
 McQuay China（Suzhou） Report by Business Site
FY2021

所在地 中国 蘇州市 

敷地⾯積 83,114 m2 

設⽴ 2003年6⽉ 

従業員数 502⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 ターボ圧縮機、スクリュー圧縮機、空冷スクリューチラー、組み合わせ式エアハンドリン
グユニット 

認証取得 ISO 9001 2003年6⽉ 

 ISO 14001 2008年4⽉ 

 ISO 14001 2010年2⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2022年1⽉ ランク︓シルバー 
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【環境】 環境負荷低減への取り組み 

 圧縮機塗装ラインの⽔溶性塗料への変更 

VOCの排出抑制のため、圧縮機の塗装ラインを従来の油性塗料から
VOCの少ない⽔溶性塗料に変更した。油性塗料特有のにおいも抑
えられ、作業環境も改善された。 

改善前︓VOC 600g/L 

改善後︓VOC 123g/L 

 
塗装ブース 

 エアハンドリングユニット（AHU）輸送防護材の再利⽤化 

AHU輸送時の防護材を再利⽤化。ボール紙と発砲材料の使⽤量を
削減。 

ボール紙︓▲8,310kg 

発砲材料︓▲4,703kg 
 

回収した段ボール  

 

 
回収した発泡素材  
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【環境】 ⽣物多様性の保全事例 

 会社緑地保全 

緑化管理会社と⼀緒になって⼯場敷地内の緑地を保全しています。
枯損が⽣じた場合直ちに補植を⾏います。 

冬はツバキ、春は桃・桜、夏はツツジ、秋はモクセイが咲きます。会社
の美しい環境のなかで、カササギ※等多種多様な⿃が住んでいます。 

※カササギ︓スズメ⽬カラス科に属する⿃
 

 植樹活動 

政府とダイキングループからのグリーン⼯場構築の呼びかけに応えて、
植樹活動を展開した。 

植樹によりCO2排出量を効果的に低減し、地球温暖化対策に 
貢献する 
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【顧客満⾜】 品質向上への取り組み 

 圧縮機⼯場 サプライヤー品質改善活動 

鋳造⼯場６社、主要加⼯サプライヤー3社と共同で鋳造品質改善
活動を実施。⼯場訪問とテレビ会議を通じて、25項⽬の品質改善、
15項⽬の鋳造プロセス改善、4回の品質監査、35種類の品質シス
テム⽂書の改善を完了。 

これらの活動を通じて、2021年度の購⼊品不良率を2020年⽐で
0.98%低減。 

 
鋳物サプライヤー訪問・交流会 

 空調⼯場 サプライヤー品質改善活動 

主要サプライヤー16社との品質改善活動を実施。 
各社の品質システムや製造⼯程の不具合を⽀援し、合計37件の⼯
程改善と25件の⽂書改訂を完了。 

また、サプライヤーの品質担当者を対象とした⼯場品質研修を2021
年度に24回、計35名に対して実施した。 

これらの活動を通じて、2021年度の購⼊品不良率を2020年⽐で
4.45%低減。 
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【⼈材】 従業員に対する⼈材育成 

 機械加⼯技術教育の講師派遣（DDS） 

2021年3⽉と12⽉にDDSメンバー1名に技術指導者候補育成教育を2
回に分けて実施。 

1. 技能理論·基礎知識︓（21/3/22〜3/26 計5⽇） 
ドリル刃具の使⽤パラメータ及び刃具交換と寿命管理関係。 

2. 技能能⼒·旋盤加⼯︓ 
四つ抓め⼿のセッティング作業と熱変形が部品⼨法に与える影響関
係。 

3. 指導⼒·応⽤要素作業︓（21/12/7〜12/9 計3⽇） 
加⼯時間計算，ネジ加⼯定数，粗さ切削条件関係。 

4. 保守関係︓ 
縁取物調整と設備の摩耗しやすい箇所の調整関係。 

 

 

 機械加⼯技術教育の講師派遣（DSZ） 

2021年6⽉-10⽉にDSZメンバー1名に熟練技術者教育を3回に分けて
実施（C指導者育成） 

1段階⽬研修内容（21/6/15〜7/2  計15⽇） 
1. 安全操作確認 
2. 理論知識確認 
3. 技能能⼒確認 

2段階⽬研修内容 
1. ⼀段階⽬問題点の確認 
2. 卓越した課題の攻略 

3段階研修内容（21/10/11〜10/29  計15⽇） 
1. 指導⼒確認 
2. 卓越課題技能⼒確認 
3. 設備保守能⼒確認 
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 フォークリフト競技会の開催 

2021年に蘇州⼯業園区が開催した各企業フォークリ
フト競技で⼀位を獲得しました 

1. 四半期ごとに年間4回の訓練を実施。前年度の
⾦メダル選⼿を指導者にして、従業員のフォーク
リフト技能を向上。 

2. 社内でトーナメント戦を⾏い、優秀選⼿を会社
代表として選出し、園区の「百家争鳴従業員フ
ォークリフト試合」に参加。 

 

