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東 芝 グ ル ー プ
地球環境マーク

東芝グループ 社会貢献活動 人と、
地球と、明日のために

２０１０年 ２月 １８日

株式会社東芝 府中事業所
施設管理部 環境保全担当

東芝グループ環境経営推進体制

（株）東芝 府中事業所の位置づけ

（株）東芝 電力流通・産業システム社 環境経営推進体制（株）東芝 電力流通・産業システム社 組織図

東芝府中事業所 概要

敷地面積 : 655,571m2 建物面積 :358,000m2
従業員数 : 約9,200名

正規従業員：約2,820名
分社会社､ｸﾞﾙｰﾌﾟ独自企業、他：約6,390名

エネルギー年間使用量(H20年実績)
電 力 : 69,253MWh（自家発電分9,512MWh含む）
都市ガス : 5,575km3都市ガス : 5,575km3
水使用量 :284,112t

東芝府中事業所 主要製品

社会インフラシステムの複合事業所

■系統監視制御・保護システム

■発電監視制御システム

電力供給分野電力供給分野

■交通システム

■受配電設備（スイッチギア）

■マイクロエレクトロニクス装置・機器

■産業用コンピュータ機器

交通・産業分野交通・産業分野

東芝エレベーター株式会社東芝エレベーター株式会社

■エレベーター

（国内向、海外向）

標準型、オーダー型

社会インフラシステムの複合事業所

東芝三菱電機産業システム東芝三菱電機産業システム

株式会社株式会社■産業システム

■パワーエレクトロニクス装置

■上下水道監視制御システム

■ビル・道路システム

■放送機器ｼｽﾃﾑ

府中社会ネットワー

上下水・放送分野上下水・放送分野

東芝ディーエムエス東芝ディーエムエス

株式会社株式会社■一般基板

東芝グループ環境ビジョン２０５０

２０５０年のあるべき姿
《地球と調和した人類の豊かな生活》

府中事業所 環境保全基本方針

｢｢調和から貢献へ一歩進んだエコファクトリー調和から貢献へ一歩進んだエコファクトリー｣｣を目指してを目指して

◆事業プロセスにおいて、次の環境配慮活動に取組み、

環境負荷低減に努めます。

•生産設備、動力供給設備等に使用する電気・ガス・削減によるＣＯ2 排出量削減

•整理整頓の徹底による不要物削減、及び廃棄物の３Ｒ推進

•化学物質等の削減 環境関連設備の改善等による環境負荷低減化学物質等の削減、環境関連設備の改善等による環境負荷低減

•資材調達先に対する環境評価・指導実施によるグリーン調達推進

◆地域社会との協調連帯により環境活動を通じて社会に貢献します。

•相互理解の促進のために、積極的な情報開示とコミュニケーションを行います。
•地域社会の環境活動に参画・協力します。
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省エネルギーの推進
エネルギー起源ＣＯ２排出量
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第４次
環境ボランタリープラン
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空調フィルター一斉清掃 プルスイッチ設置

主要施策

・蒸気･圧縮エアーのロス削減
・省エネパトロール定例化
･空調設備，変電所の老朽更新

環境保全活動- 省エネ・化学物質削減
#38A電着・静電塗装ラインの改善

★上塗（静電）焼付乾燥炉

排水処理装置

【 電着・静電塗装ライン 全体像 】

前処理装置

★電着焼付乾燥炉

電着槽

電着後水洗

★脱臭装置

改善項目１
ワンコート電着塗装の採用により
大半の部材は静電塗装不要に
⇒塗料（化学物質）使用量▲５０％

改善項目２
低沈降型塗料の採用により
攪拌頻度の低減が可能となった
⇒ポンプの電気使用量削減

▲22,751kWh/月、▲８１％

コンベア

★脱臭装置

※上塗（静電）塗装装置

◆静電塗装の塗着効率は約４０％
大半の塗料は部材に付着せず
フィルターへ
⇒ほとんどの部材で不要な工程となる

塗料ミスト

部材
フィルター

【 静電塗装イメージ 】 【更新】上塗り乾燥炉用バーナー
変更前 ： 349ｋＷ
変更後 ： 349ｋＷ

【更新】脱臭用バーナー
変更前 ： 349ｋＷ
変更後 ： 523ｋＷ(930kW)

