向コミュニケーション

各種環境展示会への出展や環境に関する集合教育や「環境ホームページ」での情報発信など、
社内外での環境コミュニケーションに取り組んでいます。

第13回さいたま市環境フォーラム
（2013年10月11・12日）

ストップ温暖化SAITAMAフェア＆こどもエコ
フェスティバル（2013年11月30日）

■環境コミュニケーションの実施状況
製薬団体の環境関連委員会や素材リサイクル団体とも

連携して、環境活動を推進しています。

●日本製薬団体連合会　環境委員会
●日本製薬工業協会　環境安全委員会
●日本OTC医薬品協会　環境委員会
●公益財団法人　日本容器包装リサイクル協会
●ガラスびんリサイクル促進協議会
●さいたま市環境保全委員会
●企業と生物多様性イニシアティブ
●日本経団連生物多様性宣言推進パートナーズ
●生物多様性民間参画パートナーシップ
●NPO活動法人　アースウオッチ・ジャパン

大正製薬が関わっている各種団体

● 環境コミュニケーションの実施状況
実施した活動 具体的な活動内容

大正製薬のエコレポート 工場見学者などに配布

エコ展示 大宮工場の見学者通路に設置（製剤2
号棟）

環境展示会等への参加
さいたま市環境フォーラム、ストップ温
暖化SAITAMAフェア＆こどもエコフェ
スティバルにブース出展

業界団体への参画

日本製薬団体連合会、日本製薬工業
協会、日本OTC医薬品協会の環境関
連委員会の運営に参画し、連携して環
境活動を推進

リサイクル団体への参画 ガラスびんリサイクル促進協議会に加
入し、リサイクルを促進

■全社共通基礎教育〈環境編〉
2010年度より、全社的な基礎教育のレベルアップと

して、社員の基礎能力の底上げおよび各部署の組織向上、
業績向上に繋げることを目的として、毎月、継続的に教
育を実施することになりました。そのなかのテーマの1
つが「環境活動」になっています。2012年度からは、全
社に共通したテーマのほか、部門ごとに関わりが強い
テーマを選定しました。社員の一人ひとりが環境に対し
て高い意識をもって行動できるような教育を行っており、
その効果も少しずつ見られるようになっています。

環境教育・社内コミュニケーション活動

● 全社共通基礎教育〈環境編〉
年度 テ　　ー　　マ

2010 環境活動は身近な資源節約から～印刷・コピー用紙
を例に環境問題を考える

2011
資源節約や節電活動について、これまでの活動から
気づき得たことは何か
そしてそれを今後の活動にどう生かすか

2012

〈共通テーマ〉
節約・節電について、これまでの活動を振り返り、新
たな環境活動に繋げる
〈部門別テーマ〉
本社・支店：資源節約、節電
生産部門：上排水、リスク管理
研究所：廃棄物管理

2013

〈共通テーマ〉
資源節約活動の成果と総括
〈部門別テーマ〉
本社・支店：廃棄物（ゴミ）
生産部門：環境不祥事事例
研究所：地球温暖化の現状とCO2排出量の削減への
取り組み
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九州支店（2013年5月23日）

物流 製剤1部 品質試験センター

羽生工場 製剤5部 岡山工場

■集合研修
生産部門では、ISO14001の仕組みに従って、各工

場で作業者全員に対して環境教育を実施しています。
事務部門におきましては、本社のエコ・マナー委員会

のなかで、後で述べます「環境月間」のイベント「あなたは
エコピープル※？」の結果について、詳しく紹介しました。
支店におきましては、継続して環境教育を実施してい

ます。2013年度は、5月に九州支店（福岡）、6月に中四
国支店（広島）、11月に北日本支店札幌事業所、1月に北
日本支店（仙台）で環境に関する教育を実施しました。前
年度に続き、資源循環として「水に関する話」を盛り込む
ことで、身近なもので従業員に環境への関心をもっても
らう工夫をしています。今後も環境教育を継続的に実施
し、従業員の環境意識の向上に努めていきます。

