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　日頃より当社に対しご理解とご支援を賜り、厚く御

礼申し上げます。

　当社は、「水とともに産業・社会の発展を支え、人々

を幸せに」の基本理念のもと、会社設立以来４０年

余にわたって蓄積してまいりました水処理プロセス

設計、水処理プラント設計、各種水処理薬品、水質を

はじめとする各種環境分析及び水道設備運転の技術

力、商品力を基盤として、全従業員一丸となって、より

良い、かつ多様な環境ソリューションの提供に今後と

も取り組んでまいります。それにより、お客様の環境

負荷低減に貢献するとともに、豊かな環境を未来に

つなぐ「環境経営」を目指していく所存でございます。

　当社は経営理念として、「誠実な人づくり」、「たゆま

ぬ技術革新」、「お客様の期待を超える製品・サービス

の提供」を掲げて、日々その実践に注力しております。

　私どもの目指すべき企業活動を支えるもの。その

最大の要素は何と言っても「人」であります。「人」の

力無くして企業としての発展も継続もありえません。

そのような観点から当社では人材育成施策を間断

なく実施するとともに、各部門において環境・品質・

労働安全衛生マネジメントシステムを導入し、業務

に直結した重要課題をチャレンジ目標に設定して

PDCAの輪を廻すことで、可能性に挑戦する手段とし

て活用しています。

　同時に、こうした取り組みを当社の顧客の皆さんや、

全ての従業員に開示していくことも重要であります。

　社会の企業を見る目が厳しくなる中、私どもは社

会から信頼される企業であり続けるため、各種法令・

ルールの遵守、安全・環境・防災等のリスク管理をは

じめとする社会的責任を適切に果たしてまいります。

　是非とも、「環境・社会報告書2016」をご一読いた

だき、当社の環境ソリューション活動に対してご理解

いただきますようお願い申し上げます。

水とともに産業・社会の発展を支え、
人 を々幸せに

Top Commitment

日鉄住金環境株式会社　代表取締役社長　

山本 郁也

環 境 方 針

環 境・品 質 共 通 方 針

1．顧客の環境負荷低減に貢献し、豊かな環境を未来につなぐ企業活動を推進する。

　（1）時宜にかなう的確な環境技術及びコスト低減等の総合的提案を行う。

　（2）顧客への独自技術提供のため、技術競争力、コスト競争力の根本的な強化を図る。

2．当社の活動、製品及びサービスから発生する、または可能性のある環境影響を適正に評価し、

　その対応策を確実に講じることにより、汚染の削減・予防に努める。

　（1）ヒヤリハットを含む “ 環境事故0 ” を目指す。

　（2）汚染の予防・低減のため、技術的・経済的に可能な範囲で環境目的・目標を設定し、直協協働してその達成に努める。

1．当社は全ての業務において、法律、公的規制、その他当社が同意した事項を順守する。

2．当社は全部門にISO14001：2004、またはISO9001：2008に基づくマネジメントシステムを適用し、継続的な維持・改善を推進する。

3．社員は、自らの役割の重要性を認識し、人材育成に取り組み、かつ自己啓発に努める。

4．この環境・品質方針は、当社の業務に関わる全ての人に周知する。

制定日：2006年2月1日
改訂日：2015年4月1日

代表取締役社長

日鉄住金環境株式会社

Corporate Philosophy

山本 郁也
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売上高の推移 従業員数の推移（単位：百万円） （人）
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Company Profile

会 社 概 要 事 業 部 一 覧

編 集 方 針

事 業 概 要

会 社 デ ータ

【報告対象期間】
2013年3月～2015年3月の取り組みを中心にしていますが、前後の時期に
おける取り組みも含んでいます。 

【報告対象組織】
日鉄住金環境株式会社単体の活動を対象にしています。

【問い合わせ先】
日鉄住金環境株式会社　技術本部　技術企画部
〒104-0031　東京都中央区京橋一丁目18番1号
TEL:03-6862-8704　FAX:03-6862-8711
www.eco-tech.nssmc.com

本 　 社

事 業 本 部

支 　 店

営業所＆事務所

社 　 　 名
設 　 　 立
資 本 金
従 業 員
代表取締役社長
主 要 法 人 株 主
主 要 取 引 銀 行

●水ソリューション事業 ●分析ソリューション事業 ●建設事業

●鉄鋼スラグの資源化推進

●遺伝子解析

企画管理本部
総務部、財務部、営業企画部、内部統制・監査部

水ソリューション事業本部
鉄鋼水道事業部、産業水処理事業部、
水処理維持管理部
建設事業本部
建設事業部、建設技術部
分析ソリューション事業本部
君津センター、北九州センター、釜石センター
技術本部
技術企画部、安全防災部、技術研究部、
スラグ資源化技術センター、J-Bio21センター

君津支店、北九州支店、大分支店、名古屋支店

大阪営業所、東北営業所、名古屋営業所  
北海道営業所、九州営業所 、長崎事務所  
鹿島事務所

日鉄住金環境株式会社
2012年（平成24年）10月1日（創業：1970年（昭和45年）9月4日）
5億円
1,248名（2014年度）
山本 郁也（やまもと いくや）
新日鐵住金㈱、㈱不動テトラ、新日鉄住金化学㈱
みずほコーポレート銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行
農林中央金庫・千葉銀行・福岡銀行・大分銀行

