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― 省エネ活動による成果のために、省エネ診断の受診と活用のすすめ ― 

NPO法人静岡県環境カウンセラー協会 

理事長 牧 榮伸 

 

 沼津地区環境保全協議会の皆様には、平素より大変お世話になっております。皆様と共に環境

保全を志す団体の省エネ活動の一端をご紹介申し上げ、ご活用をお願い致します。 

１．省エネパトロール隊員による省エネ診断の実施とは 

  ２５年度に県の受託事業として当会が担当し募集致しました。①中小事業者の方が対象で業種

は問いません。②診断料の負担はなく無料です。③申込みは先着順４５社、ＦＡＸによる手軽な

申込方法でした。④診断内容は施設全体について事業所の方のご案内によりパトロールさせてい

ただき、節約につながること、ムダを省けることなど改善点の指摘・提案と改善方法、改善効果

など専門性を有する環境カウンセラー、エネルギー管理士、省エネ管理者、省エネ普及指導員な

どが視察、報告、ご指導するもので受審事業者様からご好評をいただいております。２６年度も

募集チャンスに受診を！ 

 

〈昨年度の募集チラシ〉 

 

 

２．実施のすすめ 

自社内での検討でも一般的改善は可能ですが、診断で実感することは①「井の中の蛙」であった

り、②「現状を変えることを拒む」傾向が強く、改善や検討を嫌う傾向があります。先ずは拒否
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反応でなく、現状を保守するのでもなく、聞いてみることが大切です。 

③第三者から専門的にみると多くの課題に気づき、経営につながる提案が必ずあります。 

④ある事業者様は８０件の指摘を納得性のあるものと前向きに受け取り、改善を進められ大きな

成果が得られました。 

３．省エネの基本を大切に 

(1)先入観にとらわれず、全員参加で提案、課題、問題点などを持ち場以外も含め自由に申出、意

見として代償も問わず、すべて洗い出す。 

 (2)安全、品質、環境、管理関連事項などすべて関連があること考え洗出しに含める。 

 (3)真剣さ、向き合うこと、本気で取り組むことが必須。 

(4)まとめ、仕分け、決めるとき、進めるときは「やる気」と「三人寄れば文殊の知恵」。 

４．常識的な具体的、考える改善のキーワード、思い当たりませんか。 

点検、整備、計測、記録、デマンドコントロール、電力平準化、変圧器、自然光、天窓、高効率

蛍光灯、セラミックメタルハライドランプ、ＬＥＤ、適正照度、省エネ型機器、設定温度、室外

機、換気扇、センサー、待機電力、適正空気圧、エアータンク、機器過熱、エアー漏れ、インバ

ーター、空運転時間、適正蒸気圧、空気比、ドレン、スチームトラップ、蒸気漏れ、冷凍機冷水

温度、ターボ冷凍機、ヒートポンプ他など、大ヒントです。 

５．聞いて見ようと考えたとき、思いつかないときは診断を受けてみましょう。 
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リコー沼津事業所を訪ねて 

矢崎エナジーシステム株式会社 

高原 金次 

１月１５日午後１時半に、沼津地区環境保全協議会メンバー５名でリコー沼津事業所を訪問しました。

最初に、沼津市本田町のリコー沼津コミュニティホールで会社概要、沼津事業所の概要を説明していた

だき、南プラントの防災設備、トナー充填工程、中央リサイクル市場、安全体感体験道場を案内してい

ただきました。 

 

【会社概要】 

会 社 名 ：株式会社 リコー 

設  立  ：1936 年 2月 6日 

資 本 金 ：1,353 億円 

連結売上高  ：2兆 163億円（2010 年 3月 31日現在） 

連結従業員数：108,500名（2010年 3月 31日現在） 

事 業 内 容 ：複写機、プリンター、ファクシミリ、 

デジタルカメラ、トナー、ＯＰＣ、 

プリンタ用インク・ペーパー、 

リライタブルフィルム、熱転写リボン等 

 

【リコー沼津事業所概要】 

所在地 ：沼津市本田町 16-1 

操業開始：1960年 4月 1日 

従業員 ：約 1700名（パート、派遣、構内外注を含む） 

事業内容：ＰＸＰトナー（複合機トナー）、バーコードラベル（飛行機の荷札タッグ）、 

熱転写リボン（ＦＡＸ用）、サーマルリタイタブル（スーパーのポイントカード） 

取得マネジメントシステム：ISO9001（品質）、ISO14001（環境）、OSHMS（労働安全衛生） 

 