■環境月間
2002年度より毎年2月を、さらに2009年度より7月

を環境月間と定め、環境に関する様々な活動を行ってい
ます。
2013年度の「冬の環境月間～2月」では、前年度に引

き続き、全社の取り組みとしてイントラネットを利用し
た「あなたはエコピープル？」を実施しました。
この検定と同等の問題を作成し、従業員に回答しても

らいました。参加者の回答を分析した結果、当社グルー
プ従業員の環境関連知識は、eco検定受験者とほぼ同等
であるという結果になりました。『あなたはエコピープ
ル？』は、今後も継続的に実施していく予定です。
「夏の環境月間～7月」では、生産本部において、環境
活動の自主性を高める目的で、職場ごとに独自に環境活
動を考え実践するという取り組みを行いました。 
一例として、職場で「環境キャンペーン」を展開し、社

内や家庭での環境活動推進やエコ通勤を奨励する活動、
グリーンカーテンなど、職場が一体となり環境意識を高
めていく取り組みが行われました。

●環境クイズ
●省エネパトロール
●通勤ノーマイカーウィーク（年2回）
●ライトダウンキャンペーン（夏至の日、クールアース・デー）
●「あなたはエコピープル？」
●職場ごとの独自の環境活動

2013年度に実施した環境月間の取り組み

● 2013年度部署独自の取り組み－1（2013年7月1日～9月3日）
【生産部門】参加人数：881人（家族の方の参加協力含む）

用語解説
※　エコピープル：
“エコピープル”とは、東京商工会議所などで、毎年2回実施している環境
社会検定試験（通称：eco検定）～社会と環境を考える“人づくり”あるいは
“持続可能な社会”の促進をめざしたもの～に合格した人の呼称です。
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本社

総合研究所

大正製薬の各事業所の活動
大正製薬は、本社をはじめ、5つの支店、その傘下の3つの事業所、そして3つの工場、総合研究所のほか、営業所、
物流センターが国内にあります。今回は、本社および生産系の事業所を中心に、環境に関わる活動の一部をご紹介します。

羽生工場

省エネ法では、建屋に関するエネルギー使用の原単位を、前年度比１％削減の努力義
務が求められています。大正製薬では、全社を3つに分けて、
①大宮工場（含む総合研究所）
②ドリンク剤専用工場（羽生工場および岡山工場）
③事務系事業所（本社、支店等）

の原単位を算出しています。
昨年度の結果では、全社を総合すると5.7％の増加となってしまいましたが、③の事務

系事業所では、消費エネルギー量を延床面積当たりで示した原単位が、“前年度比
90.9％”と9.1％もの削減を達成できました。これも本社をはじめ各事務系事業所におい
て、ポスター掲示の啓発などによって、空調温度の管理、無駄な照明の消灯、エレベーター
を使わない移動などの地道な活動成果の表れだと思います。

私は研究所の節電責任者として、夏場は日々デマンド監視モニター（研究所の使用電
力量をリアルタイムで監視できるシステム）とにらめっこの毎日です。真夏のピーク時
は一斉に冷房を運転するため、目標電力量を超えそうになることがたびたびあり、その
たびにハラハラドキドキします。東日本大震災直後に比べれば、節電もかなり緩くはな
りましたが、それでも、二酸化炭素排出量削減というもうひとつの目標も合わせ、毎年
研究所では定着節電に加え、週１回の節電パトロールや照明のLED化、空調機稼働時間
の短縮などにも取り組んでいます。

新研究棟アトリウムは2階から4階までの吹き抜け構造で、ガラス張りの屋根から太陽
光を直接取り込む構造となっています。板張りのフロアには天然木でできたテーブルと
イスが配置され、外来者との面談や研究員同士の打ち合わせなどで、人気のスポットで
あり、研究所のシンボル的存在です。その反面、夏場はその構造ゆえに室温が急上昇し、
節電面では大変苦労させられています。そこで、東日本大震災以後毎年、夏場にはガラ
ス屋根に昔ながらのヨシズをかけることで、快適な空間をつくると同時に、総合研究所
の風物詩にもなっています。

「エネルギー消費原単位を9.1％削減」
エコ・マナー委員会事務局

「研究所の節電責任者として」
研究総務部　施設Ｇ　神山忠義

「天然木のテーブル・イスとヨシズで快適空間」
研究総務部　施設Ｇ　渡辺忠志

羽生工場は1997年8月に竣工したドリンク剤工場で、東日本エリアの生産・流通拠点
です。羽生工場では、2010年度の冬期・夏期の最大電力をベースに、冬期・夏期ともに
－５％の節電目標を立て、水処理設備のピークシフト施策（夜間運転）などによる節電の
取り組みを、今年度も継続して実施しています。
また、全社規模で取り組んでいる「夏の環境月間」では、羽生工場独自の環境活動として、