水・環境システム
高機能水処理薬剤
水処理プラント・装置
汚泥・廃棄物削減及びリサイクル技術
有機性排水処理施設の維持管理
操業・維持管理
浚渫・洗浄

環境測定・分析
化学物質評価・分析
工業製品・原料評価
腐食・防食調査
土壌・地下水調査
建材試験

土木・建築工事
試験・構造物評価

鉄鋼スラグの資源化推進

遺伝子解析

Top Commitment
（社長挨拶）

Corporate Philosophy
（基本理念　全社環境方針）

Company Profile
（会社概要）

Editorial Policy
（事業部一覧　編集方針）

社会編

労働安全衛生活動

品質マネジメント活動

人材育成

社会性活動の報告　トピックス

環境編

環境マネジメント活動

水ソリューション関連事業

水道関連事業

整備関連事業

建設関連事業

分析ソリューション関連事業

遺伝子解析関連事業

研究開発関連事業
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Editorial Policy

　本報告書は、当社の様々な取り組みを社内外の多くの方々にご理解いただくことを
目指して作成しました。
　まず、当社のＥＭＳ活動を報告し、次に当社を代表する環境ソリューション企業と
しての事業活動内容、最後に企業の社会的な責任の観点から、安全、品質、社会貢献
など組織の基盤となる取り組みについて報告しました。
　当社の環境活動は、環境負荷の全体像を把握して改善するよりも、環境負荷が大き
い課題への取り組みを優先しています。具体的には、省エネルギー、省資源という環
境側面より、有益な環境側面を中心に業務に直結した課題、環境法規制の順守、環境
事故防止に関する諸問題に目を向けて活動しています。
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環境編

C O N T E N T S

07環境マネジメント活動

経営理念
誠実な人づくりを礎に、たゆまぬ技術革新を通じ、
お客様の期待を超える製品・サービスを提供します。

16遺伝子解析関連事業

17研究開発関連事業

11水ソリューション関連事業

15分析ソリューション関連事業

12水道関連事業

13整備関連事業

14建設関連事業

ISO14001の登録状況

部門部署登録日 登録経緯

2001年1月

2003年１月～

2001年4月

2006年10月1日

2008年3月

2012年10月１日

2015年12月

旧環境エンジニアリング㈱
環境テクノ事業部 初回認証登録

登録範囲拡大

初回認証登録

合併新社設立

全社統合

商号変更

登録継続

君津支店、北九州支店、本社管理部門
薬品事業部、旧㈱日鉄ウォーター

旧新日化環境エンジニアリング㈱
九州事業部

日鉄環境エンジニアリング㈱設立

登録組織統合による全社一本化

日鉄住金環境㈱設立

第10回　サーベイランス審査

推進体制

最高経営層
社長

全社EMS委員会
（マネジメントレビュー）

統括管理責任者EMS管理責任者会議

中央事務局

本社地区

企画管理本部
技術本部

君津支店

環境整備部
水道部

分析ソリューション
事業本部

君津センター
北九州センター

水ソリューション
事業本部

薬品技術室

名古屋支店 北九州支店
全社環境方針に則り、各事業部で
環境方針を定め、環境マニュアルを
構成して、環境活動の推進及び
継続的改善に努めています。

最高経営層（社長）が主催する
全社EMS委員会は、役員及び
各サイトの責任者から構成され、
全社マネジメントレビューによりEMSの
見直し及び継続的改善に努めています。

水道部 水道部

大分支店

水道部

環境マネジメント活動

より良い地球環境の実現のため、
環境経営、環境保全に取り組んでいます。

「全社環境・品質方針」の下、環境負荷を継続的に低減するため、ISO14001に則って、事業部ごとに環境目標を定めて
環境保全の取り組みを推進しています。

　ISO14001は、2001年1月に環境テクノ事業部（旧環
境エンジニアリング株式会社）で初めて認証登録を受
け、その後、各支店、本社、グループ会社に登録範囲を
拡大しました。
　2006年10月の合併新社「日鉄環境エンジニアリン
グ株式会社」の設立に伴い、2008年1月に登録組織統
合を行い、環境マネジメントシステムの全社一本化を
図りました。2012年10月１日に商号を「日鉄住金環境
株式会社」に変更しました。また、2015年度に北九州
支店及び大分支店の認証を拡大し、改善活動を実施
しています。

　当社は、全社一体の運用と各事業の自主的な運用の確保を図るため、「環境方針」・「環境マニュアル」・「マネジメントレビュー」・
「内部監査」などを「全社共通」と「各事業部」の２段階に定めて環境マネジメントシステム（以下、EMSという）を展開しています。

全社EMS活動組織表は、下図の「推進体制」に示しています。

環境保全に向けての取り組み（ISO14001活動）
１．登録活動の歴史

２．マルチサイト

環
境
編

07環境編



環境保全活動

①業務効率化

有益な環境側面の
推進活動

②分析業務の環境保全

社内外への
改善提案活動

地域環境保全活動

人材育成活動

活動内容目標 評価

◎

◎

○

◎

○

◎

●非定常排水作業の重要性を認識し、作業手順の見直し
　及び主管元への届出等の対策を確認しました。
●安定操業と設備故障の低減活動を重点活動として取り組み、
　ともに成果を挙げています。

●改正省エネ法に基づく全社CO2発生量調査を実施した結果、
　当社は同法に該当しないことを確認しました。
●君津支店にて新日鐵住金株式会社の環境監査を受け、
　重大な指摘はありませんでした。
●新会計システムの導入を検討し、運用を目指しています。
●分析業務管理システム及び薬品販売システムの運用を行いました。
●テレビ会議を全社に導入し、業務の効率化・会議のペーパーレス
　化を推進しています。

●ハザード試薬の削減及び代替により、作業改善に向けた
　計画削減量を達成し、一段と作業改善が進みました。
●分析報告のプロセス改善とチェック体制強化により、
　大幅なミスの削減につながりました。

