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東海理化グループのグローバル環境活動

　地域社会との共生をめざして、事業活動を行うあらゆる地域で環境保全活動を展開しています。

環境経営

活動実績

　2009 年度より国内グループ会社６社と環境連絡会を

発足し、活動をしています。

　2010 年度は、“定着化”をキーワードに環境活動を

定着させるための体制・仕組みを整備し、活動をスタート

させました。1年間の活動の結果、各拠点の責任者のもと、

計画的に環境活動を行える体制を整備することが

できました。

　また、廃棄物低減活動にも取り組み、勉強会の開催、

定期的な情報交換を行いました。分別方法を変える

ことで、従来廃棄物として排出していたものを資源

として売却できるようになりました。

　今後も環境改善にも収益改善にもなる活動をグループ

会社と連携し進めていきます。

国内グループ会社環境連絡会マネジメント

　海外事業体の環境活動の強み・弱みを現地現物で把握

するため、定期監査を実施しています。

　2010 年度は、アジア地区を中心に７拠点の監査を

行いました。現地スタッフと共に現地現物で環境に与える

リスクの評価を行い、環境事故を未然に防止する工場

づくりを進めています。

　診断結果は全事業体で共有し、良い点悪い点を相互に

学び合えるようにしています。また、診断後には現地

教育会を開催し、現地スタッフのスキルアップや診断員

との交流を図っています。

　2011 年度は北米地区を中心に監査を行う予定です。

グローバル環境監査マネジメント

マネジメント

東海理化グループ
の環境活動

　東海理化グループは、
環境活動の推進に向け、
右図の考え方に基づき、
グループ会社の事業活動
の特性・規模に応じた、
環境活動を展開しています。
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▲リサイクル証明書

▲現地での勉強会

▲現地診断後の教育会 （TRCT）

▲現地現物でのリスク評価（TRCT）

▲環境連絡会

環
境
報
告

E
n
viro

n
m
e
n
ta
l R
e
p
o
rt

TRQSS（カナダ）での取り組み事例

▲スペース改善活動で発生した不用品

株式会社 新昌電機

株式会社 STF

TRCZ s.r.o.

Tokai Rika Belgium N.V.

天津東海理化汽車部件有限公司

Tokai Rika（Thailand） Co., Ltd.

TRB Limited

Thai Seat Belt Co., Ltd.

佛山東海理化汽車部件有限公司

TRP,Inc.Tokai Rika Asia Co.,Ltd. TRBR Industria e Comercio Ltda.

TRIN,Inc.

TAC Manufacturing,Inc. TRAM,Inc.

TGR Technical Center,LLC

TRMI,Inc.

無錫理昌科技有限公司

理嘉工業股　有限公司

MINDARIKA PRIVATE LIMITED

TOKAI RIKA MINDA INDIA Private Limited.
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●工場スペース改善で発生した不用品の活用

　工場全体のスペース改善活動（ストリームフロー改善）で発生した不用品を処分するのではなく、社員に販売したり、

ボランティア団体へ寄付するなど有効に活用しました。

●ウェビング廃材の再利用

　シートベルト製造過程で発生するウェビングの廃材処理をリサイクル

業者を探し出すことで再利用可能としました。これにより 20ｔのウェ

ビングを埋立処理からリサイクルへと処理変更できました。

リユース・リサイクルの推進で廃棄物を低減

所 在 地：カナダ ウィンザー
事業内容：自動車用シートベルトの製造および販売
社 員 数：800 名

TRQSS（TRQSS,Inc.）　 

TRQSS,Inc.　 
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