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 平素は、昭和電工（株）小山事業所の事業活動にご理解、ご支援、ご協力を賜り、感謝申し上げます。 
 
 昭和電工グループは、CSR（企業の社会的責任）への取り組みの明確化以来、製品・サービスの提供 
を通じて社会から評価・信頼される「社会貢献企業の実現」を目標とし、全従業員が一致団結し、継続 
的改善を図っております。 
 その取り組みによって、昭和電工グループの事業活動が大きな社会的責任を担っていることを改めて 
認識すると共に、事業の社会的意義に対する誇りをより一層強く持っております。 
 また、昭和電工グループ全体の活動としてレスポンシブル・ケア（RC）活動を推進しております。レスポ 
ンシブル・ケアとは、製品の開発から製造、流通、消費、廃棄に至る製品すべてのライフサイクルにお 
いて、環境・安全・健康を確保するとともに、高い品質の維持・向上を図り、社会からの信頼性の向上と 
コミュニケーションを深めていく活動であります。 
 小山事業所は、１９６１年に昭和アルミニウム株式会社小山工場として操業を開始し、アルミ素材を使 
用したアルミ加工品の生産をスタートさせ、現在まで数多くのアルミ加工品を世に送り出してまいりまし 
た｡アルミ素材は軽量で強度もあり､リサイクル性にとても優れ、｢省資源｣､｢省エネルギー｣に大きく貢献 
し、まさに「環境」にやさしい素材であります。 
 現在もその特性を活かしたアルミ製品が多くの分野で使われております。 
      
 当事業所は、事業活動において「環境」「安全衛生」に配慮し、生産活動において生じる負荷を適正に 
管理し、継続的な改善を行うシステムである「環境マネジメントシステム（ISO１４００１）」の認証を２０００年に 
取得、また働く人すべての「安全と健康」を確保するためのシステムである「労働安全衛生マネジメント 
システム（OSHMS）」の認定を２００７年に取得しました。これらのシステムを有効活用し、これまでに産業 
廃棄物の削減及びリサイクル化、温暖化ガス（ＣＯ2等）の削減や化学物質等の排出削減、省エネ、並び 
に労働災害件数の削減等の労働安全の取り組みを着実に行ってまいりました。その活動結果について 
は､確実に成果として表れてきておりますが、まだまだ満足のできる状態ではありませんので、今後も計 
画・実行・評価・改善のサイクルを活用し継続的な取り組みを進めてまいります。 
 本レポートでは、「地域との関わり」として、アルミ缶回収、事業所周辺道路清掃、地元の中学校の工場 
見学等についても、併せて紹介させていただいております。 
 これからも、地域の皆様をはじめ、関係者の皆様のご理解、ご協力を頂けるよう「環境」「安全衛生」に 
配慮した事業活動を推進する所存ですので、本レポートをご覧頂きまして、皆様方のご意見、ご助言を 
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 

 2016年 
  昭和電工株式会社  
    小山事業所長 

    栃木 雅晴 

1．事業所長よりごあいさつ 
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小山事業所 
 
  1961（昭和36）年 昭和アルミニウム㈱小山事業所創立（熱交換器一工場稼動） 
  1962（昭和37）年 熱交換器二工場稼動                     
  1964（昭和39）年 押出一工場稼動 
  1967（昭和42）年 熱交換器三工場稼動 
  1968（昭和43）年 鋳造工場稼動、箔工場稼動             
  1969（昭和44）年 昭和アルミニウム缶㈱設立 
  1976（昭和51）年 昭和アルミサービス㈱小山支社設立  
  1989（平成元）年 メモリーディスク設備稼働 
  1990（平成２）年  研究棟開設 
  2000（平成12）年 ISO14001認証取得 
   2001（平成13）年 昭和電工㈱と合併 
  2007（平成19）年 OSHMS認定取得 
  2008（平成20）年 鋳造工場新溶解炉導入 
  2012（平成24）年  自動車熱交換器事業部を譲渡 
  2015（平成27）年 HD事業部を分社化 