●社内業務改善提案を定期的に収集整理し、顧客への提案や
　社内業務改善に取り組みました。また、改善事例の事業部
　水平展開を実施しています。
●AC＆M活動を積極的に推進し、業務改善に役立てています。

●主に構外設備を保有している部門を主体に活動しています。
　（君津支店　分析ソリューション事業本部君津センター、名古屋支店）

◎ ： 非常に効果を上げています。
○ ： 効果を上げているが、まだ改善の余地があります。

●個人ごとの年度人材育成計画を作成し、その実績を次年度計画に
　反映して着実に個々の力量向上が図られています。
●資格取得は、年間取得計画の推進や会社の資格取得
　奨励金制度運用により、毎年確実に取得者数が増加しています。
●サイトごとに環境影響の高い作業を特定し、訓練を定期的に実施
　することにより、緊急時の対応能力向上と定着化が継続しています。
　全てのサイトで避難訓練及び安否確認システムの訓練を実施し
　ました。

●排水事故に伴う
　再発防止策の徹底
●水処理施設の安定操業の継続

●CO2排出量管理
●内部統制管理対応
●基幹システムの再構築

●分析試薬の削減及び作業改善
●分析報告書ミス削減

●顧客への提案及び
　社内業務改善提案

●地域周辺清掃への参画
●小櫃川水生生物調査

●業務能力向上の為の教育
●資格取得支援
●緊急事態訓練の計画的実施

活動結果

2015年度活動概要

３．環境目標と活動実績 ４．緊急事態の特定と訓練

５．環境事故

環境目標の設定
　当社の環境目標は、マルチサイト方式運用により、サイトの環境影響評価、法規制、事業課題を基に各サイトで設定しています。
全社EMSマネジメントレビューにおいて、社長より業務に直結したテーマをEMS活動に取り込むよう指示があり、2009年度よりリス
クマネジメント、人材育成、業務改善提案を重点目標として活動しています。

　当社独自の緊急事態を特定して作業手順書を作成するとともに、協力会社と一体となった訓練・活動を展開して環境事故の防
止に努めています。また、各支店では、製鉄所と合同で、様々な緊急事態訓練も行っています。

　当社は、環境法規・条例及び顧客などからの要求事項に関するトラブルへの対応を環境事故マニュアルなどの規程で明確に
しています。
　特に影響の大きな施設・設備では、環境防災法規制値の他に環境協定値・管理目標値を定めて、環境への配慮に努めています。
2014年度に赤濁水流出という排水事故を発生し、関係各位には大変ご迷惑をお掛けしました。
　事故後、社長通達により環境リスクを伴う全ての作業について作業手順の見直しが指示され、全社・全部門において再発防止
に努めて環境事故ゼロを目指し再発防止活動を継続中です。

　今回の緊急事態訓練は、排水本管の浚渫作業中に汚泥が
流出し、排水口で透視度が悪化する事故を想定して実施しま
した。
　排水本管の汚泥流出は、海洋汚染に直結するため、真剣に
訓練の要領を把握し繰り返し行っています。
　今回の訓練により、環境汚染緊急事態に対する意識が今ま
で以上に向上しました。

　今回の緊急事態訓練は、薬品が漏洩し側溝から流出する事
故を想定して実施しました。
　緊急事態用備品のオイルフェンス・吸着マットを実際に使
用することにより、現場での対策等を再確認することができま
した。
　このような訓練を通して、万が一発生した場合も焦らず行
動することが大切であると思いました。

　薬品技術室にて、薬品の誤廃棄及び廃液の漏洩を想定し、
緊急事態訓練を実施しました。
　今回、このような訓練は初めての実施でしたが、訓練の準
備から実施、更に改善のための反省会等、適切に対応できま
した。
　反省会での改善事項は、訓練手順書に反映させ、今後の緊
急事態訓練に活用します。

水質悪化防止訓練（2014年3月）

薬品漏洩処置訓練（2014年10月）

薬品誤廃棄・廃液漏洩処置訓練（2015年6月）
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サーベイランス審査 7 0 1 42 43 35 10

審査対象
サイト数 重大

不適合

軽微
推奨・観察

事項 合計 適合 良い点審査

2015年度外部審査結果

内部監査指摘一覧表

水砕処理フロー
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推奨事項
要改善事項
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産業廃棄物管理状況視察

NCST 前の処理水槽 NCST 翌日の処理水槽

６．内部監査

環境パトロール

７．外部審査

　2015年9月～10月に「排水事故の再発防止活動の確認」などを重点監査事項に、全部門の内部監査を実施しました。内部監査
は、ブラッシュアップ研修を受講した「事業部監査チーム」が監査を行い、「事業部監査報告書」に取りまとめます。その後、統括監
査チームリーダーが、各事業部の報告をまとめ「全社監査報告書」を作成し、最高経営層へ報告します。
　2015年度の結果は、重大な指摘はなく、また軽微な指摘（要改善）件数及び推奨事項（活動を有効にするための提案）の件数
は、ほぼ横ばいでした。今回新たに北九州支店と大分支店を拡大した結果としては、マネジメントシステムは有効に機能している
と評価できます。更に今後は、環境目標に戦略的なレベルアップテーマを取り上げることを目指し、EMS活動を継続・推進します。
　また、環境マネジメントシステムを基に、品質及び労働安全衛生のマネジメントシステムも取り込んだ当社独自の統合リスク
マネジメントシステムの検討が必要であると考えています。

