
　
　 
　

購入電力 1,180 万ＫＷｈ

LPG 400 トン

ガソリン 4,800 Ｌ

軽油 170 Ｌ

コピー紙 1 トン

リユース素地 0.1 トン

ガス類 20 トン

プラスチック材料 92 トン

化学物質 135 トン

油類 21 トン

その他 11 トン

プラスチック類 24 トン 24 トン

紙類 7 トン 7 トン

ダンボール 59 トン 59 トン

上水 ｍ3

リサイクル水 ｍ3

◆ＰＲＴＲ◆

305

　　～ＰＲＴＲ法対象物質のINPUT-OUTPUT～ ◆大気・排水・騒音◆

0 810 2,333

廃棄物移動量

埋立・焼却
有効利用
(ﾘｻｲｸﾙ)

土壌

水
13,000

17,000

0

大気 公共用水域

使用エネルギー

廃棄物

PRTR法対象物質

補助材料
リサイクル

埋立・焼却

200

1

トン

トン

生産

輸送

5,100 トン-CO2

11 トン-CO2

0

マテリアルバランス（調査期間：２０１２年４月～２０１３年３月）

単位（kg）

環境データ （調査期間：２０１２年４月～２０１３年３月）

政令
№

排　　出　　量

エネルギー

トン大気

紙

主要原材料

その他の材料

容器・包装材料

11,000

搬出量
製品・売却品

29,777

単位（kg）

対象化学物質名
＜報告対象物質＞

鉛及びその化合物

取扱量

32,920 0

ｍ3排水

容器・包装材料

排水

紙類

ダンボール

プラスチック類

移動量（埋立・焼却）：８１０

移動量（有効利用）　　：２，３３３

搬出量（製品・売却品）：２９，７７７

取扱量
３２，９２０

  日本特殊陶業㈱伊勢工場は、１９９４年の創業開始から今年で２０年目を迎えることが出来ました。
　ひとえに地域の皆さまからの温かいご支援の証と認識し感謝申し上げます。
　さて、環境問題はわれわれの社会が継続していくためには、避けて通ることが出来ない課題であり、
　企業に求められる環境活動も益々質を問われるようになってきています。
　弊社では、地球温暖化、化学物質、廃棄物などの環境リスクに対し、２０１１年度から
　「エコビジョン２０１５」という新たな取組みの指針を策定し、総員参加で日々の活動に取り組んで
　おります。環境法規制におきましては今年も全て順守することが出来ました。
　これからもコンプライアンスを重んじ、利益を追求するだけでなく環境負荷低減に努めます。
　更に、信頼していただける企業を目指して地域社会の持続的発展に貢献出来るよう努めて参ります。
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規制値
法・条例

大気 ばいじん（焼成炉） mg/Nm3 250 100 <5 <5
pH - 5.8～8.6 6.0～8.4 7.5 7.7
SS mg/l 90 45 2.2 9.0
BOD mg/l 25 20 1.7 4.0
COD mg/l 25 20 5.5 8.0
ｎ－ヘキサン抽出物 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 0.03 0.04
鉄 mg/l 10 5 0.03 0.03
鉛 mg/l 0.1 0.05 <0.01 <0.01 
窒素 mg/l 120 60 8.7 13.0
リン mg/l 16 8 1.3 3.7
マンガン mg/l 10 5 <0.02 <0.02
大腸菌 個/cm

3 3000 1500 検出せず 検出せず

朝方 東 dB 55 55 44.5 44.5
昼間 東 dB 60 58 49.4 49.4
夕方 東 dB 55 55 41.1 41.1
夜間 東 dB 50 50 38.7 38.7
昼間（東西南北） dB 65 60 <50 <50 
夜間（東西南北） dB 60 55 <50 <50 

平均 MAX

排水
（公共用
水域）

項目 種類 単位

騒音

振動

自主基準値

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・製造及び、内燃機関用センサｰの製造
従 業 員   ：　２４７人 （２０１３．３．３１現在）

　■　ISO１４００１認証取得年月　２０００年１２月

日本特殊陶業株式会社　伊勢工場
SITE REPORT ２０１３

       代表者の緒言

工場長　平岡　敬章



※生産数増加により、CO2削減対策として火止めを実施していた焼成炉の使用を再開したため、目標未達成となった。

生活排水水質分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基準値クリア

大気測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基準値クリア

騒音・振動測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基準値クリア

土壌測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基準値クリア

法規制違反、罰金、控訴の件数・・・・・・・・・・・０件

利害関係者からの要求件数・・・・・・・・・・・・・・０件

２０１２年度 主な環境取り組み概要
●CO2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 空調見直しによる省エネ・・・１２０トン-CO2/年削減

使用量の少ない焼成炉の火止め・・・５９トン-CO2/年削減

●廃棄物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木パレットリサイクル利用・・・１．２トン

段ボールを通い箱に変更等・・・０．４トン

●水資源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第1工場1階トイレ自閉式蛇口へ変更・・・２．６m3/年

●安全衛生・環境大会・・・・・・・・・安全衛生・環境大会２０１２　伊勢大会を開催・・・７月９日

●地域清掃活動・・・・・・・・・・・・・・地域清掃活動（円座、上野、津村町）を実施・・・８月３日、３月２１日

■CO2排出量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５，６４１トン/年以下

■廃棄物処理費用の削減・・・・・・・・・・・・ 処理方法の見直し

■化学物質管理の強化・・・・・・・・・・・・・・PRTR対象物質排出量の削減

ハザードランク禁止・制限物質使用量削減

■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開発

■コミュニケーションの充実・・・・・・・・・・・ ステークホルダーの工場見学受け入れ

■地域社会貢献活動・・・・・・・・・・・・・・・・工場周辺清掃活動の継続実施

宮川流域（横輪川）水質調査実施

■環境意識の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・社内環境教育の実施

内部監査員維持教育の実施

１．２トン/年の削減対策を実施する

２m3/年の削減対策を実施する

～地域清掃活動～

水資源の有効利用

 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

取り組み項目 目的・目標

○

評  価

×

○

○

２トン/年の対策実施廃棄物排出量の削減

２６３トン-CO2/年の削減対策実施

■お問い合わせ先　　　日本特殊陶業（株）伊勢工場　環境安全部　　TEL　：　０５９６－３９－１５３４　

２０１３年度 環境行動計画

２０１２年度　コンプライアンス(法規制順守)

２．６m3/年の削減対策実施

宮川流域ルネッサンス協議会へ１回/月水質報告実施

～安全衛生・環境大会２０１２～

２０１２年度 環境の目的・目標と実績

２０１２年度　実績 

CO2総排出量の削減 ２７９トン-CO2/年の削減を実施する

ストレスチェック 起震車による地震体験 道路脇に落ちているゴミを回収

※