２．会社および事業所の概要 

昭和電工株式会社 

経 営 理 念 
 私たちは、社会的に有用かつ安全でお客様の期待に応える製品・サービスの     
提供により企業価値を高め、株主にご満足いただくと共に、国際社会の一員      
としての責任を果たし、その健全な発展に貢献します。 

 ■設立      1939（昭和14）年6月 
 ■資本金    約1,406億円（2015年12月31日現在） 
 ■従業員    連結10,561人 単独3,690人（2015年12月31日現在） 
 ■本社所在地 東京都港区芝大門1-13-9 
 ■売上高        2015（平成27）年12月期 
               連結7,810億円 
 ■主要製品   石油化学製品、化学製品、無機製品、 
           ハードディスク、エレクトロニクス製品、アルミニウム製品 等         

           

 ■敷地面積  271千 ㎡  
 ■従業員数  631名（2015年12月16日現在） 
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■主要製品の紹介 
アルミニウムの優れた特性を活かした主な製品を紹介します。 

第一製造部 
複雑な断面形状のアルミ押出材 レーザープリンター感光ドラム用アルミED管 

産業機械用オイルクーラ 

第二製造部（冷却器課） 
ハイブリッド車用インバータ冷却器 
（豊田自動織機㈱との共同開発品） 

第二製造部（小山・那須OA課） 
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 ３－１．小山事業所環境方針 
                （2014年12月25日制定）  

  基本理念 
昭和電工株式会社小山事業所（小山事業所〈那須〉を含み、以下当事業所
という）は、地球環境の保全が最重要課題であることを認識し、事業所ス
ローガンである「小山発 水と緑と青い空」を基本に、企業活動のあらゆる
面で、環境保護・省資源・省エネルギーに努め、地球的視野に立って豊かな
未来づくりに積極的に取り組む。 

 

  基本方針 
当事業所は、アルミニウムの押出材、熱交換器、感光ドラム基体等を生産 

    しており、「レスポンシブル・ケアに関する行動指針」に沿って、関東平野北
部の利根川水系、那珂川水系に広がる豊かな自然環境を守り、自然との共
存を図るために技術的、経済的に可能な限りの範囲で、当事業所内の全事
業部等において目的・目標を設定し、見直しを行い、継続的改善を図る。 

 

   （１）当事業所の活動・製品・サービスがかかわる環境側面を常に認識し、汚 
      染の予防に努めると共に環境マネジメントシステムの継続的改善を図る。 
 

   （２）当事業所の活動・製品・サービスにかかわる関連法規・規則・協定及び 
      当事業所が同意するその他要求事項を遵守する。 
 

   （３）当事業所の活動・製品・サービスにかかわる環境側面のうち、次の項目 
        を環境管理重点テーマとして取り組むと共に継続的改善を図る。 
     ① 生産活動におけるエネルギー（電気、都市ガス等）の消費量の削減に 
        努め、省エネルギーを推進すると共にCO２削減を図る。 
     ② 生産活動における廃棄物の再資源化、再利用化を図り、減量化及び 
        ゼロエミッション（埋立率1％以下）を達成する。 
     ③ 新規製品開発時における省エネルギーを推進する。 
 

   （４）良き市民として、社会や地域における環境保全活動への支援、協力を積 
      極的に行う。当事業所の活動としてアルミ缶の回収活動を推進する。 
  

３．環境活動（環境マネジメントシステム） 
                                     （2000年ISO14001取得） 

環境マネジメントシステム 
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３ー２．環境側面、環境組織図 

