
所 在 地 ：鹿児島県薩摩郡さつま町田原２２３８－１
操 業 ：１９７４年（昭和４９年）４月

工 場 長 ：長 崎 正 人
主要事業：スパークプラグの製造
従 業 員 ：７４４名（２０１６．８．１現在）

宮之城工場は、１９７４年に操業を開始した世界最大のスパークプ

ラグの生産工場です。豊かな自然を背景に環境保全に関する法

令を遵守し、環境汚染を防止するとともに、資源の有効利用、

地球温暖化防止に継続的に取り組み、本来の業務と一体化した

環境活動を推進することで、「エコビジョン２０１５」の削減目標を概

ね達成する事ができました。また、ドクターヘリの発着場の提供、

地域消防団への貢献、教育やスポーツ活動の支援などをおこな

い、地域社会とともに発展することを目指してきました。

さらなる地域社会との共生を目指した環境貢献活動に積極的に

取り組み、「グローバルエコビジョン２０２０」を達成すべく再発進し

ます。

取組項目 目的・目標 2015年度の実績 実績評価

CO2排出量の削減 排出量：26,465トン/年以下 23,459トン▲3,006トン 目標達成

廃棄物排出量の削減 原単位：0.084/万個（前年度比1%減） 原単位：0.0836/万個 目標達成

水使用量の削減
原単位：0.339トン/千個

（前年度比1%減）
原単位：0.344トン/千個 目標未達

社会貢献の充実
工場周辺清掃活動の継続実施

1回/年
工場周辺町道の空き缶拾い
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事業活動
CO2排出量の削減

原単位：0.156トン/千個以下（2015年度比1%減）

環境意識
の向上

環境教育（充実、開催）

各課の【小さな環境取り組み】提案

社会連携

安全衛生環境大会の継続実施 1回/年

【従業員の家族招待の提案】

ステークホルダーの工場見学受け入れ

工場周辺清掃活動の継続実施 1回/年

政令

No.

対象化学物質名

(報告対象物質)
取扱量

排 出 量 除去処理量 廃棄物移動量
搬出量

製品・売却品大気
公共用
水域

土壌 分解反応 埋立・焼却
有効利用

(リサイクル) 

87 クロム及び三価クロム化合物 28,495 1,358 27,137

144 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く） 2,025 2,025 0 0

308 ニッケル 171,204 171,204

405 ほう素化合物 5,857 87 51 5,719

412 マンガン及びその化合物 2,156 2,156

法規制違反・罰金・訴訟の件数 0件 利害関係者からの要求の件数 0件

単位：kg



取扱量（kg）
２０９，７３７

工場周辺空き缶拾い

【削減】ＧＳ炉ホットプレス部シリンダーの自動（ロボシリンダー）化によるCO2削減

【対策前】 【対策後】 エアシリンダーをロボシリンダーへ改造した。

工場見学受入（小学生・社会科見学）

法・条例 協定

ばいじん mg/Nm3 100 － 80 ＜0.007 ＜0.007
Nox ppm 150 － 120 69.0 69.0
pH - 6.0～8.0 6.0～8.0 6.5～7.8 7.3 7.6
SS mg/l 35 35 28 3.8 8.0
BOD mg/l 20 20 16 3.5 6.4
COD mg/l 160 - 128 7.0 7.0
n-ヘキサン抽出物 mg/l 5 ≦5 4 <0.5 <0.5
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 0.15 0.15
鉛 mg/l 0.1 - 0.08 <0.01 <0.01
ふっ素 mg/l 8 - 6.4 - -
ほう素 mg/l 10 - 8 1.7 1.7

大腸菌 個/cm3 3000 - 2400 0 0

朝方 dB 60 - 55 45.2 53.1
昼間 dB 65 - 60 49.3 54.4
夕方 dB 60 - 55 46.0 52.7
夜間 dB 50 - 50 44.3 48.5
昼間 dB 60 - 52 31.5 41.0
夜間 dB 55 - 48 32.3 41.0

3T温水ボイラー

振動

騒音

排水
（公共用
水域）

大気

MAX項目 種類 単位
規制値 自主

基準値
平均

総務大臣より感謝状をいただきました

エアシリンダー
（２本/台）

仮押さえ用・本押え用

ロボシリンダー
へ改造

（２本/台）

年間効果：CO2削減量 25.08トンCO2 /年/6台 年間効果：費用削減 1,002千円/年/6台

エアシリンダーは、設備の中で単体エア

使用量が一番多く、エア漏れ等の設備

管理にも時間を要していた。


