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所在地 アメリカ、アラバマ州 

 

敷地⾯積 445,200 m2 

設⽴ 1992年1⽉ 

従業員数 504⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 フッ素樹脂、フッ素化学製品 

認証取得 ISO 9001 1997年4⽉ 

 ISO 14001 1997年10⽉ 

 RC 14001 2006年12⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2012年12⽉ ランク︓ブロンズ 

 スーパーグリーンハートファクトリー 2014年11⽉ ランク︓- 
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【環境】 環境負荷低減への取り組み 

 PFASの管理 

2021年もDAIはユーティリティ事業分野で泡沫分別技術のパイロットテストを継続しました。これは河川へのパイプ
端排出を削減するための⼤規模な資本プロジェクトを実施することを全体的な⽬標としています。またDAIは、
PTFE分散液の「すすぎ」⽔を泡沫分別技術で処理する別の資本プロジェクトも継続しており、排⽔を敷地外に出
して焼却するよりもコストを削減しました。 

 家電リサイクルデー 

過去9年間にわたり、DAIでは従業員向けに古い家庭⽤電化製品の無料
廃棄を実施しています。毎年回収し、適切に処分している電⼦機器には、パ
ソコン、モニター、コピー機、プリンター、テレビ、オーディオ機器、携帯電話など
があります。2021年には、約1,000ポンドの電⼦機器を回収し、リサイクルに
回しました。 

 GHG削減–C-318サンプリングの削減 

DAIの2021年度環境⽬標のひとつに、GHG排出量（C-318）の削減が
あります。その⼀環として、C-318のサンプリング回数の削減を実施しました。
C-318のサンプリング回数削減を実施したところ、平均CO2排出量は2020
年の116ポンド／バッチから2021年の68ポンド／バッチに減少しました。 こ
れは、年間約317.7MT-CO2/バッチのGHG排出量削減に相当します。  

■ 埋⽴て廃棄物の削減 

ダイキンは、廃棄物を埋⽴てから再利⽤する機会を模索し続けています。
DAIでは、地元の業者であるActiva社と協⼒して、床掃除⽤のスイーパーな
どの溶融物やPTFE製品のスクラップを購⼊しています。2021年は、DAIは
429,000ポンド以上を埋⽴地から有益な再利⽤に転換しました。これは廃
棄物全体の14%であった2020年から40%に増加したことになります。 
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【環境】 ⽣物多様性の保全事例 

■ ⾬⽔貯留⽤の池 

DAIは2つの⾬⽔貯留池を管理しています。これらの池では、⾬⽔に含まれる浮遊
物やその他の固形物を沈殿させ、施設から出る⽔の質を向上させています。各池か
らの排⽔は⽔⾨で制御されています。通常時は⽔⾨が閉じられているため、湿地に
依存する多くの野⽣動物や原⽣植物の⽣息地をなっています。 

 

 

【環境】 環境コミュニケーション事例 

■ レスポンシブル・ケア活動の継続 

DAIはRC14001認証企業です。このプログラムの⼀環として、バリューチェーン全体における当社のライフサイクルの
視点を特定し、⽂書化することに関する意識を⾼める取り組みが⾏われています。 

 

■ 地域団体とのコミュニケーション 

当 社 は North Alabama Environmental Professional Association 
（NEPA）の⽉例会に参加しています。NEPAの⽬的は、業界の共通利益のため
に、地域の専⾨家がネットワークを作り、情報を共有する機会を提供することです。ま
た、当社の従業員は、業界団体であるManufacture Alabamaの環境委員会
（EC）のメンバーでもあります。ECは年間を通して開催され、⼟地、⽔、空気、エネ
ルギーに関する環境問題についての技術的専⾨知識を提供しています。DAIは毎
年、⽉例会を主催しています。 
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【顧客満⾜】品質向上への取り組み 

 お客様満⾜度調査 

DAIは、より良い「お客様の声」情報と明確な測定⽅
法を得るために、顧客満⾜度調査の改善に取り組んで
きました。 

COVID-19の課題にもかかわらず、お客様の満⾜度は
⾼いままです。 

 