環境側面 
当事業所は、環境に影響を与える要因である環境側面を抽出しています。これら 

の環境側面を評価し、著しく環境に影響を与える側面を環境目的に掲げ、環境影

響を低減すべく、活動しています。                  

環境組織図 
環境活動を推進し、着実に成果を上げるためには経営トップの意志を反映し、職場

で働くすべての人に浸透させる組織が必要です。当事業所では以下の組織で運営

しています。 

事業所長 

内部環境監査チーム 
環境管理責任者 

小山部長会議兼RC委員会 

法定管理者 

EMS委員会 

各部署環境管理責任者 

内部環境監査長 

各部 

委託業者 

環境マネジメントシステム 
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３ー３．環境目標と活動実績 

 2015年の目標・実績と自己評価結果を次のようにまとめました。 

2015年は、省エネルギー、焼却ゴミ削減、環境方針（環境保全活動（小山市主催清掃））におい

て、当初の目標を上回る成果を上げることができました。 

埋立率においては、３Ｒ活動を展開し、廃棄物の資源化処理先を見出し、有価物化を進めるこ

とで埋立率を削減できました。今後も活動を継続し、ゼロエミッションを継続します。 

各部門では製品不良削減、歩留向上等に取り組んでおり、不良品を少なくすることで廃棄物を

削減するだけでなく、製造工程におけるエネルギー使用量を削減することができました。 

環境マネジメントシステム 

（注）評価基準は、100％＝◎、95％以上＝○、95％以下＝△ の３段階で行っています。 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ

(製造部門)
エネルギーの消費については、2014年の原単位
を基準として、2015年12月期までに1％以上（原単
位）の削減を図る。

0.571
kL/ｔ

0.536
kL/t

◎
(106.5％)

廃棄物
対策

焼却ゴミについては、2014年12月期の総量での
排出量を基準として、2015年12月期までに1％以
上（排出量）の削減を図る。

61,113
kg/年

56,070
㎏/年

◎
(109.0％)

環境方針
全般

小山事業所においては､小山市主催の環境保全
活動(渡良瀬遊水地ｸﾘｰﾝ作戦､ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｸﾘｰ
ﾝ作戦､ふるさと清掃運動会)へ参加する｡
小山事業所(那須)においては、野崎工業団地一
斉清掃へ参加する｡

――

【参加人数】

・渡良瀬34名
・ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

41名
・ふるさと30名
・野崎工業団地

19名

◎
(―)

活
　
　
　
　
　
動

評価
(ｶｯｺは達成率)

対象
部門

環境目標 目標 実績

全部門
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３ー４環境負荷の概要 
当事業所では、原料・資材・電気・ガス等のエネルギーを消費し、製品を製造していま

す。生産活動に伴い、排気・排水・廃棄物が排出されます。 
事業所全体の環境負荷を明確にし、環境活動を積極的に展開していきます。 

昭和電工 
小山事業所 

消費 排出 

原料 ・ 資材 

電気 46,176千ｋWｈ 

ＬＮＧ  3,820千㎥ 

上水道水  2.0千㎥ 
地下水  4,136千㎥   

ＣＯ２排出量   32,060トン 

ＮＯｘ排出量       50.51トン 

ＳＯｘ排出量         0.13トン 

排水量         4,919千㎥ 

埋立産業廃棄物排出量     4トン 

（再資源化）産業廃棄物排出量 

               1,484トン 

有価物量                    916トン 

ばい煙発生施設より発生するＮＯｘ 

ばい煙発生施設より発生するＳＯｘ 

電気・ガス・燃料の使用により発生するＣＯ２ 

製品 出荷 

環境マネジメントシステム 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※CO2、産業廃棄物に関係する項目につきましては、2015年度(2015年4月～2016年3月)で算出 
  しています。 

灯油      39ｋL ※ 

雨水を含む 



廃棄物発生割合 
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３－５．環境負荷低減活動 
当事業所は、環境負荷の削減に向けた活動に継続して取り組んでいます。 
 
 

■廃棄物発生量の抑制   

環境マネジメントシステムによる活動を進

め、廃棄物の減量化､処分費削減､埋立

比率のゼロ化及び有価物化の推進､再資

源化等を図っています。 

2015年度は、埋立率0.05％でゼロエミッ

ション※１を継続達成致しました。 

また、再資源化率※２は99.95％でした。 

※１ ゼロエミッションとは？ 
廃棄物のリサイクル・減量等を行い、最終埋立量を発生量の１％以下にすることを、ゼロエミッションと定義しています。 
※２ 再資源化率とは？ 
排出される産業廃棄物の内、中間処理後の残渣が埋立に廻らず、リサイクル、再利用、セメント原料等有効利用により資源
化されている割合を示します。 

総発生量 
9,228.7ｔ 

(4月～3月期)      