　当社は、安全環境防災室が中心となり簡易内部監査として、各部門の環境管理状況を定期的（年２回）に巡視する「環境パト
ロール」を実施しています。パトロールの内容は、法規制の順守状況、現場状況・作業状況の観察、運用手順書の整備及び順守
状況などを主な重点項目としています。

　2015年12月、日本検査キューエイ株式会社によるサーベイランス審査を受審しました。審査結果は、「軽微な不適合」：1件、「推
奨・観察事項」：42件、「適合」：35件、「良好点」：10件でした。
　今回の審査では、新たに北九州支店及び大分支店を活動範囲に含め、認証の取得・維持に取り組んでいます。
　また、審査員講評では、各部門の環境目標は、継続して環境ソリューション企業に相応しい人材育成、能力開発、業務課題、改
善提案等多岐にわたる項目を掲げ取り組んでおり、その結果も概ね計画通りの成果を上げているという評価を得ました。

水ソリューション関連事業

総合技術力で、
水環境の保全・浄化に努めています。
　水処理プラントや水処理薬品のなどの商品は、排水分析結果やメンテナンス性質を考慮した、独創的な提案、具現
化技術開発、アフターフォローを行うなど、パフォーマンスの高い水ソリューションを提供しています。

NCST（超高速凝集沈殿処理システム）の展開状況について

環
境
編

　NCSTは、製鉄所の水質改善ニーズに対応して、当社が開発した新技術です。これまで連鋳（CC）や熱延（HOT）を中心に水質改
善・コスト改善を達成していますが、今回、高炉水砕製造設備にNCSTを適用しその効果を確認しました。
　当社は、NCSTを適用した微細水砕低減による摩耗抑制、堆積防止の提案を行い、ラボ及び短期実機試験を通じて水質改善
効果を確認しました。また、客先が懸念した製品水砕への影響はないことを検証しました（社内関連部門協力の下、①薬品付着
量の分析法開発、②水砕の固結影響評価、③破砕性影響評価、④コンクリート性能評価等実施）。　水質改善は、期待通りの効果
を発揮し、現在は総合的な検証を実施している最中です。
　我々は新たな企業理念として、“果敢に挑戦しやり遂げる意志”を掲げ、NCSTが水質改善とコスト改善を両立できる革命的な
技術であると信じ、今後もNCSTの全国展開をやり遂げる所存です。

水砕槽

SS=50～100mg/L
平均粒径：1.17mm

水温：90～97℃

冷却塔

スラグ樋

水温：70℃

NCST

リターン
堆積防止

インバフィルター
ベルト洗浄

成品槽
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工場循環水設備

運転点検作業

工程排水処理設備

薬注調整作業
海水取水設備

水質分析作業

クリーンセンター

エネルギーセンター

浚渫作業

廃液水処理設備

浄水・工業用水設備

貯水設備
操業維持管理

取水口浚渫状況

調整槽浚渫状況

取水口浚渫状況

調整槽浚渫状況調整槽浚渫状況

浚渫ロボット

整備関連事業

浚渫、洗浄等で
「環境にやさしい製鉄所づくり」に貢献しています。

　製鉄所では、多くの工業用水を使用していますが、その多くは再利用され水資源を有効活用されています。
　当社は、君津製鉄所内に機器整備工場を設置し、万全の体制で水道･水処理施設の保守･点検・整備で“環境にやさ
しい製鉄所”を支えています。
　また、生産設備の洗浄及び空調機保守にも取り組んでおり、安全でクリーンな生産活動にも貢献しています。

環境整備部門の環境活動

環
境
編

　製鉄所内の沈澱池や排水管の浚渫では、堆積泥の定期的な除去作業を実施しています。
その中で、安全性や作業性の改善に向け、浚渫ロボットを海水取水路や調整槽へ導入し、今後も適用範囲を広げるように努めて
まいります。

水道関連事業

公共下水の安定処理、工業用水の安定供給で、
都市環境に貢献しています。
　当社は、水道施設の建設や操業を通じて培った技術を集約し、自治体の下水道、工業用水等の公共水処理施設の
運転維持管理、設備保全管理等の事業を安定的に推進し都市環境にも貢献しています。

環境への取り組み

環
境
編

　名古屋支店では、下水処理場維持管理業務の基盤整備としてICT（情報通信技術）の導入に向けプロジェクトチームを結成し、
6か月にわたる導入・試行期間を経て、Ｔ市浄化センターにて運用を開始しました。
　主要機能は、日常の点検をタブレット端末で効率的に行うSFN(Smart Field Note)機能、蓄積される機器情報や点検データ、
作業や気づきを視覚的に表現するSFV(Smart Field Viewer)機能、いつでもどこからでも施設の状態監視が可能となる広域監
視機能です。引き続き、他浄化センターへ活用を展開し、更なる設備管理品質向上・業務効率化・業務環境改善を目指します。 浚渫作業の安全施工のため、浚渫ロボットを導入しました。

・海水取水路の浚渫
　取水路底部の堆積した泥土・貝殻の浚渫を特殊工法で実施しました。
　取水中であるため、泥土掻き上げによる濁りを防ぐことと、流速が早いため潜水夫による浚渫工法では危険が伴うため、
　ロボットによる遠隔操作浚渫工法を導入しました。

・排水調整槽の浚渫
　高Ph水中での浚渫作業を安全に施工するためロボット浚渫を実施しました。

●タブレットは、いつでもどこでも水位や水質のデータが確認できるので、
　夜間帯の1人勤務時に感じていた不安が軽減しました。
●点検ルートが明確化され作業標準書も確認できるので、
　新人教育に役立っています。
●カメラ・ビデオ・電卓・ストップウォッチも使えて便利です。
●雨で濡れても風が吹いても記録できるし、紙と違って破れない。
　使い勝手もすごくいいです。