【新設】ホットエアー
変更前 ： なし
変更後 ： 脱臭装置排熱利用

【廃棄】電着乾燥炉用バーナー
変更前 ： 465ｋＷ
変更後 ： なし

（脱臭排熱利用）

改善項目３
脱臭装置の廃熱利用
⇒都市ガス使用量削減

▲5,357m3/月、▲２５％廃熱利用
バーナー数 削減

府中事業所の温室効果ガス削減への取組み

・事業所温室効果ガス排出量の要因分析

・真空バルブ試験におけるSF6ガスから

施策/Measures

・府中事業所における

温室効果ガス排出量削減への取組み

目的/Aim

移
行

試験の改善前試験の改善前/Before/Before

ガス容器（下降してからＳＦ6ガスを充鎮）

改善後改善後/after/after

フロリナート（液体）

＜東京都地球温暖化対策計画書制度＜東京都地球温暖化対策計画書制度 ＞＞

・温室効果ガス排出量 65%削減

(’02～’04年度平均比）

効果/Effect

代替物質への切替

・絶縁媒体の圧空化

出展部門/Section
（株）東芝 府中事業所 スイッチギヤ部/施設管理部
TEL 042-333-2364/2350

SF6ｶﾞｽ雰囲気

東京都より優秀事業場として表彰
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０９年度 廃棄物排出目標 ４,４６８ ｔ

購入・仕様段階まで入り込んだ廃棄物発生抑制

情報提供による削減アイテム支援

イラスト版分別ガイドの掲示

職場リサイクルコーナ（構内300個所）

＜廃棄物分別処理＜廃棄物分別処理 ＞＞

各職場での分別徹底

府中事業所内 リサイクルセンター

２００３年度２００３年度 ゼロエミッション達成ゼロエミッション達成

２００４年度２００４年度 残渣率０．１％以下継続中残渣率０．１％以下継続中

２００９年度２００９年度 木屑を廃棄物ではなく、木屑を廃棄物ではなく、

バイオマス燃料として、リサイクル開始バイオマス燃料として、リサイクル開始

地域協調活動の紹介(1) ～清掃活動～
多摩川清掃への参加
日時：2009年4月12日(日)
内容：府中市主催の地元多摩川河川敷清掃へ

事業所から約100名が参加

事業所周辺清掃活動
日時：2009年5月26日,6月28日，9月9日(就業時間後)
内容：事業所周辺の歩道，植え込み等のゴミ拾い
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地域協調活動の紹介(2) ～イベント参加～
府中市リサイクルフェスタ
日時：2009年6月6日(日)
内容：事業所環境活動の紹介，ｼﾞｭﾆｱ向けﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

実行委員として協力

府中市商工まつり
日時：2009年8月7日(金)～9日(日)
内容：「府中市1万トンごみ減量大作戦」のPR活動

(PRﾃｨｯｼｭ1000個配布，生ゴミ処理機紹介)

府中市ごみ減量推進 街頭キャンペーン
日時：2009年5月30日(土)

内容：「府中市1万トンごみ減量大作戦」のPR活動
(ごみ減量呼びかけ，PRﾃｨｯｼｭ配布，個別収集PR)

府中市リサイクルフェスタ(ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ)
日時：2009年10月31日(土) 約5,000人規模
内容：ごみ減量啓発，ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ，実行委員として協力

地域協調活動の紹介(3) ～見学対応～
小学生環境見学 受入
日時：2009年7月17日，8月5日，10月29日，12月8日，他
内容：ｼﾞｭﾆｱ向けﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布，ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀ，機関車製造現場見学

累計600名以上

小学生PC分解ワークショップ
日時：2009年12月5日(土) PTAへの協力 親子21組参加

内容：ﾊﾟｿｺﾝを実際に分解して、環境やﾘｻｲｸﾙの大切さを学ぶ

モンゴル留学生見学/交流
日時：2009年12月22日(火)
内容：事業所環境活動紹介，機関車製造現場，他の見学

小学生防災キャンプ
日時：2009年8月22日(土)～23日(日)
内容：段ボールの提供，寝床作成，防災意識を学ぶ