環境マネジメントシステム 

環境負荷低減活動 

※３ 汚泥の発生量 
汚泥については、水分を含有する状態での重量です。 


Graph1

		汚泥

		廃油

		廃酸

		廃アルカリ

		廃プラ

		その他



割合

汚泥※３
85.4%

85.4

1

1.8

10.3

0.5

1



P6

		

		環境目標 カンキョウモクヒョウ						対象
部門 タイショウブモン		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		評価
(ｶｯｺは達成率) ヒョウカタッセイリツ

		活　　　　　動 カツドウ		省ｴﾈﾙｷﾞｰ ショウ		(製造部門)
エネルギーの消費については、2014年の原単位を基準として、2015年12月期までに1％以上（原単位）の削減を図る。 セイゾウブモンショウヒネンゲンタンイキジュンネンガツキイジョウゲンタンイサクゲンハカ		全部門 ゼンブモン		0.571
kL/ｔ		0.536
kL/t		◎
(106.5％)

				廃棄物
対策 ハイキブツタイサク		焼却ゴミについては、2014年12月期の総量での排出量を基準として、2015年12月期までに1％以上（排出量）の削減を図る。 ショウキャクネンガツキソウリョウハイシュツリョウキジュンネンガツキイジョウハイシュツリョウサクゲンハカ				61,113
kg/年 ネン		56,070
㎏/年 ネン		◎
(109.0％)

				環境方針
全般 カンキョウホウシンゼンパン		小山事業所においては､小山市主催の環境保全活動(渡良瀬遊水地ｸﾘｰﾝ作戦､ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｸﾘｰﾝ作戦､ふるさと清掃運動会)へ参加する｡
小山事業所(那須)においては、野崎工業団地一斉清掃へ参加する｡ オヤマジギョウショオヤマシシュサイカンキョウホゼンカツドウワタラセユウスイチサクセンサクセンセイソウウンドウカイサンカオヤマジギョウショナスノザキコウギョウダンチイッセイセイソウサンカ				――		【参加人数】

・渡良瀬34名
・ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
41名
・ふるさと30名
・野崎工業団地
19名 サンカニンズウワタラセメイメイメイノザキコウギョウダンチメイ		◎
(―)

						評価方法；◎100％以上、○95％以上、△95％以下 ヒョウカホウホウイジョウイジョウイカ



～

～
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				割合 ワリアイ

		汚泥 オデイ		85.4		99.99		0.01

		廃油 ハイユ		1.0

		廃酸 ハイサン		1.8

		廃アルカリ ハイ		10.3

		廃プラ ハイ		0.5

		その他 タ		1.0

				100

		再資源化物 サイシゲンカブツ		99.98

		埋立率 ウメタテリツ		0.02
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割合

汚泥※３
85.4%
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				2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		廃棄物 ハイキブツ		18,759		17,090		10,803		8,681		7,553		10,840		12,595		12,291		9,229

		再資源化物 サイシゲンカブツ		18,694		17,011		10,739		8,584		6,968		10,825		12,585		12,288		9,220

		ﾘｻｲｸﾙ率 リツ		99.7		99.5		99.4		98.9		99.2		99.9		99.9		99.9		99.9

		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

				149,106		153,325		156,168		148,530		131,240		96,808		96,467		94,799		61,018		74,083		61,385

				195,598		120,095		128,057		110,305		131,157		91,551		86,261		90,115		59,016		59,867		61,778

				205,649		152,799		144,007		145,682		127,537		98,344		82,698		93,748		65,149		73,329		60,067

				203,697		147,979		167,299		133,755		140,819		98,403		98,163		87,147		64,287		68,551		70,913

				222,179		164,774		164,348		163,122		140,043		103,079		101,522		93,629		70,190		76,124		68,101

				183,951		151,934		168,151		190,696		147,217		100,030		106,574		83,740		66,881		79,759		67,751

				238,322		169,853		180,271		170,881		158,259		121,689		124,784		82,628		68,404		92,069		69,410

				208,748		193,563		210,746		220,661		175,252		142,966		127,596		152,092		78,715		88,560		86,517

				213,239		192,883		194,643		182,103		182,043		142,202		121,647		209,707		75,019		103,635		86,020

