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■  200９年度主な目的・目標

環境経営情報管理の一元化

ＣＳＲ経営の推進・環境リスクの削減

■  ２００８年度環境取り組み 　　　　　　　　　　　○：目標達成　．×：目標未達

２００8年度実績

■  2008年度マテリアルバランス
エネルギー 購入電力

ガソリン 生産関係 142t

軽油 1.1ｋｌ 輸送関係 5.1ｔ

紙 コピー紙 0.14ｔ 合計 147.1ｔ

容器・ プラスチック 0.28ｔ 大気 0.0ｔ

包装材料 紙 0　ｔ 排出量 水域 0.0ｔ

ダンボール 1.4ｔ

その他の材料 プラスチック 0.7t 　廃棄物 リサイクル 8.4t

　　・補助材料 化学物質 23.0t 埋立・焼却 0.1ｔ

油類 1.9t

その他 0.23t 　排水 生活排水 570.3t

水 上水 93t

井水 477.3t

×

0.9ｋｌ

目的・目標

○

廃棄物による環境負荷の低減
処理費用を図る為、業者見直しを検討する
布ウエスのリデュ-ス化による廃棄物処理費用の削減

社会貢献の推進　　　　　　　　　　　　　
工場緑化の維持と環境設備の実施

地域清掃活動の継続実施　　年4回以上

管理項目 目的・目標

不良対象物重量の把握と不良損失金額の把握

グリーン購入推進と燃料管理

廃棄物排出量の削減

環境関連事故、苦情、法規制違反ゼロの維持．緊急時対応機器点検実施、
.緊急時対応訓練の実施：年1回以上
NFS-70の使用量管理の徹底

環境会計と（経理）管理会計の統合

温室効果ガス排出量の削減

環境データの管理、集計方法の見直しを実施する

総排出量　161トン/年以下　　08年比　削減率　6％

グリーン購入推進と燃料管理
事務用品エコ化率１００％の維持と運輸量に見合った車両管理
を実施し、燃料使用管理を継続する

事務用品エコ化率1００％維持
 ・４トン車燃費　実績４．３ｋｍ/ｌ
 ・軽トラ　実績　１３．７ｋｍ/ｌ

温室効果ガス排出量の削減 ４７トン/年のＣＯ2削減対策を実施する ３９トン/年　削減実績

廃棄物による環境負荷の低減
ゼロエミッションの維持とリサイクル残渣の少ない処理方法の
検討

廃棄物の５０％は汚泥で汚泥処理業者訪問
調査の結果、残渣は微量と判明 ○

環境負荷物質の管理の徹底 ハロゲン系有機溶剤の蒸発管理を継続する
蒸発量１３４４kg.（０７年度１４４２kg)
使用済み溶剤有価売却１３８２kg ○

社会貢献の推進 ○

ステークホルダーミーティングの開催
９月斎田区長・区民６名ステークホルダー
ミーティング開催 ○

地域清掃活動の継続実施　年４回以上

0.06トン/年の廃棄物削減対策を実施する

運輸量に見合った車両管理、燃料使用管理を継続する

　　　　　■ISO 1400１認証状況

MSDSの整備・管理を徹底する環境負荷物質の管理　　　　　　　　　　

ステークホルダーミーテイングの開催

0.7トン/年の廃棄物削減対策を実施する廃棄物排出量の削減

CRS経営の推進・環境リスクの削減
環境関連事故、苦情、法規制違反ゼロの維持、緊急時対応機
器点検実施、緊急時対応訓練の実施：年１回以上

環境経営情報管理の一元化 環境データの管理、集計方法の見直しを実施する

取り組み項目

０.６トン/年　削減実績

６．９．１２．３月 ４回活動実施

43万kW・h

1回／年以上開催する

○

×

環境関連事故・苦情・法規制違反ゼ
ロ・緊急時対応訓練・機器点検を実施

実績評価
【達成度】

利用ルールに従い、運用実施中 ○

１回/年以上開催する

使用エネルギーによる

　　　　ＣＯ2排出量

PRTR対象物質

  弊社は、日本特殊陶業のグループ企業の一員と
して、エネルギーの有効利用、環境負荷物質の使
用削減、廃棄物の削減を目標を設定して進めてい
ます。今年も、法令順守・パフォーマンスの継続的
な改善を図り、環境にやさしい企業として、伊勢志
摩国立公園に隣接する立地環境への配慮、地域の
皆様をはじめとする関係の方々への情報公開を継
続して進めます。

INPUT

OUTPUT



■ 環境測定 排水
項目 種類 単位 規制値 自主基準値 平均 最大値 項目 単位 規制値

自主基準
値

平均 最大値

ｐＨ - - 5.8～8.6 6.8 6.8
騒音 朝方

東
dB 55 55

49.4 49.8

ＳＳ mg/l - 90 1 1 西 50.5 50.7

ＢＯＤ mg/l 20 20 2 2 南 49.8 50.1

ＣＯＤ mg/l - 40 2 2 北 50.2 51.5

ｎ－ヘキサン mg/l - 1 0.01 0.01 昼間 東 60 60 51.8 52.2

鉛 mg/l - 0.1 <0.01 <0.01 西 56.5 56.8

窒素 mg/l - 100 1.40 1.4 南 55.3 55.8

リン mg/l - 16 0.15 0.15 北 57.4 57.6

大腸菌 個/cm3 - 1000 0 0 夕方 東 55 55 51.6 52.2

＊排水は排水量（３ｍ
3
/日）が法規制量以下のため法規制非該当　　 西 50.0 50.4

　　ＢＯＤ規制値は南伊勢町との公害防止協定
南 51.1 51.8

■ＰＲＴＲ法対象物質 北 50.8 50.9

鉛及びその化合物 804kg （※リサイクル率 １00％） 夜間 東 50 50 46.2 46.8

■安全衛生 西 46.7 47.3

南 46.1 46.6

北 47.2 47.9

■法規制遵守状況

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

■緊急時対応訓練の実施
 2008年9月、リサイクルセンター廃油漏れ対応訓練を実施

2008年9月、排水棟貯水槽破損時対応訓練を実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年9月、研磨室送水ポンプ停止対応訓練を実施

■　地域清掃活動

　　　実施年月 参加人数 ゴミ回収量

13 人 7ｋｇ

13 人 15ｋｇ

15 人 8.5ｋｇ

11 人 14ｋｇ

排水
（公共
用水
域）

操業開始以来８年連続無事故．無災害継続中

お問い合わせ先　：   南勢セラミック   総務課       0599-65-3366  

工場周辺の清掃活動

国道沿い

2009年3月

労働災害   0件

騒音

2008年6月

2008年9月

2008年12月

 測定場所