2011年から家庭で実践できる節電対策に取り組んできました。今年度は、エコドライブ
チェックシートを作成、社員に配布し、通勤や外出で運転をする際にエコドライブ意識
の向上を図っています。
今後も社内および家庭を含めた環境活動に、積極的に取り組んでいきたいと考えてい

ます。

「家庭も含めた積極的な環境活動」
工場事務Ｇ　大澤正義

啓発用のポスター類

研究総務部　施設Ｇ　神山忠義

研究総務部　施設Ｇ　渡辺忠志

工場事務Ｇ　大澤正義
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大阪物流センター

大宮工場

岡山工場

昨年12月に竣工し、本年1月より稼働を開始した大阪物流センターは、関西の玄関口、大阪国際空港（伊丹空港）に隣接した場所に立
地し、交通アクセスも良好です。
環境への取り組みに関しましては、まず地域社会の一員として取り組むべく、移転当初より、毎週月曜日始業前に、社屋周辺のボラ

ンティア清掃活動を積極的に行っています。また業務上は、作業途中で出るゴミについて、廃プラスチック・ビニール系、OA紙やコピー
紙などの紙類、そしてその他の一般ゴミの分別を随所で行っており、意識を高くもち、前向きな取り組みができています。そのほか、
梱包資材の省資源化および環境に配慮した資材の導入も日々追求しています。
全社における当センターの役割の重要性を従業員全員が自覚しており、また環境面においても全社をリードする存在となれるよう、

今後も一丸となって取り組んでいきます。

大宮工場で外用剤の生産を担う製剤5部は、軟膏剤・坐剤を生産する3号館、外用液剤・
リアップを生産する外用液剤棟の2つの建物で生産を行っています。製剤5部では、電力
の削減を目標に、棟別交互生産という生産体制をとっています。これは、通常2つの建物
で生産を行っているところを、一方が稼働している間はもう一方を停止させるという生
産体制です。この形を交互に行い、電力の削減、および夏の電力ピークカットに大きく
貢献することができています。
これからも、日常業務が環境活動に繋がることを認識し、サステナブル活動（持続的発

展が可能な企業活動）を行っていきたいと思います。

岡山工場は1985年に操業を開始して以来、品質はもとより環境に常に問題意識をもっ
て活動しています。
環境活動の一環である省エネ面では、東日本大震災以降より、自主的に節電目標を設

定して、空調機の設定温度見直し、無駄な照明の消灯や間引きなどを中心に日々の取り
組みが全従業員に定着しています。
その他、廃棄物への取り組みとして、収集運搬・処分の委託先を訪れて、実際の作業

を見て感じたことや、工場内で活用できる内容を従業員にフィードバックすることで、従
業員の関心や意識の向上を図っています。また、分別に関しても、繰り返し教育の実施や
表示をわかりやすく工夫するなど、一人ひとりが環境に配慮する活動を心がけています。
今後も、「一人の百歩よりも百人の一歩」をスローガンに、全従業員が一丸となって環

境活動に取り組み、日本一の工場をめざします。

「地域社会の一員として、ボランティア清掃を実施」
株式会社大正製薬物流サービス
大阪支社　業務２部　泉 康治

「交互生産で電力ピークカット」
製剤5部　管理G　西村直人／佐藤悠太

「従業員一丸となっての環境活動」
工場事務Ｇ　安東達也

大阪物流センター ボランティア清掃活動

工場事務Ｇ　安東達也

大宮工場
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環境活動の方針、環境行動目標および実績

大正製薬では、環境問題を企業活動における重要課
題のひとつと位置づけ、省資源、二酸化炭素排出量の
削減、廃棄物の削減などに、数値目標を掲げて取り組
んでいます。

環境に関する「基本方針／行動指針」

大正製薬では、環境に関する「基本方針／行動指針」と2011年9月に設定した
第3次環境基本計画（2011～2015年度）に基づいて、環境活動を推進し、年度ごとの取り組み課題を設定しています。

「生活者が納得する、優れた医薬品・関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供し、生活者の健康でよ
り豊かな暮らしの実現に貢献する」という経営理念の下、商品の研究開発、生産、廃棄、流通、販売までの企業活動全般にわたって、
環境と生物多様性に配慮した事業活動を推進します。

〈基本方針〉

1. 環境に関連する法規制及び行政機関、関連する業界団体、地域住民等のステークホルダーとの協定等を順守し、さらに自主的な
管理基準を定め、環境管理レベルの向上をはかる。