				208,523		178,624		216,639		177,068		166,057		116,281		117,603		70,614		80,841		76,199		66,162

				155,258		166,276		154,521		159,199		129,524		101,324		119,322		78,149		83,196		74,011		60,601

				154,623		168,598		166,630		162,333		121,864		105,566		108,747		70,754		79,119		75,491		63,363

		3,558		2,338,893		1,960,703		2,051,480		1,964,335		1,751,012		1,318,243		1,291,384		1,207,122		851,835		941,678		822,068

				2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン								2006年
(4月～3月) ネンガツガツ		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		ｱﾙﾐ回収量 カイシュウリョウ		3,558		2,339		1,961		2,052		1,964		1,751		1,318		1,291		1,207		852		942		822						原油換算使用量 ゲンユカンザンシヨウリョウ		44,965		41,963		34,157		30,752		32,409		26,924		22,443		21,747		22,106

		参加率 サンカリツ				97.5		98.3		98.6		99.8		99.4		99.6		99.9		99.9		99.9		99.9		100
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廃棄物

再資源化物

ﾘｻｲｸﾙ率

ﾄﾝ

％

廃棄物･再資源化物発生量
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ｱﾙﾐ回収量

参加率

千缶

％

ア ル ミ 缶 回 収 量



		



原油換算使用量



						PRTR報告対象化学物質年間推移　（㎏） ホウコクタイショウカガクブッシツネンカンスイイ

				Ｎｏ		指定化学物質名称 シテイカガクブッシツメイショウ		政令
番号 セイレイバンゴウ		２００１年（Ｈ１３）年度 ネンネンド								２００２年（Ｈ１４）年度 ネンネンド								２００３年（Ｈ１５）年度 ネンネンド								２００４年（Ｈ１６）年度 ネンネンド								２００５年（Ｈ１７）年度 ネンネンド								２００６年（Ｈ１８）年度 ネンネンド								２００７年（Ｈ１９）年度 ネンネンド								２００８年（Ｈ２０）年度 ネンネンド								２００９年（Ｈ２１）年度 ネンネンド								２０１０年（Ｈ２２）年度 ネンネンド

										大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

				1		２－アミノエタノール		20																																																																		0		0		2,600		2,600.0		0		0		3,800		3,800

				2		エチルベンゼン		53																		1		0		0		1		6.9		0		0		6.9		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0		0		0		0.1		0		0		1,800		1,800.2		200		0		0		200

				3		キシレン		80		1,600		0		0		1,600		3,200		0		380		3,580		3,600		0		350		3,950		3,200		0		54		3,254		2,200		0		0		2,200		2,300		0		4.5		2,304.5		2,300		0		26		2,326.0		1,300		0		5		1,304.9		3,660		0		13		3,673.0		920		0		0		920

				4		銀及びその水溶性化合物 ギンオヨスイヨウセイカゴウブツ		82								0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		0		0		0		0								0								0

				5		クロム及び３価クロム化合物 オヨカカゴウブツ		87								0		0		0		87		87		0		0		83		83		0		0		77		77		0		0		63		63		0		0		65		65		0		0		64		64		0		0		61		61		0		0		37		37		0		0		39		39

				6		６価クロム カ		88		0		0		3,200		3,200		0		0		2,200		2,200		0		0		800		800		0		0		520		520		0		0		240		240								0								0								0								0								0

				7		ＨＣＦＣ－１２３		164		1,300		0		0		1,300		1,900		0		0		1,900		2,300		0		0		2,300		2,600		0		0		2,600		2,300		0		0		2,300		2,900		0		0		2,900		2,400		0		0		2,400		1,300		0		0		1,300								0								0

				8		ＨＣＦＣ－２２５		185								0																0		1,300		0		0		1,300		1,000		0		0		1,000								0								0								0								0								0

				9		塩化メチレン エンカ		186		24,000		0		3,000		27,000		22,000		0		5,400		27,400		21,000		0		5,600		26,600		15,000		0		4,100		19,100		15,000		0		3,700		18,700		13,000		0		1,500		14,500		14,000		0		3,900		17,900		14,000		0		1,500		15,500		1,500		0		4.5		1,505								0