【防災設備】 

地震の際の屋外避難場所に防災倉庫が設置されて、夜間の停電時

を想定して、非常灯は太陽光発電になっており、屋外の誘導灯も

道路両端に埋め込み設置され、太陽光発電式になっていました。 

ここでは、夜間の悪い状況での防災対策が考えられており、 

参考となりました。 
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【トナー充填工程】 

次に、沼津事業所で全世界のリコーのトナー生産の５１％を生産ということで、トナー充填工程に向

かい、工程改善の具体的事例を説明していただいた。 

① まず、トナー充填機の改善として、多品種少量生産への移行に合わせてトナー容器の生産を内製化、 

トナー充填機の小型化、同期化を図り 1個流しの生産方式に改善されています。この結果、成型機

の加熱時間が 1/48、充填機のコストは 1/42、スペースは 1/40、電力量は 1/12となっています。 

 

工程の流れ：①トナー容器成型 → ②インク充填 → ③キャップ付 → ④梱包 

 

② また、実際のトナー充填、梱包作業では、インクの充填、梱包時のミスを防ぐために各プロセスでバ

ーコードでの識別管理を行ない、作業者が梱包を間違った場合、ブザーやランプでミスを知らせる仕

組みとなっています。 

③ また、工程内のパレット、工具などの物の置き方の位置と量が決められ、終業時にチェックする体制

となっています。 

ここでは、製造工程内のポカミス対策と５Ｓがしっかり出来ており、参考となりました。 

 

【中央リサイクル市場】 

工場内中央に中央リサイクル市場（廃棄物回収場所）が設置されて、 

いて、各部署から出る廃棄物を回収管理している現場を見学させて 

いただきました。 

中央リサイクル市場の開店時間は 14：30～15：30と決められており、 

その時間帯で各部署から廃棄物を持ってきて、計量機の所で従業員 

カードの部署を登録、計りで計量します。そして、計量された重さの 

廃棄物に処理単価を掛けたものが、排出部署に振り替えられる仕組み 

になっているそうです。 

これにより、各部署の廃棄物に対するコスト意識が高まり、廃棄物量削減に繋がっているとのことです。 

ここでは、廃棄物に対するコスト意識を全部署に持たせる仕組みを作るまでの苦労話も聞くことができ

ました。 

 

【環境テーマパーク】 

中央リサイクル市場の横に従業員がいつでも見学出来る環境テーマ 

パークが設置されており、次のエコ活動が展示されていました。 

① 事業所から出る廃棄物がどのような物に再資源化されているかの

展示 

② 2012年の省エネ活動（照明のＬＥＤへの交換）の展示 

・10,832本の蛍光灯をＬＥＤに交換、158,965ｋWｈの省エネ 

・工場内を全体空調からパーテーションで仕切り局所空調に変更 

③ 生物多様性保護（敷地内樹木への農薬使用量減少活動） 
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④ エコ商品（とうもろこしを原料としたバイオマストナー開発の推進） 

ここでは、事業所内のエコ活動が分かりやすく展示されており、新入 

社員などのエコ活動の場として良い環境があると思いました。 

 

【安全体感試験場】 

最後に、工場内の様々な危険を体感できる安全体感試験場に行き、 

次の体感試験を見学者全員で体感することが出来ました。 

① 火気、静電気による溶剤（メタノール）とインク紛体による 

粉じん爆発を体感。 

② プラグのトラッキング火災、コンセントのタコ足配線による 

火災の体感。 

③ ヒューマンエラーの体感 

ここでは、溶剤や粉じんによる爆発を初めて体感することが出来、 

溶剤の残っている容器の近くで火気を扱うことは非常に危険であると、改めて感じました。 

 

 最後に、今回の見学に際し、説明、案内していただいたリコー沼津事業所の方々にお礼申し上げます。 
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ぬまづエコ活動コンテスト参加報告 

 

 

