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 　　 代表者の緒言

　　 マテリアルバランス（調査期間：２０１０年４月～２０１１年３月）
　購入電力 4,348 万KWH 　生産 22,985  トン

　ＬＰＧ 288 万m
3 　輸送 16  トン

　A重油 0  ＫＬ

　ガソリン 2.8  ＫＬ

　紙類 1,776  トン 　大気 0  トン

　水域 0.05  トン

  金属材料 8,661  トン 　リサイクル 3,438  トン

  非金属材料 3,318  トン 　埋立・廃却 16  トン

　ガス類 20  トン 　紙類 1,255  トン

21  トン 　ダンボール 604  トン

　化学物質 883  トン 　プラスチック類 23  トン

　油類 202  トン

　その他 33  トン

　上水 10,901  トン 　排水 127,408  トン

　井水 116,507  トン

　リサイクル水 73,628  トン 　完成品 302,397 千個

　　 環境データ（調査期間：２０１０年４月～２０１１年３月）

■ＰＲＴＲ 単位（kg）

政令 除去処理量

№ 大気
公共用
水域

土壌 分解反応 埋立・焼却 有効利用
(リサイクル)

71 40,341

108 0 1,818

144 1,811 70

308
405 55 5 211

■ＰＲＴＲ対象物質のＩＮＰＵＴ－ＯＵＴＰＵＴ（kg） ■　大気・水質・騒音

　宮之城工場は、スパークプラグを生産し、生産量では

設備の効率向上、資源の有効活用、省エネ活動を推進し

地域社会に貢献できる企業を目指し、全員一丸となって

世界最大の工場です。生産革進、人材育成を行いながら

PRTR法対象物質

廃棄物主要原材料

紙

によるCO2排出量

その他の材料

水

27

製品

補助材料 プラスチック材料
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塩化第二鉄

クロム及び三価クロム化合物

40,341

使用エネルギーエネルギー

工場長　杉本 誠

進めています。

日本特殊陶業㈱　鹿児島宮之城工場
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容器・包装材料

ほう素化合物 7,577 7,307

1,882
無機シアン化合物
(錯塩及びシアン酸塩を除く)

ニッケル 151,195 151,195

1,846

搬出量
製品・売却品

排水

廃棄物移動量排出量
取扱量

取扱量
２０２，８４１

大気０

搬出量１５８，５２９

　排水他　５５

リサイクル４２，４４１

埋立・焼却０．１１

　分解反応　１，８１６

消防団協力事業所認定

法・条例 協定
冷温水機 mg/Nm

3 300 － 240 廃止 廃止
3T温水ボイラー mg/Nm

3 100 － 80 ＜0.006 ＜0.006
冷温水機 ppm 180 － 144 廃止 廃止
3T温水ボイラー ppm 150 － 120 68.0 68.0

pH - 6.0～8.0 6.0～8.0 6.5～7.8 7.3 7.5
SS mg/l 35 35 28 6.2 11.0
BOD mg/l 20 20 16 2.9 6.0
COD mg/l 160 - 128 8.0 9.0
n-ヘキサン抽出物 mg/l 5 ≦5 4 ＜2.5 ＜2.5
シアン mg/l 1 - 0.8 ＜0.05 ＜0.05
六価クロム mg/l 0.5 - 0.4 ＜0.05 ＜0.05
銅 mg/l 3 - 2.4 ＜0.05 ＜0.05
亜鉛 mg/l 2 - 1.4 ＜0.05 ＜0.05
鉛 mg/l 0.1 - 0.08 ＜0.01 ＜0.01
ふっ素 mg/l 8 - 6.4 ＜0.2 0.2
ほう素 mg/l 10 - 8 2.8 6.4
大腸菌 個/cm