				10		ダイオキシン類 ルイ		243		0.0002		0.00000		0.000022		0		0.00021		0.0000013		0.000072		0		0.00045		0.0000041		0.000052		0		0.0002		0.000001		0.000017		0.000218		0.00038		0.00000046		0.000035		0.000415		0.000037		0.00000032		0.000043		0.00008032		0		11		260		271		0.0000025		0.0000063		0.000096		0.0001048		0.0000034		0.000018		0.000059		0.0000804		0.0000031		0.0000069		0.000006		0.000016

				11		１，２，４－トリメチルベンゼン		296								0																0																																																		2.3		0.0		0.0		2.3

				12		トルエン		300								0		4,500		0		0		4,500		4,100		0		0		4,100		6,900		0		0		6,900		2,200		0		0		2,200		2,400		0		0.4		2,400.4		2,200		0		2.2		2,202		1,200		0		0.4		1,200		450		0		1		451.1		790		0		0		790

				13		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		304								0		0		0		57		57		0		0		65		65		0		0		20		20		0		0		39		39		0		0		45		45		0		0		47		47		0		0		46		46		0		0		6.2		6.2		0		0		7.5		7.5

				14		ニッケル化合物 カゴウブツ		308		0		110		2,200		2,310		0		79		2,300		2,379		0		42		0		42		0		44		7,600		7,644		0		930		7,800		8,730		0		440		11,000		11,440		0		480		14,000		14,480		0		330		10,000		10,330		0		1,000		9,900		10,900		0		660		6,200		6,860

				15		ノルマル－へキサン		392								0																0																																																		220		0		0		220

				16		ベンゼン		400		0.4		0		0		0		2.1		0		0		2.1		3.4		0		0		3		2.0		0		0		2.0		0.9		0		0		0.9		0.7		0		0		0.7		0.8		0		0		1		0.7		0		0		0.7		1.1		0		0		1.1		3.1		0		0		3.1

				17		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		405								0										22.0		190		580		792								0.0								0								0								0								0								0								0

				18		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ		407								0										0		1,800		120		1,920								0								0								0								0								0								0								0

				19		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ		410								0										0		1,900		35		1,935								0								0								0								0								0								0								0

				20		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		412		0		0		0		0		0		0		48		48		0		0		50		50		0		0		50		50		0		0		41		41		0		0		47		47		0		0		45		45		0		140		120		260		0		110		65		175		0		130		15		145

						排出量・移動量合計 ハイシュツリョウイドウリョウゴウケイ				26,900		110		8,400		35,410		31,602		79		10,472		42,153		31,026		3,932		7,683		42,641		29,009		44		12,421		41,474		22,701		930		11,883		35,514		20,601		440		12,664		33,705		20,901		491		18,344		39,736		17,801		470		11,732		30,003		5,611		1,110		14,427		21,148		2,135		790		10,062		12,987

						排出量合計 ハイシュツリョウゴウケイ				26,900		110				27,010		31,602		79				31,681		31,026		3,932				34,958		29,009		44				29,053		22,701		930				23,631		20,601		440				21,041		20,901		491				21,392		17,801		470				18,271		5,611		1,110				6,721		2,135		790				2,925

																				（ｔ）

														大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

												2001年度 ネンド		26.9		0.1		8.4		35

												2002年度 ネンド		31.6		0.1		10.5		42

												2003年度 ネンド		31.0		3.9		7.7		43

												2004年度 ネンド		29.0		0.0		12.4		41

												2005年度 ネンド		22.7		0.9		11.9		36

												2006年度 ネンド		20.6		0.4		12.7		34

												2007年度 ネンド		20.9		0.5		18.3		40

												2008年度 ネンド		17.8		0.5		11.7		30

												2009年度 ネンド		5.6		1.1		14.4		21

												2010年度 ネンド		2.1		0.8		10.1		13

												2011年度 ネンド		2.6		0.5		6.0		9

												2012年度 ネンド		1.0		0.7		5.9		8

												2013年度 ネンド		0.6		0.6		5.0		6

												2014年度 ネンド		1.0		0.6		4.9		7





		