 溶解領域のFEMA（故障モード効果分析）について 

DAIでは、溶解液製造エリアの⾒直しを⾏い、汚染の原因となる製造上の潜在的なリスクを評価しました。 

このプロジェクトでは、特定された⾼いリスクを低減するためのアクションプランを作成します。 

 品質の向上 

当社は、製品の品質を引き続き重視しており、コンタミ
ネーションの低減、原材料の改善、統計的⼯程管理
（SPC）や⾃動化による製品のばらつき低減などに取
り組んでいます。 

これらの取り組みにより、製品の品質に関するお客様か
らの苦情は減少傾向にあり、現在では過去最低⽔準
となっています。 
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【顧客満⾜】 お客様のニーズを反映するシステム 

 ⽣産安定性の向上  

完成品の統計的プロセス制御（SPC）を利⽤して、
⼯程の傾向を特定し、迅速に対処するために、定期的
に品質保証・⽣産会議を実施しています。 

 

 

【⼈材】 従業員に対する⼈材育成 

■ 北⽶リーダーシッププログラム（NALP） 

DAIはUP／NALPプログラムに参加しています。  

2021年はDAIのマネージャーJon HeckmanとLensey Smithの2
名が研修プログラムに参加しました。 

このプログラムは、北⽶地域のダイキングループ各社のリーダー育成を
⽬的としています。 

 

■ DiSC研修 

個⼈の性格の違いを理解し、組織の他のメンバーとどのように働き、コ
ミュニケーションをとるのが最適かを理解するために、21年度はより多く
の DAI 専 ⾨ ス タ ッ フ が DiSC パ ー ソ ナ リ テ ィ ト レ ー ニ ン グ
（www.discprofile.com）を受けました。 

2021年にDiSCトレーニングクラスをバーチャルで実施しました。 
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Human Resources: Promoting Diversity 

 DAI雇⽤⽅針 

DAIは均等な雇⽤機会を提供しており、⼈種、肌の⾊、宗教、性別、出⾝国、外国⼈の⾝分、年齢、兵役、退
役軍⼈の⾝分、障害、性的指向、性⾃認、婚姻状況、素因遺伝特性、DV被害状況、合法的な勤務時間外
の活動、その他該当する連邦または州法で保護される特性、雇⽤報酬、昇進、異動、解雇、その他の雇⽤条件
によって違法な差別を⾏うことはありません。 

 ワークライフバランス 

DAIでは、従業員が仕事の⽣産性を維持しながら、家族との時間をより多く持てるように、フレキシブルな勤務体
系を採⽤しています。 

■ 地元少数⺠族のための⼤学奨学⾦ 

DAI出は毎年、地元のマイノリティの学⽣に対し、希望する⼤学の授
業料や書籍代などのための奨学⾦を⽀給しています。DAIは、マーティ
ン・ルーサー・キング・ジュニア・ユニティ・セレブレーション期間中の1⽉
17⽇に、マイノリティの⼤学⽣8名に奨学⾦を授与しました。 

 

 

■ 機会均等と⼈権の尊重 

私たちは、多様な⼈的資源を最⼤限に活⽤するための努⼒を続けています。機械均等の考えに基づき、すべての
従業員には地位や役職に関係なく、同じ機会が与えられます。また、全従業員を対象とした年1回の教育では、
誰もがお互いに尊重し合える職場づくりを⽬指しています。 
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【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

 オール・アイズ・フォーカス・オン・セーフティ（AEFOS）イニシア
チブ 

DAIは安全事故の頻度と深刻度が上がっている状況に迅速に対応す
るため、2021年7⽉から新たな安全への取り組みを開始しました。 
活動内容には、週1回のトップマネジメントによるパトロール、安全に関
する特別プレゼンテーション、安全上の懸念事項に対する迅速な是正
に重点を置くこと等が含まれています。 

 

■ グッド・トゥー・グレート（g2G）安全イニチアチブ 

DAIは2019年5⽉に、労働者の関与、所有権、発⾔⼒を⾼めること
を意図した草の根の安全イニシアチブとしてg2Gを開始しました。 

2021年、DAIは⼯場内の安全性向上のために約1,000万ドルの設
備投資を⾏いました。安全性は継続的に向上しており、2022年もこ
の取り組みを続けていきます。 