ICT導入（タブレット端末を用いた維持管理）　名古屋支店

浚渫ロボットの導入

製鉄所の水リサイクル率90％超えをサポートしています。

【現場の声】

新人社員もチャレンジ

　当社は、製鉄所の設立当初から水処
理関連の業務を担うパートナー会社と
して製鉄事業の水道部門の幅広い分
野を担当しています。

12 13環境編 環境編



分析ソリューション関連事業

有害化学物質の測定・評価で、
化学物質の適正管理に貢献しています。

有害物質の測定・評価で課題解決に貢献しています。

設備の測定・評価で、設備の長寿命化を支えています。

環
境
編建設関連事業

建設部門も環境ソリューションで
製鉄所の環境保全に取り組んでいます。
　製鉄所では、多くの工場や設備が24時間稼働しています。建設部門では、その工場や設備の新設・改修・補修といっ
た側面から、「環境にやさしい製鉄所」の操業をサポートしています。
　君津製鉄所、名古屋製鉄所。八幡製鉄所、大分製鉄所で、土木・建築・水道・鉄道・道路等の建設技術部改修・補修工
事の設計と施工を行っています。

環
境
編

　当部門は、君津製鉄所において鉄道、また大分製鉄所にて原料ヤードのメンテナン
スを任されています。その中でおいて、鉄道枕木の鉄枕木への取り換えメンテナンス
と原料ヤードでの鉄枕木いのコンベアー基礎科を計画的に実施しています。この鉄枕
木は剛性が高いため軌間を維持する力が強く、また軽量で扱いやすく、メンテナンス
工事量の削減に寄与しています。最終的にはスクラップとして100％のリサイクルが可

　軟弱地盤処理工法としては現地軟弱土をセメント混合固化処理にて地盤強化を行い、水槽等の根入部を浅くしたり、また軟
弱土の置き換えを無くしたりして、廃土レスを積極的に実施しています。

　製鉄所内の工事・整備には、高炉セメント、鉄鋼スラグ砕石、再生アスコン、再生路盤等エコ商品が容易に入手できることも手
伝い、それを積極的に採用しています。

　掘削時の湧水は、SS,Ph,ノルマルヘキサン等の水質測定を行い、適切な処理を行ってから排水しています。建設廃棄物も分
別､リサイクルの徹底、マニフェスト管理等　廃棄物処理法を確実に順守しています。

　設備基礎工事の杭基礎で、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意
しつつ回転圧入鋼管杭を積極的に採用しています。回転圧入鋼管杭は、汚泥の発生を
抑制し、低騒音無振動施工型の杭であり、これはリディースと騒音、振動抑制から、環境
負荷の低減につながります。またこの杭は製鉄所で製造され、所外で調達されるPC（コ
ンクリートパイル）杭と比べて、杭材料の移送距離が短く、その分、移送燃料の消費が抑
制されます。

　工事で発生する建設廃棄物は、アスコンガラ、コンクリートガラ、金物スクラップに分別を徹底し、ほぼ100％リサイクルされています。

　流れ分析計とはCFA（Continuous Flow Analysis）と呼ばれる原理を用いた
自動分析装置であり、分析操作における試料の検水、試薬との混合・加熱・蒸
留・攪拌・検出等、従来は人の手で実施していた操作を自動で行う装置です。
　流れ分析計の歴史は古く、1957年に湿式自動化学分析装置として発売され
て以来、これまで産業分野や食品分野等多くの分野で利用されており、近年、こ
れまでの実績から環境分析分野でも公定法として認められました。

この装置の大きな特徴は次の通りです。
・人の手を介さないことで安定した品質及び安全を確保
・分析操作の自動化及び多項目同時分析による分析の迅速化
・高い処理速度による生産性の向上
上記に加えて、使用する試料・試薬が少ないため（約1/10程度）、コスト削減効
果は勿論、発生する廃液量も少なく環境にも優しい設備です。
当社では、2004年よりCFAの導入を開始し、法改正を受けて2014年から本格導
入を進めています。

　腐食の代表的な試験の１つである浸漬腐食試験は実機環境を実験室で忠実に再現させる
必要があります。実機環境では、液中に酸成分が多く含まれる場合や雰囲気中に硫化水素等の
有毒ガスが含まれる場合もあります。環境によっては密閉式のハステロイ製オートクレーブを使
用するなど最適な手法を選定し、安全且つ環境に配慮した試験を実施しています。

　構造物の適正な品質確保のため、構成材料の健全性評価試験を行っています。その中でも重
要な鉄筋等金属材料の引張試験およびコンクリート等無機系材料の圧縮強度試験に関し、工業
標準化法試験事業者登録制度(Japan National Laboratory Accreditation system = JNLA)に基
づいて2012年6月に事業者登録され、試験の信頼性を維持してきました。
　2014年にはコンクリート用の2000kN圧縮試験機を導入し、震災復興やインフラ整備への貢
献を更に進めています。

流れ分析計の導入

鉄道および原料ヤードのメンテナンス工事における鉄枕木の使用

リディース（発生の抑制）

グリーン購入（再生建材の利用）

各種環境法令の順守

杭基礎工事における回転圧入鋼管杭の使用

リサイクル（再生利用）

浸漬腐食試験

JNLA認定及び2000kN圧縮試験機の導入

高炉炉前
鉄道鉄枕木

回転圧入鋼管杭　打設状況

大型深層 混合機械

原料ヤード鉄枕木
BC 基礎

セメント混合固化処理状況
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研究開発関連事業

技術研究部では、
新たな環境浄化技術に果敢に挑戦しています。
　技術研究部では、鉄鋼排水処理、食品工場などの有機性排水処理の効率的な処理システムを研究しています。
　水質汚濁防止だけでなく、大気保全、廃棄物削減にも貢献する技術を開発しています。