大気放出

水域排出

移動量

ｔ

第 一 種 指 定 化 学 物 質 届 出 量 （ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ ）



		

				水使用量 ミズシヨウリョウ

		2004年 ネン		3,702

		2005年 ネン		3,614

		2006年 ネン		3,752

		2007年 ネン		4,033

		2008年 ネン		4,006

		2009年 ネン		3,729

		2010年 ネン		4,308

		2011年 ネン		4,416

		2012年 ネン		4,207

		2013年 ネン		3,601

		2014年 ネン		4,005

		2015年 ネン		4,136





		



水使用量

水使用量（水道水含む）




Graph1

		2011年		2011年		2011年

		2012年		2012年		2012年

		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年



廃棄物

再資源化物
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		環境目標 カンキョウモクヒョウ						対象
部門 タイショウブモン		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		評価
(ｶｯｺは達成率) ヒョウカタッセイリツ

		活　　　　　動 カツドウ		省ｴﾈﾙｷﾞｰ ショウ		(製造部門)
エネルギーの消費については、2014年の原単位を基準として、2015年12月期までに1％以上（原単位）の削減を図る。 セイゾウブモンショウヒネンゲンタンイキジュンネンガツキイジョウゲンタンイサクゲンハカ		全部門 ゼンブモン		0.571
kL/ｔ		0.536
kL/t		◎
(106.5％)

				廃棄物
対策 ハイキブツタイサク		焼却ゴミについては、2014年12月期の総量での排出量を基準として、2015年12月期までに1％以上（排出量）の削減を図る。 ショウキャクネンガツキソウリョウハイシュツリョウキジュンネンガツキイジョウハイシュツリョウサクゲンハカ				61,113
kg/年 ネン		56,070
㎏/年 ネン		◎
(109.0％)

				環境方針
全般 カンキョウホウシンゼンパン		小山事業所においては､小山市主催の環境保全活動(渡良瀬遊水地ｸﾘｰﾝ作戦､ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｸﾘｰﾝ作戦､ふるさと清掃運動会)へ参加する｡
小山事業所(那須)においては、野崎工業団地一斉清掃へ参加する｡ オヤマジギョウショオヤマシシュサイカンキョウホゼンカツドウワタラセユウスイチサクセンサクセンセイソウウンドウカイサンカオヤマジギョウショナスノザキコウギョウダンチイッセイセイソウサンカ				――		【参加人数】

・渡良瀬34名
・ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
41名
・ふるさと30名
・野崎工業団地
19名 サンカニンズウワタラセメイメイメイノザキコウギョウダンチメイ		◎
(―)

						評価方法；◎100％以上、○95％以上、△95％以下 ヒョウカホウホウイジョウイジョウイカ



～

～
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				割合 ワリアイ

		汚泥 オデイ		74.2		99.99		0.01

		廃油 ハイユ		0.4

		廃酸 ハイサン		11.2

		廃アルカリ ハイ		13.2

		廃プラ ハイ		0.5

		その他 タ		0.6

				100

		再資源化物 サイシゲンカブツ		99.98

		埋立率 ウメタテリツ		0.02
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割合

汚泥
74.2%
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				2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		廃棄物 ハイキブツ		18,759		17,090		10,803		8,681		7,553		10,840		12,595		12,291		9,229

		再資源化物 サイシゲンカブツ		18,694		17,011		10,739		8,584		6,968		10,825		12,585		12,288		9,220

		ﾘｻｲｸﾙ率 リツ		99.7		99.5		99.4		98.9		99.2		99.9		99.9		99.9		99.9

		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

				149,106		153,325		156,168		148,530		131,240		96,808		96,467		94,799		61,018		74,083		61,385

				195,598		120,095		128,057		110,305		131,157		91,551		86,261		90,115		59,016		59,867		61,778

				205,649		152,799		144,007		145,682		127,537		98,344		82,698		93,748		65,149		73,329		60,067

				203,697		147,979		167,299		133,755		140,819		98,403		98,163		87,147		64,287		68,551		70,913

				222,179		164,774		164,348		163,122		140,043		103,079		101,522		93,629		70,190		76,124		68,101