2. 限りあるエネルギーと資源を節約し、地球環境の保全に寄与するために、省エネルギー、省資源を推進し、二酸化炭素排出量の
削減に努める。

3. リデュース、リユース、リサイクルの3R推進による廃棄物の削減と責任ある処理を行う。
4. 全従業員に環境情報を提供し、意識向上をはかることにより、各人が広い視野に立って効果的に環境活動に取り組める状況を醸

成する。
5. 関連する製薬団体や素材リサイクル団体等の環境活動に参画し、連携して環境課題に取り組む。
6. 地域社会との調和をはかり、地域環境の維持・向上に積極的に参画する。
7. 環境に関する情報公開に積極的に取り組むとともに、各種環境イベントに参加し、社外とのコミュニケーションを推進する。
8. 環境に関する緊急事態に備え、適切な体制・手順書等を準備し、危機管理体制を整備する。

〈行動指針〉

中日本支店金沢事業所～金沢市主催の環境活動に参画～
中日本支店金沢事業所がある金沢市では、金沢市環境局主催の「金沢エコ推進事業者ネッ

トワーク」が、節電等の取り組みを推進しています。そのなかのイベントとして、昨年6月
の総会で、参加企業数社より節電取り組み状況についての発表があり、大正製薬からも「省
エネへの取組状況について」と題して、金沢事業所内で実施している “蛍光灯の間引き”“扇
風機の利用”など、節電を中心とした取り組みに関する環境活動を報告しました。

TOPICS

環境活動報告のスライド画面（一部）

総会の様子
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● 環境行動目標および実績と今後の取り組み内容
取り組み課題 2013年度目標 2013年度実績 自己評価 今後の取り組み 関連ページ

1. 二酸化炭素排
出量の削減

全社のエネルギー消費原単位※1

を前年度比で1％以上低減する

•全社で5.7％増加
　　大宮工場（総合研究所含む）：
　　8.8％増加
　　岡山・羽生工場：2.0％増加
　　事務系事業所：9.1％減少

• 大宮工場および羽生工場
の冷熱源設備の更新（高
効率化）

• 全工場への太陽光発電装
置の導入

p.31埼玉県内の事業所（大宮工場、
総合研究所、羽生工場）の二酸
化炭素排出量を、2011～2014
年度の平均で、基準年度※2比で
6％削減する（目標排出量：
39,396トン）

•37,484トン（10.6％削減）

2. 廃棄物取り扱
いの適正管理

『産業廃棄物等管理規程』に基づ
く、環境推進統括室による廃棄
物対応状況点検、各事業所にお
ける廃棄物管理自己点検を継続
実施し、廃棄物処理業務の適正
化を図る

• 廃棄物対応状況点検：14事業所中、
7事業所で実施

• 各事業所における廃棄物管理自己点
検：全14事業所で年2回（上期、全期）
実施

• 廃棄物セミナー：7事業所で実施

• 廃棄物対応状況点検と廃
棄物管理自己点検の継続
実施

• 各事業所での廃棄物セミ
ナーの継続実施

p.33

3. 環境に配慮し
た物流業務の
推進

輸送に伴うエネルギー消費原単
位を2015年度までに年平均で
1％以上低減する

• 前年度比で、2.6％低減
　　前年度：0.0352L/トンキロ
　　今年度：0.0343L/トンキロ
　年平均（5年間）で2.3％低減

• 幹線輸送（工場→支店輸
送）におけるモーダルシ
フトの推進

　－輸送ルートの見直し
• 運送業者との協力による
輸送エネルギーの削減

　－燃費の改善　など

p.32

4. 環境活動の指
標化

選定したツールを利用して、企
業活動の環境影響を評価し、自
社の活動の適正状況を把握・公
表する

• 既存評価ツールを利用して、自社の
活動を数値化し、社会・環境活動報
告書で公表（5年をひとつの期間とし
て効率を評価）

　－ LIME2：2008年（基準年）に対して、
2012年も環境効率は向上

　－ JEPIX：2008年（基準年）に対して、
2012年は温室効果ガス排出量お
よび廃棄物埋立量の減少により、
環境負荷量は減少

• 各ツールの特徴を生かし
て自社の環境活動への取
り組みを評価

• 都度、社会・環境活動報
告書で公表

p.42

5. 環境リスクマ
ネジメントの
推進

外部に影響を与える環境リスク※３

の発生をゼロにする
• 外部に影響を与える環境リスクの発
生：0件

• 環境リスクに対する管理
運用方法の見直し

• 内部環境監査への環境リ
スク監査の導入

• 環境リスク教育の実施

p.43

6. 社内コミュニ
ケーション

全社共通基礎教育のなかで環境
活動を取り上げ、社員の基礎知
識のさらなるレベルアップを図る
「教育内容の理解度」「環境に対
する意識の変化度」「教育の必要
性」について、「－2点」～「+2
点」の5段階で評価
各項目「+1.0点」以上を目標