 

【⼈材】 ダイバーシティの推進 

 お⺟さん宿場（搾乳室）の設置 

⺟乳育児中の従業員のために、会社は搾乳室を設置
しました。内部には休憩シート、冷蔵庫、ミルクウォーマ
ーを置いています。蘇州市組合に「モデルお⺟さん職
場」を授与されました。 

⼥性従業員数︓91⼈ 

授乳期⼈数︓6⼈ 

 
搾乳室の設置 

 
蘇州市労働組合の表彰式 

 出産後の⾃宅訪問活動 

出産した社員に対して、⼥性労働者委員会が⾃宅を訪問して、花を
渡して祝福する活動を継続中。 

  
出産社員の⾃宅訪問 
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【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

 新型コロナに対する防疫体制の強化 

2021年も新型コロナウイルスの流⾏が継続しており、中国国内での
蔓延リスクは依然として⾼い。⽣産活動を継続する中、会社でのコロ
ナ陽性者発⽣リスクの低減のため、以下の管理を実施継続中。 

1. 地域の蔓延状況に応じた防疫管理の強化 

 輸⼊貨物の消毒作業と作業員のPCR検査 
 ⼊⾨者の健康管理の徹底 

（体温測定、健康カード、⼯程カードの確認） 

2. 防疫⽤品（消毒薬・マスクセット等）の配布 

 
体温管理 

 
防疫⽤品 

 蘇州市 新安全法の講習会 

2021年10⽉9⽇に各部⾨経理を集めて新《安全⽣産法》の講習
会を実施。その後、各経理から部⾨への展開を図った。 

 
講習会の様⼦ 

 
オンラインでの説明会 
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 粉塵防爆専⽤安全⽣産教育の実施 

粉塵作業の担当者に対する粉塵防爆専⽤安全⽣産教育訓練を
2022年1⽉6⽇に実施。 

職場での爆発リスクを把握し、粉塵爆発事故の防⽌や応急対策につ
いて学習した。 

 
教育⾵景 

 
現地のバルブ 

 液体窒素タンク区域の現場処理の机上演習 

液体窒素貯蔵タンク管理者の安全作業教育を実施。液体窒素の取
り扱いに対する危険性を再認識するとともに、応急対応担当者に対
する応急対応⼿順の理解度確認と実際の操作技能を検証した。 

 
安全作業教育 

 

【地域社会】 環境保全活動 

 「調和のとれた公園作り」活動への参加 

上部労働組合が主催する「調和のとれた公園作り」の活動に参加。⾦渓南社区でのゴミ分別推進や、東沙州街
でのチャリティーセール、9中元祭など3つの活動を企画して、参加しました。 

  
「調和のとれた公園作り」の活動 
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【地域社会】 教育活動への⽀援 

 蘇州⼤学学⽣実習活動 

2021年に蘇州⼤学の学⽣実習活動を3回(合計146⼈)実施。そ
の間、学⽣たちは製品の構造や製造・性能などの知識を勉強するとと
もに、⽣産現場で製造プロセスを⾒学し、学校の理論知識と実際を
結びつけ、空調製品に対する理解を深めた。同時に会社の歴史紹介
を通じて、マッケイブランドに対する認知度も⾼まった。   

 

 

【地域社会】 その他の地域貢献 

 新型コロナ防疫ボランティア活動への参加 

2022年2⽉13⽇、蘇州市で新型コロナウイルスの感染が発
⽣すると、蘇州政府はただちに防疫活動グループを⽴ち上げ、
撲滅のボランティアを募集。当社も呼びかけに応じ、疫病防⽌
ボランティアに積極的に参加した。当部⾨は東港⼆村の予防
管理に配置され、PCRサンプリング地点での検温や並んでいる
⼈への整列指導を⾏った。 

 
検温作業 

 
整列指導 
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 コミュニティへの防疫⽤資材の提供 

蘇州市の新型インフルエンザの予防・制御対策を⽀援するため、 
⾦渓南社区に、防疫⽤資材を提供。 

1. 防護服、マスク、靴カバー、⼿袋のセット 100セット 

2. N95防護マスク600枚 

3. 農福⼭泉5Lミネラルウォーター×100本 

 
防疫⽤資材の提供 

 

【外部評価】 表彰 

 2星⼯会を受賞  

2021年に蘇州⼯業園区から下記の活動が認められ、“労働組合⼆
星⼯会”を受賞。 

1. 上級労働組合や政府が開催したフォークリフト、組⽴技能、旋
盤技能、茶芸演技、親⼦絵画など5競技に参加。ランキング⼊
賞を獲得。 

2. 上級労働組合や政府が組織したコミュニティごみの分類宣伝、
東沙湖街道の慈善セール、重陽節の⽼⼈愛護など企業従業
員サービス⾰新プロジェクトに参加。 

 
2星⼯会 

 
表彰式の様⼦ 

 