3 3000 - 2400 0 0
朝方 dB 60 - 55 44.5 45.9
昼間 dB 65 - 60 52.9 54.2
夕方 dB 60 - 55 47.4 51.8
夜間 dB 50 - 50 45.5 46.6
昼間 dB 60 - 52 29.5 29.5
夜間 dB 55 - 48 30.5 30.5

振動

騒音

ばいじん

NOx

排水
（公共用水域）
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MAX項目 種類 単位
規制値

自主基準値 平均



     法規制遵守状況　（２０１０年度）

     ２０１０年度　河川及び道路愛護運動                        鹿児島エコアクション参加

     ２０１１年度主な環境目的・目標

事業活動 ・CO2の削減　排出量　22,364ｔ/年以下 社会連携 ・コミュニケーションの充実

　環境大会を継続実施する

・地域等のコミュニケーションの充実

・水使用料の削減 ・社会貢献の充実

　削減目標　1,244.6ｔ  　2010年度比　 原単位▲1％ 　工場周辺清掃活動の継続実施　２回/年

・グリーン調達の促進 ・環境教育を継続実施する

　お取引業者へのグリーン調達協力依頼

　削減目標　354.3ｔ

０件

■お問合せ先　　　日本特殊陶業㈱　鹿児島宮之城工場　事務課　　ＴＥＬ　０９９６－５３－２２１１

法規制違反・罰金・訴訟の件数

     ２０１０年度　主な環境取り組み事例

利害関係者からの要求の件数 ０件

　内部監査維持教育、職場内教育の実施

　ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰの工場見学受入を継続実施する

・廃棄物・有価物排出量の削減

　削減目標 28.7ｔ  　2010年度比　 原単位▲1％

削減実績27件/年 削減量 24ﾄﾝ/年　目標達成22ﾄﾝ/年の廃棄物削減対策する廃棄物排出量の削減

実績評価

2010年10月22日
工場・北側町道の草刈り及び歩道の草取り
2011年 3月11日
会社周辺の空き缶拾いとゴミ拾い
2011年　3月22日　新入社員
工場内ガードレール清掃及び日特橋清掃

工場周辺の清掃活動実施する

    （２回／年以上）

地域社会の環境に配慮する

削減実績 2件/年 削減量930.6ﾄﾝ目標達成930ﾄﾝ/年の水使用量削減対策する水質資源の有効利用

削減実績58件/年 削減量 482.9ﾄﾝCO2 目標達成466.9ﾄﾝ/年のCO2削減対策する国内温室ガス排出量の削減

2010年度の実績管理項目（目的・目標）取組項目

     2010年環境の目的・目標と実績

LPG削減量：25,102㎥/年 　効果金額：3,145千円/年
CO2削減量:152t-CO2　　　   対策費用：300千円

天井扇

焼成炉本体（PR5）

滞留空気

排気ﾀﾞｸﾄ外面温度45℃

焼成体焼成温度1560℃

施釉機

外気取入口 温水ボイラー2基

温水ﾎﾞｲﾗｰ

温水
ｺｲﾙ
50～70℃

排気 排気 給気 給気

焼成炉予熱の有効利用による外気処理ボイラーの停止

焼成炉予熱及び滞留空気を、冬季の暖房へ有効利用することで、
外気処理温水ボイラーの停止を図る。

<概要>

炉壁外面温度
120℃

停止

冬季は天井からの給気により、滞留空気を有効に利用し
暖房とすることで、温水ボイラーを停止できた。

製作工程掃除機屑排出量の削減

粉末タンク内の粉末固まりを、振動篩装置によって解消させること
で、掃除機屑排出量の削減を図る。

<概要>

【改善前】 【改善後】

粉末タンクホッパー内に粉末固
まりが発生し掃除機で吸引し屑
として排出していた。

粉末供給部へ小型振動篩を取付。
ホッパー内での粉末固まりが無く
なり掃除作業に発生する屑が
削減できた。

廃棄物削減量：5.9t/年 効果金額：295千円/年

新入社員研修 鹿児島で広がるエコの環工場北町道草刈