• 2013年10月に全社共通基礎教育の
一環として環境教育を実施、効果を
確認

• 2014年度も継続実施 p.36

全社で行う環境月間のイベント
や、支店で行う環境教育などの
集合教育を通して、社員の環境
意識を高める

• アンケート方式の教育効果確認を実施
　　 生産本部、支店においてそれぞれ

目標値を決めて実施→目標達成
• 双方向コミュニケーションの工夫で、
参加率アップ

• 節電や資源使用量の削減
など、身近でできる環境
活動の実施

p.37

7. 社外コミュニ
ケーション

社外との双方向コミュニケー
ションを推進する

• 社会・環境活動報告書の発行（10月）
• 環境展示会への出展（10月、12月）
• 外部団体の環境活動への参画
• 大宮工場における市内中学校からの
職場体験受け入れ（9月）

• 社会・環境活動報告書の
発行

• 外部環境イベントへの参
加

• 外部団体の環境活動への
参画　などを継続

p.36

※1　 全社のエネルギー消費原単位
大宮工場（総合研究所含む）：エネルギー使用量÷（生産額×延床面積）　　岡山・羽生工場：エネルギー使用量÷生産本数
事務系事業所：エネルギー使用量÷延床面積　　

※2　2002～2004年度の平均二酸化炭素排出量（大宮工場、総合研究所、羽生工場の合算、41,912トン）
※3　 顕在化した際に著しい環境影響をもちうる事故および緊急事態の影響と、それらが顕在化する確率を掛け合わせた結果、一定以上の大きさを有

する事象

自己評価 取り組みが進み、十分な
成果が現れている

取り組みが進み、成果が
現れている

取り組みを進めているが、
なお一層の努力が必要



42 大正製薬ホールディングス株式会社　社会・環境活動報告書 2014

環境活動報告

環境活動の指標評価

事業所が消費する電力を含むエネルギーや排出する化
学物質、廃棄物（生産プロセス）、輸送に関わるエネルギー
や排出する化学物質（物流プロセス）に加え、製品の原料（原
料調達プロセス）、材料（材料調達プロセス）等の投入資源
も加えて環境影響評価を定量的に行い、評価しました。
企業活動がどれだけ効率的に行われているかを環境影

響の面から評価するため下記の計算式により環境効率を
算出し、その向上に努めています。
LIME2により算出された環境影響領域とその環境負

荷構成比は、地球温暖化（39％）、都市域大気汚染（26％）、
廃棄物（16％）、 資源消費（15％）、酸性化（3％）となり、
地球温暖化と都市域大気汚染が7割近くを占めました。
環境効率は、有機溶剤の使用量低減、特定化学物質の大
気への排出抑制、都市ガス使用量の減少により2013年
度も向上しました。

環境効率＝ 事業活動の成果（売上高）／環境影響（LIME2
により算出した環境負荷金額）

L IME2で定義される4つの保護対象「人間健康」「生物
多様性」「社会資産」「一次生産」への影響を、事業のプロ
セス別（生産、物流、材料、原料）に2009年度と2013
年度を被害算定額に換算して比較評価しました。
4つの保護対象のなかで、温室効果ガスの発生が原因

となる「人間健康」（60％）と原油消費、廃棄物の埋立、
二酸化炭素発生が主要原因となる「社会資産」（35％）へ
の影響が大部分を占め、「生物多様性」（3％）と「一次生
産」（2％）への影響は小さいことがわかりました。

LIME2による環境負荷の評価

生物多様性等への影響評価

種類の異なる環境負荷について統合的に把握し、企業活動が環境にどの程度影響を与えているのかを分析・評価
するため、LIME2（被害算定型環境影響評価手法）とJEPIX※（環境政策優先度指数）の2つの指標を採用しました。