発電所の環境負荷低減への取り組み

環
境
編遺伝子解析関連事業

日本発の遺伝子解析技術で新規事業を開拓
　当社は、生物処理システムを主力商品とする排水処理事業を展開しており、本システムの高機能化に役立つ微
生物モニタリング技術を確立するため，新しい遺伝子解析技術の研究開発に取り組んできました。
　J-Bio21センターはこの遺伝子解析技術を活用し、医療診断をはじめ幅広い分野で新規事業の開拓に挑戦して
います。

1.QP法の開発

3.PR活動

2.技術の応用

環
境
編

　活性汚泥法に代表される“生物処理システム”の能力を最大限に
引き出すためには、本システム内に存在する微生物の種類や量を
把握し、それらを最適な状態に制御することが有効と考えられてい
ます。当社は、微生物の遺伝子モニタリングを基盤とする微生物制
御技術が、生物処理システムの機能向上に有用であると考え、1997
年より、産業技術総合研究所と共同で新しい遺伝子解析技術の開
発に取り組みました。その結果、“QP法”の開発に成功しました。
　本法は国内外で特許を取得するとともに、技術提供の実績を積
んでおり、個別化医療に必須な遺伝子検査や感染症検査を目的と
した全自動遺伝子解析装置に適用されています。

　当社では20年以上前、発電所の排ガス浄化装置から発生する脱硫排水中のフッ素(F)を除去する技術の開発に成功し、多
くのプラントを納入し火力発電所の環境負荷低減に貢献してきました。現在、この技術の更なる高度化を目指し開発を推進
しています。
　一般的なF含有排水の処理法は、中性域でカルシウム(Ca)添加によりFをCaF2として不溶化し固液分離する方法でした。
しかし、石炭焚火力発電所から発生する脱硫排水は高濃度の硫酸マグネシウム（MgSO4)を主成分とする極めて特殊な排
水のため、一般的なF処理法では処理できません。この課題に対して当社では、アルカリ域でFを除去する2段凝集沈殿法を
開発し実績を積み上げてきました。一方で本技術は処理過程で多量の水処理汚泥を発生させてしてしまう側面も併せ持っ
ていました。
　この課題に対して、北海道大学・環
境地質学研究室・佐藤努教授のアド
バイスを頂きながら、新日鐵住金株
式会社と共同研究にて、水処理汚泥
を高密度化し汚泥発生量を削減する
技術の開発を推進しています。
　技術研究部では、このように既存技
術に満足することなく、果敢に新しい
技術開発に取り組み環境浄化に貢献
していきます。

　当社の技術・製品・サービスを広くご紹介することを目的として、
J-Bio 21センターでは医療・健康分野をはじめとする様々な展示
会に積極的に出展しています。新しいお客様との出会いを通じて、
ニーズの掘り起こしに努め、お客様にとって価値のある先進的な製
品・サービスのご提供に努めてまいります。

　当センターでは、独自開発した
QP法をはじめとする遺伝子解析技
術を活用し、医療、環境、農業、畜産、
健康、研究、食品の7分野で、受託分
析・遺伝子解析試薬・技術提供を軸
に事業展開しています。

開発の経緯と技術の適用 石炭焚火力発電所、脱硫排水処理技術の開発

蛍光標識したシトシンを末端に持つDNAプローブが、標的遺伝子のグア
ニンとペアになったとき、分子間の相互作用により蛍光が消える現象を応
用したものです。QP法は、DNAプローブと標的遺伝子を溶液中で混合し、蛍
光を測定するだけで標的遺伝子を検出できるので、工程の簡易化と解析
の迅速化が可能です。

（出典：しんにってつ　2010年7月号）

QP法
検出・定量

SNPs 解析
ユニバーサル

QP法

発展・深化

環境 環境汚染物質の分解を行う微生物の検出・定量

医療 結核菌、HIVなどのヒト感染症微生物の検出・定量

農業 ジャガイモそうか病原因菌などの植物病害原因微生物の検出・定量

医療 医薬品の薬効及び副作用の診断

畜産 霜降り肉生産能や、豚・鳥インフルエンザの感受性などの
家畜の体質に関わる遺伝子の診断

健康 肥満やアルコール分解能などヒト体質に関わる診断

基本技術 用途 応用先

遺伝子解析技術「QP法」

J-Bio21センターの基本技術と応用先

ダイエット＆ビューティーフェア 2015 における当社出展ブース

原水

脱水機

Ca（OH）2

F≒30mg/L

pH調整

F≦目標値

放流

pH約9.5 pH約9.5

Ca（OH）2
PAC

2段凝集沈殿法

名古屋製鉄所でのベンチテスト 従来汚泥 高密度化汚泥
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労働安全衛生活動

安全で快適な職場環境の実現を目指しています。
　当社は、全社安全環境防災管理3ヶ年指針（2015年～2017年）で掲げたスローガン「心に刻もう安全意識　磨こう
感性・危険予知　みんなで築く安全職場」のもと安全ルールを厳守しきちんと丁寧な作業を実践して、安全・環境・防
災のモデル企業を目指します。　
　また、2004年1月から導入している「労働安全衛生マネジメントシステム」（OSHMS）をさらに活用して継続的な改善
活動を行い、労働災害の防止と安全衛生水準の向上を図っています。日鉄住金環境グループ全員一丸となって重点目
標達成に向けチャレンジします。

