
 

 

 

購入電力 ： 1,153 万 KWh 
ＬＰＧ ： 361 トン 
ガソリン ： 5,032 L 
軽油 ： 277 L 

紙類 ： 3.6 トン 

リユース素地 ： 0.5 トン 

ガス類 ： 20 トン 
プラスチック材料 ： 81 トン 
化学物質 ： 162 トン 
油類 ： 18 トン 
その他 ： 34 トン 

上水 ： 11,733 トン 
リサイクル水 ： 15,238 トン 

エネルギー 

その他材料 

補助材料 

水 

生産 ： 4,894.4 トン

輸送 ： 11.7 トン

大気 ： 0.1 トン

リサイクル ： 155 トン

埋立・焼却 ： 1.5 トン

プラスチック類 ： 21.5 トン

紙類 ： 3.6 トン

ダンボール ： 29 トン

排水 ： 11,446 トン

使用エネルギー 

による CO2 排出

PRTR 法対象物質 

排出量 

廃棄物 

排水 

日日本本特特殊殊陶陶業業株株式式会会社社  伊伊勢勢工工場場 SSIITTEE  RREEPPOORRTT  22001122

紙 

主要原材料 

容器･包装材料 

代表者の緒言 

I 
N
P
U
T

日本特殊陶業伊勢工場は、１９９４年の操業開始以来、地域の皆様方のご

理解とご支援を賜り、今年で１９年目を迎えることができました。 

２０１２年となり京都議定書の第１約束期間の最終年となりましたが、今後

の新たな国際的な取り組みについては、各国の思惑が交差し、先行きが不

透明な状況となっています。しかしながら、さまざまな環境問題が取りざたさ

れる中、企業においては長期的な視点で、先を見据えた環境活動が求めら

れます。日本特殊陶業グループでは、昨年度から新たに策定した環境の取り

組み指針である「エコビジョン２０１５」における「環境方針」と「環境行動計画」

に基づき、長期的な視点から日々の環境活動に取り組んでいます。 

地域社会から求められる役割・責任を自覚し、これからも信頼される企業と

して地域に貢献できるよう、全員参加のもと活動に取り組んでいきます。 

所 在 地 ： 三重県伊勢市円座町字細越８７１－６ 

操業開始 ： １９９４年（平成６年） ４月 

主要事業 ： 電子部品の設計・製造・販売及び、内燃機関用センサｰの設計・製造

従 業 員 ： ２１９人 （２０１２．３．３１現在） 

環境データ （調査期間：２０１１年４月～２０１２年３月） 

ＰＲＴＲ 

排出量 移動量 除去処理量 搬出量 
政令 No. 対象化学物質名  〔報告対象物質〕 取扱量 

大気 公共用水域 土壌 公共下水道 埋立・焼却 有効利用 場内焼却 分解反応 製品・売却品

305 鉛及びその化合物 30,154  63 4,668 25,423 

コンプライアンス(法規制順守) 

生活排水の水質分析（１回/月）・・・・・・・・・・・・・・・・ 基準値クリア 

4，10 月 大気測定実施（２回/年） ・・・・・・・・・・・・ 基準値クリア 

11 月 騒音測定実施（１回/年） ・・・・・・・・・・・・・・ 基準値クリア 

11 月 土壌測定実施（1 回/年） ・・・・・・・・・・・・・・ 基準値クリア 

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 

項目 種類 単位 規制値 自主基準値 平均 MAX

大気 ばいじん mg/Nm3 250 100 <5 <5 

pH － 5.8～8.6 6.0～8.4 7.6 8.2 

SS mg/L 90 45 1.6 6.0 

BOD mg/L 25 20 1.1 2.0 

COD mg/L 25 20 4.0 7.0 

COD（総量） ㎏/日 3.4 3.4 0.1 0.2 

n-ヘキサン mg/L 30 15 <1 <1 

フェノール類 mg/L 1 0.5 <0.1 <0.1 
全クロム mg/L 2 1 <0.04 <0.04

銅 mg/L 1 0.5 <0.02 <0.02

亜鉛 mg/L 2 1 0.0 0.1 

鉄 mg/L 10 5 0.0 0.2 

鉛 mg/L 0.1 0.05 <0.01 <0.01

窒素 mg/L 120 60 6.7 13.0 

窒素（総量） ㎏/日 4.1 4.1 0.2 0.3 

リン mg/L 16 8 0.7 1.2 

リン（総量） ㎏/日 0.39 0.39 0.02 0.03 

マンガン mg/L 10 5 0.0 0.3 

排水 

(生活系) 