※2009年度合計値を100として計算 ※2009年度合計値を100として計算

● 環境効率指標 ● 原単位環境負荷量（相対値）
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JEPIXを利用して、環境負荷量を評価しました。PRTR
の排出量削減による光化学オキシダントの減少、ガスの
使用量低減によるNOxの低減、廃棄物の再生利用拡大
による埋立廃棄物量の減量により、2009年度以降減少
を続けています。

原単位環境負荷量＝ 環境評価ポイント（EIP）／事業活動の
成果（売上高）

JEPIXによる環境負荷の評価

用語解説
※　JEPIX：
（Environmental Policy Priorities Index for Japan：環境政策優先度指数）
温室効果ガスや有害大気汚染物質など種類の異なる環境負荷の量を、環
境影響ポイント（EIP）と呼ばれる単一指標として数値化する、日本におけ
る環境状況に基づく国家の政策優先度評価法です。

どの保護対象においても2013年度は2009年度に比
べて10％程度の被害評価額が減少しました。プロセス
別に見ると、生産プロセスでは、エネルギーの節減や有
機溶剤等の削減、大気への排出抑制、物流プロセスでは
モーダルシフトの推進、材料調達プロセスではガラスび
ん包装資材の減量による効果が表れています。今後は、
これらの保護対象に大きく影響している材料調達プロセ
スの包装資材における環境負荷低減をさらに進めていき
ます。
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環境リスクマネジメントと汚染予防

■環境リスクへの対応組織の整備
2008年度より環境に関する緊急事態に備え、適切な

体制・手順書等を準備し、全社での危機管理体制を整備
する目的で、以下のガイドラインを策定しています。
・「環境汚染特別危機対応ガイドライン」
・「環境汚染特別危機時系列行動計画」
なお、生産本部では、ISO14001のシステムを活用

して、工場ごとに環境リスクに対する体制を整備してい
ます。

■緊急事態への対応訓練の実施
化学物質の漏洩や引火などによる爆発・火災を想定し

た緊急事態の対応訓練を行い、対応方法の習得と問題点
の抽出・改善を継続的に行っています。
生産本部では、毎年、夜間や休日など、暗所・作業者

が少ない状況で緊急事態が発生した場合を想定した訓練
などを実施しています。

■大気汚染、水質汚濁の防止
法規制を遵守するとともに、必要に応じて自主管理基

準を設定し、環境負荷低減を図っています。

■土壌地下水汚染対策
大正製薬大宮工場にて、1999年11月～2000年5月

に実施した工場敷地の土壌調査により判明した、土壌・
地下水汚染については、2001年度より浄化を継続して
実施しています。

■PCB廃棄物の適正管理
PCB廃棄物に関しては、廃棄物処理法やPCB特別措置

法に従って、適正に保管管理しています。保管管理の状
況は定期的に確認し、毎年報告しています。今後、国や
関係機関の処理計画に則り、廃棄処分を進める予定です。
なお、大正製薬本社で保管管理しているPCB廃棄物
（PCB含有機器18台）については、2014年度以降に処理
を開始するための準備をしています。

■化学物質管理
化学物質排出把握管理促進法におけるPRTR対象物質

をはじめ、環境に有害な化学物質については、各種規制
や大正製薬独自の管理手順に基づき、適正な管理および
環境への排出削減に努めています。

※環境データは、当社ホームページにて公開しています。

■審査状況
大正製薬では、2010年度より、工場ごとに認証取得

していた環境マネジメントシステムを生産本部として統
合し、運用を開始しました。2013年度の定期審査では、
1件の観察事項がありました。
また、内部環境監査では、単なる「システム監査」では

なく、パフォーマンスからシステムを見る「パフォーマ
ンス監査」や「環境リスク監査」に取り組んでいます。また、
監査員のレベルアップも図っています。

環境リスクの低減 汚染予防への取り組み

ISO14001の運用状況

環境リスクへの対応については、全社的な体制を整備しています。
また、大気汚染や水質汚濁防止など、環境汚染の予防にも独自の管理基準を設けて取り組んでいます。

● ISO14001審査実施状況

事業所 認証統合
年月 審査年月

指摘事項
軽微不適合 観察事項

生産本部 2011年1月 2013年12月 0件 1件

● 主な指摘事項（観察事項）
事業所 観察事項

生産本部

生産本部で作成されたマネジメントマニュアルでは、部
署の責任と権限を定めている。当該部署が保有している
「部署ミッション」と照合して、整理し、責任と権限をさ
らに明確にしたほうが良い。