社
会
編

重点目標
1. 休業災害「ゼロ」
2. 環境防災事故「ゼロ」
3. 心身の健康と快適な職場環境づくり

1 規律を徹底し作業手順と
    安全ルールを厳守する、安全に強い人づくり
2 危険有害要因の抽出と確実なリスクの排除
3 環境防災面で事故防止対策のレベルアップ
4 心身の健康と快適な職場環境づくり

重点施策

　年2回全社の安全環境防災スタッフにより各事業所の「安全診断」を
実施し、安全管理状況と現場での運用状況を確認、安全管理レベルの
向上を図っています。
　5月から12月にかけては「労使合同パトロール」を行っています。社長
と労働組合委員長が一緒に各事業所の作業環境とリスクの低減状況を
確認し、労使一体となって安全で快適な職場環境実現へ向け、改善を推
進しています。

　地震・火災の発生を想定し定期的に防災訓練を行っています。迅速な
連絡・避難、初期消火等、緊急事態に備え訓練を行っています。
　水処理設備の維持管理を行う部門では、薬品漏液等に対応する緊急
事態訓練も行なっています。地震等の災害時でも環境被害を最小限に
くい止めるため、あらゆる事態を想定し訓練を行っています。

　危険体感訓練、各種演練等の体験型教育を通じて、安全ルールの徹
底と安全感性の向上を図っています。
　直協・階層を越えた対話を重視し、自ら考え自ら行動する、安全に強い
人づくりと、風通しの良い職場風土を醸成しています。

安全で快適な職場環境の実現

防災と環境事故への備え

安全に強い人づくり

社会編

C O N T E N T S

私たちの道しるべ
果敢に挑戦し　やり遂げる意志
ルールを守り　迅速・誠実に行動
個性・活力あふれるチームワーク
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品質マネジメント活動 人材育成

品質マネジメント活動
多様な社員の能力を生かす、人材育成への取り組み　従来の品質管理の仕組みをQMSに取り組み、建設事業を中心に2004年より逐次北九州支店、君津支店、産業水処

理事業部、建設技術部試験室がISO9001認証を取得し、2010年、当社はこれらの部門を統合した全社ISO9001認証を
取得しました。釜石センターは、水道水質検査業務などで2006年にISO9001認証を取得し、そのうち引張・圧縮強度試
験業務については2012年6月にJNLA登録試験事業者となりました。
　2014年度にJ-Bio21センターの適用範囲を拡大するとともに、釜石センターの審査機関統合を行いました。

　経営の要は「人材」であり、その育成と活用に注力することが、企業力を最大化する原動力と考えています。
この考えに基づいて、全従業員がお互いを認め合いながら成長し続け、一人ひとりが働きがいと誇りを持てる職場
づくりを進めています。

社
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　2015年7月に、日本検査キューエイ株式会社による維持審査を受審しました。審査の結果は、QMSの適用規格を継続して満足
し、効果的に運用されているという評価を得ました。特に、組織のマネジメントシステムの充実点として、内部品質監査の重点項
目を明確にして着実に実行し、品質向上に役立てている点を挙げられました。
指摘事項等は、下表の通りで全て是正を実施しています。

　当社は、社員の能力開発による人材育成を通じて会社の発展に資するため、体系的な教育訓練を実施しています。新入社員
研修、フォローアップ研修、係長（マネジャー）研修、部課長研修をはじめ、2009年より技術伝承制度を導入し、専任者を配置して
技能伝承、人材育成を強力に推し進め、早期育成による戦力化を図っています。このような取り組みは、顧客からも高い評価を
得ており、当社の信頼向上に寄与しています。

　当社では、社員の自己啓発を
促し、会社業務で必要とする専
門能力を身につけ、企業の社会
的信用を向上させるため、右記
ランクごとに奨励金を設定して、
資格・免許の取得を奨励・支援
しています。
　取得人数、延べ人数推移は、
右記の通りです。

　2015年5月～6月に「品質目標の活動実績」及び「埋設物トラブルの再発防止活動」等を重点監査項目にして、全サイトの内部
監査を実施しました。
　各サイトにおいて、品質トラブルの防止活動を目標に掲げ、特に埋設物トラブルでは、人力掘削作業の基準値の改定・探査機
の自社購入等の再発防止策が図られていることを確認しました。
　人材育成活動は、資格取得に成果を出すにとどまらず、個人のスキルアップに対する施策が、計画・実行され確実にステップ
アップしていました。