沼津市では、市内の団体のエコ活動の成果を発表する「ぬまづエコ活動コンテスト」を平成２２年

度より開催していますが、去る２月９日（日）に第４回のコンテストが開催され、沼津地区環境保全

協議会のメンバーである明電舎沼津事業所として発表を行いしました。結果としては、銀賞を受賞す

ることができましたのでご報告させていただきます。 

 発表は３番目でしたが、内容としては、当事業所の紹介に始まり①花の苗の提供、②ものづくり教

室の実施、③沼津市市制９０周年事業への参画、④ぬまづの森つくり事業への協力、⑤フェスタ・コ

スタ・デル・ｉｎ千本浜・ファミリーマラソンの協賛事業など沼津市との協働事業を報告しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               動きの実演をされたスクローラ 

つづいて、沼津地区環境管理組織の地域貢献ＷＧに参加しているみなさんより、①清掃活動について、

②ノーカーデーの実施状況について、③緑のカーテン作りについて等を報告していただきました。 
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このコンテストは、これまで自治会、子供会が中心となってエコ活動を発表していましたが、「エコ

のまちぬまづ」を実現するために市民、行政と私たち企業が協働して実施した事例として発表する機会

となりました。企業での参加が少ないため、環境保全協議会の会長である当事業所に参加要請があった

わけですが、沼津市民に当社の地域貢献活動を紹介することができ、大変価値ある結果とすることがで

きました。 

沼津市では来年度も引き続き開催を予定していますので、環境保全協議会のほかのメンバーにも参加

を呼び掛けていきたいと思います。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    地域貢献ＷＧを再現しているところ     沼津市栗原市長から表彰されているところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             終了後の出演者のスナップ写真 

以  上 
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PM2.5（微小粒子状物質）注意喚起情報について 

 

  PM2.5は、大気中に浮遊する直径 2.5μｍ以 下の

粒子状物質のことで、工場からのばい煙、自動 車か

らの排気ガスなどの人為由来のほか、砂塵や火 山排

出物などの自然発生に由来するものがあり、例 年冬

季から春季にかけて濃度が上昇する傾向があり ます。 

粒径が非常に小さく、肺の奥まで入りやすい ため

呼吸器系等への影響が懸念されています。              

PM2.5の濃度が(※)国の暫定指針値を超えると予測される場合、県から注意喚起情報が発表さ

れ、県の発表を受け市では同報無線等により市民の皆さんにお知らせします。 

県内ではこれまで一度も注意喚起情報が発表されたことはありませんが、今後の市等からの情

報にご注意下さい。 

 （※国の暫定指針値：日平均濃度大気１平方メートル当たり 70マイクログラム） 

 

１ 注意喚起情報の発表 

・国の暫定指針値を超えると予測される場合に県から出される注意喚起情報の発表は、午前

８時頃と午後１時頃の１日２回です。 

・県の発表を受け、市では同報無線放送等でお知らせします。 

・県の開設するブログサイト「静岡県微小粒子状物質（PM2.5）予測情報」（市ホームページ

リンク）でも情報を確認できます。 

・発表された注意喚起情報は、当該日の 24時まで有効で途中解除は行いません。 

  

２ 注意喚起時に気をつけること 

・不要不急の外出をできる限り控える 

・屋外での活動はできるだけ自粛する 

・換気や窓の開閉を必要最小限にする 

・ウイルス対策用のマスクなど粒子径の細かいマスクがより効果的 

(注)呼吸器系や循環器系に疾患のある人や小児、高齢者等は特に注意が必要です。 

 

３ 県内の観測体制 

  県内 19カ所に測定局があり 24時間体制で観測を行っています。測定データについては、「静

岡県大気常時監視システム」で公開しています。 

 

【参考：ＵＲＬ】 

・「沼津市環境政策課ホームページ」 

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/topics/h25/pm2.5/index.htm 

・「静岡県微小粒子状物質（PM2.5）予測情報」ブログサイト  

http://blogs.yahoo.co.jp/seikan_shizuoka_pm25 

・「静岡県大気常時監視システム」http://taikikanshi.pref.shizuoka.jp/ 

※１μｍ（マイクロメートル）は 1,000分の１mm 
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会の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆ １月２５日 

  【理事会】     リコー(株)沼津工場視察見学及び沼津地区環境保全協議会新年会 

 

☆ １１月１５日 

  【事業部会】  （１）第 144 号「水と空」掲載内容について 

(２) その他 
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