 

 

【地域社会】 環境保全活動 

■ ケミカルリサイクルのボランティア 

毎年、ディケーター市の毎⽉のChemical Collection Dayにボランテ
ィアと財政⽀援を⾏っています。2021年3⽉13⽇、住⺠は古いペン
キ、家庭⽤化学品、モーターオイル、蛍光灯などを廃棄しました。これ
らは適切に処分されるか、リサイクルされるか、有益な配合燃料に使
⽤されます。 
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【地域社会】 教育活動への⽀援 

 Boys & Girls ClubでSTEM教育を推進  

DAIの社員は、地元のボーイズ＆ガールズクラブでボランティア活動を⾏い、科学と化学の教育を促進しています。 

 EPICプログラム 

DAIは、プロセス制御技術を専攻する⼤学⽣を対象に、Co-op（有給インターン）の機会を提供しています。 

 DAIスクール・サプライ・ドライブ 

学⽤品、バックパックなどを必要としている50⼈の⼦供たちに配
布しました。  

またDAI社員がボーイズ＆ガールズクラブで⼦供たちと科学実
験を⾏いました。 

  

■ 地元⼤学とのパートナーシップ 

DAIは、アラバマ⼤学、オーバーン⼤学、アラバマ⼤学ハンツビル校との共同教
育プログラムやインターンプログラムを⽀援しています。このプログラムを通じて、
2021年は合計10名の⼯学系学⽣が就業体験をしました。 

また、DAIはカルホーン・コミュニティ・カレッジのEPIC（Excellence in 
Process Industrial Controls）Co-op（有給インターン）プログラムに参
加し、引き続き指導的役割を果たしました。DAIは現在、7名のEPIC Co-op
の学⽣が⽣産現場で働いています。 

 

■ ⾼校⽣ホームステイプログラム 

「ダイキンホームステイプログラム」では、モーガン郡の⾼校⽣が⽇本を訪れ、ダイ
キン⼯業株式会社の社員の家庭に滞在します。この訪問は、⽇本の⽇常⽣
活や⽂化を肌で感じることができる良い機会となっています。 

2020年はCOVID-19パンデミックのため、プログラムを中⽌しました。 
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【地域社会】 その他の地域貢献 

 DAI社員による地域社会への還元 

毎年DAI社員は「Day of Caring」で、地域のホスピス患者のために
庭仕事のボランティアをしています。 

また、モーガン郡のボランティアセンターと協⼒して、DAIのメンバーは休
⽇にボランティア活動を⾏い、地域の障がい者のために⾞椅⼦のスロー
プを作っています。 

 

 地元の病院で働く⼈々に感謝の贈り物 

DAIはCOVID-19パンデミックの際に頑張ってくれたディケーター・モー
ガン病院の職員に感謝の気持ちを込めてスナックバスケットを寄付しま
した。 

 

■ ユナイテッド・ウェイ・ゴルフ・トーナメント 

毎年、地元のモーガン郡のユナイテッド・ウェイのためにチャリティー・ゴル
フ・トーナメントを主宰しています。 

2021年には、地元にとって重要なこの慈善事業を⽀援するために、
当社の販売業者の協⼒を得て、285,000ドルを集めました。DAI従
業員によるUnited Wayキャンペーンでは、88,000ドルを集め、同額
をDAIが上乗せしています。  
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■ エンジェルツリー 

DAI社員は50⼈の貧しい⼦供たちにクリスマス⽤に新しい服、靴、お
もちゃを提供しました。 

 

■ トイ・フォー・トッツ 

ニューヨーク州オレンジバーグでは、今年で9回⽬となる「Toys for 
Tots」キャンペーンを実施しました。 

Toys for Tots は、⽶国海兵隊予備軍が運営するプログラムで、親
がクリスマスにプレゼントを変えない⼦供たちにおもちゃを配布していま
す。従業員の寛⼤な⼼により、約50個のおもちゃが集まり、この素晴ら
しいプログラムに寄付されました。  

 

【外部評価】 表彰 

 アラバマ州における年間最優秀メーカー 

DAIは、アラバマ州の年間最優秀メーカーのファイナリストとして認めら
れました。 

 

 