外部審査 人材育成

有資格者一覧

内部監査

日本検査キューエイ株式会社

2015年度

2014年度

2013年度

5

8

8

6

0

0

0

0

0

2

4

3

20

28

47

32

20

30

51

35
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重大

重大

不適合

不適合

軽微

軽微

推奨事項

推奨事項

サイト数

サイト数

合計

合計

適合 良好点審査機関

年度

2015年度　QMS外部審査結果

2015年度　QMS内部監査結果

（件数）

（件数）

内部監査指摘一覧表

2013年 2014年 2015年

推奨
不適合

0

20

40

60
（件）

3

32

4

47

2

28

内部監査状況

新任部長研修 営業研修 人材育成活動

能力開発個別プログラム

各種研修状況

職務階層
別研修

新人・若手区分

●基礎・集合導入研修
●フォローアップ研修
●テーマ研修　ほか

●新任マネジャー研修
●マネジャー層研修
●職場リーダー研修（現場主事補クラス）
●中間管理者研修（現場班長）

●新任課長研修
●新任部長研修

●機能・分野別研修　　●技術伝承制度　　●資格取得制度　●営業研修　ほか

中堅層 管理職

キャリア開発

資格の取得状況

A 3

38

15

23

79

100

709

452

1,032

2,293

B

C

D

合計

資格名称ランク 取得者数 累計人数

技術士・環境計量士・1級建築士・
電気主任技術者（1種）

公害防止主任管理者・作業環境測定士（1種）・
ダイオキシン公害防止管理者・
土壌環境管理士　ほか

衛生管理者（1種）・危険物取扱者（甲種）・
公害防止管理者・給水装置工事主任技術者ほか

危険物取扱者（乙種4類）・電気工事士（2種）・
消防設備士（乙・甲種）・浄化槽管理士　ほか

94

84
79

年度取得者数

2,120

2,214
2,293

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014（年度）

累計取得者数

1,400

1,200

1,600

1,800

2,400

2,200

2,000

180

（人数）2014年度資格取得一覧表 （人数）
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社会性活動の報告

社会性活動による地域社会との共生
　企業市民としての社会との調和を大切にしながら、当社の特色を生かした地域貢献活動や
地域住民との積極的なコミュニケーション活動で、より良い地域・社会づくりに貢献しています。

社
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　2014年5月に、本社内におけるコミュニケーション及び業務効率向上、フ
ロアの有効活用並びに社員の通勤・出張者の利便性向上等を目的に、本社
ビルを千代田区東神田から中央区京橋に移転しました。
　エントランスフロアにはコーポレートカラーを採用する等、デザイン性に
まで気を配り、予想以上に素晴らしい新事務所となりました。また、ワンフロ
ア化により、電気使用量の削減にも寄与しています。
　今後、この新しい本社より風通しの良い職場風土の熟成を目指し、全社
サポート部門として日々業務に邁進していきます。

　2014年12月、新日鉄住金エンジニアリング株式会社環境修復推進部に派遣さ
れている当社社員3名が、2014年度より新設されたグループバリュー事業部表彰
の栄えある第一号として表彰されました。この表彰は、「社業貢献のための種々の
知恵や工夫、熱意、先端的な技術」を表彰するために設けられたものです。
　今回、受賞対象となった技術は、膜式のセンサーを地盤に貫入することで
深さ方向の汚染分布状況を連続的に把握することができるMIP（Membrane 
Interface Probe）という手法で、汚染の分布状況を正確に把握することができま
す。この調査手法の確立により、環境修復推進部では、プロジェクト受注の拡大が
大いに期待できると高く評価されました。

　第48回全日本社会人卓球選手権大会が、2014年11月7日～9日に愛知県豊田市
『スカイホール豊田』で開催されました。

　新日鐵住金名古屋Ａとして当社名古屋支店水道部の栁井陽介さん、門屋慧さ
んが出場し、ダブルス・シングルスともに三回戦まで進出しました。
　選手の叫びや白球を追いかける鋭い表情に、自然と声援にも力が入り、緊張感
のある白熱した試合となりました。

　大分支店は、2014年6月～12月までの期間、大分中央警察署長より｢交通事故
防止モデル事業所｣の指定を受けました。
　従来の交通安全活動推進体制に加え、実動部隊として若手層４名を中心に支
店内の方々にご協力をいただきながら、様々な交通事故防止活動を行いました。
例えば、やまびこ運動の一環として「門立ち･街頭への呼び掛け」や、「出退勤ルー
トの危険予知活動」、「支店統一交通法令テストの実施」、「新日鐵住金大分製鉄
所、安全運転管理者講習、大分市交通安全推進委員会総会等での活動報告発表

（計４回）」を行いました。
　このような活動に対して、大分市長より感謝状及び大分中央警察署長より交通
事故防止モデル事業所の優良事業所として表彰状を頂きました。
　今回、主体的に活動を行う機会に恵まれた事で、交通安全に対する意識が芽
生えました。今後も他人事と思わず、交通事故に｢遭わない｣、｢起こさない｣という
気持ちを忘れないでいきたいと思います。

　NPO法人の紹介により、茨城県鹿嶋市立大野中学校の生徒さんが「訪問
学習」で本社を来訪されました。
　今回の生徒さんは、「環境企業」に関心のある方々ばかりで、みな熱心に
説明を聞いてくださいました。
　将来は、「環境通になってもらう」、「当社のファンになってもらう」、「環境
の仕事に就きたいと思ってもらう」などと願いながら、マスコミにも取り上
げられる「PM2.5」、「CO2」などの話題を説明しました。
　また後日、礼状をいただき、今回の訪問研修が有意義であったことを実
感しました。

　当社は、2015年12月10日～12日、東京ビッグサイトで開催された「エコプ
ロダクツ2015」に新日鐵住金グループの一員として出展いたしました。
　「新日鐵住金グループの３つのエコ」（エコプロセス・エコプロダクツ・エコ
ソリューション）をキーワードに、環境問題への取組みや技術を紹介しました。
　当社は、脱硫排水処理システムにおける凝集沈殿処理の実験を行いま
した。この実験は、濁った水の中の不純物を結合し粒状に変化させて、水を
キレイにするものです。水が徐々に透明になる様子は、子供から大人まで
好評を博し新日鐵住金グループのイメージアップに貢献しました。

本社ビル移転（本社 総務部）

新日鉄住金エンジニアリング株式会社より
「グループバリュー事業部表彰」を受賞（分析ソリューション事業本部）

全日本社会人卓球選手権大会 本選出場（名古屋支店）

大分中央警察署長より
「交通事故防止モデル優良事業所」として表彰（大分支店）

訪問学習の実施（本社 分析ソリューション事業本部）

エコプロダクツ2015への出展（本社 技術本部他）
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