大腸菌 個/cm3 3000 1500 6.9 26.0 

朝方 dB 55 55 41.6 41.6 

昼間 dB 60 58 48.6 48.6 

夕方 dB 55 55 48.9 48.9 
騒音 

夜間 dB 50 50 48.8 48.8 

大気・排水・騒音 

単位：ｋｇ

取得年月 ： 

2000 年 12 月 

認証機関 ： 

（財）日本品質保証機構 

認証書番号 ： 

ＪＱＡ－ＥＭ６４５２ 

ＩＳＯ１４００１認証状況 

マテリアルバランス 

O
U
T
P
U
T

ＰＲＴＲ法対象物質の INPUT-OUTPUT 
単位：ｋｇ 

搬出量（製品・売却品）：25,423
取扱量 

30,154 

移動量（埋立・焼却）：63 

移動量（有効利用）：4,668

工場長 平岡 敬章 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２年度 環境行動計画 ２０１１年度 主な環境取り組み概要 

■■おお問問いい合合わわせせ先先：：日日本本特特殊殊陶陶業業（（株株））  伊伊勢勢環環境境安安全全部部  TTEELL：：00559966--3399--11553344  

取り組み項目 目的・目標 ２０１1 年度 実績 評価 

CO2 総排出量の削減 74 トン- CO2/年の削減を実施する 102 トン- CO2/年の削減対策実施  

廃棄物排出量の削減 14 トン/年の削減対策を実施する 18 トン/年の対策実施  

水資源の有効利用 18m3/年の削減対策を実施する 18m3/年の削減対策実施  

自然保護と社会貢献の 
             推進 

宮川流域水環境調査を実施する。 
宮川流域ルネッサンス協議会へ 

1 回/月水質報告実施 
 

２０１1 年度 環境の目的・目標と実績 

 

 

TK-2 号炉、TK-5 号炉の統合による電力削減・・・50 トン-CO2/年削減 

第 1 工場冷却水チラー更新による電力削減・・・・・12 トン-CO2/年削減 

 

 

圧電体素地配管ロス削減による収率改善・・・・・・・4.0 トン/年削減 

有価物化による廃棄物削減の支援・・・・・・・・・・・・・11 トン/年削減 

 

 

第 3 工場トイレ手洗い自閉式蛇口・・・・・・・・・・・・・・6.0m3/年削減 

無洗米による食堂洗米水の削減・・・・・・・・・・・・・・・10m3/年削減 

 

 

7 月 28 日 安全衛生・環境大会 2011 伊勢大会を開催 

 

 

近隣地区(円座町・上野町)清掃活動 

8 月 8 日 (23 名)   3 月 21 日 (17 名) 

廃棄物 

環境大会 

地域清掃活動 

水資源 

 項目 2012 年度目標 

環
境
経
営 

グローバルで統一した

活動の推進 
緊急事態対応訓練の実施 

CO2 排出量の削減 CO2 総排出量を 3,327 トン/年以下にする 

廃棄物排出量の削減 処理方法、処理業者の見直し 

環境配慮製品の開発 貴金属、希少金属をできるだけ使用しない製品の開発 

 
 

 

事
業
活
動 

化学物質管理の強化 化学物質管理ソフト導入の支援 

コミュニケーション 

の充実 

伊勢地区安全衛生環境大会の実施 

各区長との地域交流会の実施 

社会貢献の充実 
工場周辺清掃活動の継続実施 

宮川流域（横輪川）水環境調査の実施 

社
会
連
携 

環境意識の向上 
階層別教育（勤続 3 年目）の実施 

内部監査員養成教育・維持教育の実施 

安全衛生・環境大会２０１１  地域清掃活動 

CO2 

掲示物を見学される地域の方々 道路脇に落ちているゴミを回収 

 

保健師による腰痛体操 