				183,951		151,934		168,151		190,696		147,217		100,030		106,574		83,740		66,881		79,759		67,751

				238,322		169,853		180,271		170,881		158,259		121,689		124,784		82,628		68,404		92,069		69,410

				208,748		193,563		210,746		220,661		175,252		142,966		127,596		152,092		78,715		88,560		86,517

				213,239		192,883		194,643		182,103		182,043		142,202		121,647		209,707		75,019		103,635		86,020

				208,523		178,624		216,639		177,068		166,057		116,281		117,603		70,614		80,841		76,199		66,162

				155,258		166,276		154,521		159,199		129,524		101,324		119,322		78,149		83,196		74,011		60,601

				154,623		168,598		166,630		162,333		121,864		105,566		108,747		70,754		79,119		75,491		63,363

		3,558		2,338,893		1,960,703		2,051,480		1,964,335		1,751,012		1,318,243		1,291,384		1,207,122		851,835		941,678		822,068

				2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン								2006年
(4月～3月) ネンガツガツ		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		ｱﾙﾐ回収量 カイシュウリョウ		3,558		2,339		1,961		2,052		1,964		1,751		1,318		1,291		1,207		852		942		822						原油換算使用量 ゲンユカンザンシヨウリョウ		44,965		41,963		34,157		30,752		32,409		26,924		22,443		21,747		22,106

		参加率 サンカリツ				97.5		98.3		98.6		99.8		99.4		99.6		99.9		99.9		99.9		99.9		100
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廃棄物

再資源化物

ﾘｻｲｸﾙ率

ﾄﾝ

％

廃棄物･再資源化物発生量
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ｱﾙﾐ回収量

参加率

千缶

％

ア ル ミ 缶 回 収 量



		



原油換算使用量



						PRTR報告対象化学物質年間推移　（㎏） ホウコクタイショウカガクブッシツネンカンスイイ

				Ｎｏ		指定化学物質名称 シテイカガクブッシツメイショウ		政令
番号 セイレイバンゴウ		２００１年（Ｈ１３）年度 ネンネンド								２００２年（Ｈ１４）年度 ネンネンド								２００３年（Ｈ１５）年度 ネンネンド								２００４年（Ｈ１６）年度 ネンネンド								２００５年（Ｈ１７）年度 ネンネンド								２００６年（Ｈ１８）年度 ネンネンド								２００７年（Ｈ１９）年度 ネンネンド								２００８年（Ｈ２０）年度 ネンネンド								２００９年（Ｈ２１）年度 ネンネンド								２０１０年（Ｈ２２）年度 ネンネンド

										大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

				1		２－アミノエタノール		20																																																																		0		0		2,600		2,600.0		0		0		3,800		3,800

				2		エチルベンゼン		53																		1		0		0		1		6.9		0		0		6.9		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0		0		0		0.1		0		0		1,800		1,800.2		200		0		0		200

				3		キシレン		80		1,600		0		0		1,600		3,200		0		380		3,580		3,600		0		350		3,950		3,200		0		54		3,254		2,200		0		0		2,200		2,300		0		4.5		2,304.5		2,300		0		26		2,326.0		1,300		0		5		1,304.9		3,660		0		13		3,673.0		920		0		0		920

				4		銀及びその水溶性化合物 ギンオヨスイヨウセイカゴウブツ		82								0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		0		0		0		0								0								0

				5		クロム及び３価クロム化合物 オヨカカゴウブツ		87								0		0		0		87		87		0		0		83		83		0		0		77		77		0		0		63		63		0		0		65		65		0		0		64		64		0		0		61		61		0		0		37		37		0		0		39		39

				6		６価クロム カ		88		0		0		3,200		3,200		0		0		2,200		2,200		0		0		800		800		0		0		520		520		0		0		240		240								0								0								0								0								0

				7		ＨＣＦＣ－１２３		164		1,300		0		0		1,300		1,900		0		0		1,900		2,300		0		0		2,300		2,600		0		0		2,600		2,300		0		0		2,300		2,900		0		0		2,900		2,400		0		0		2,400		1,300		0		0		1,300								0								0

				8		ＨＣＦＣ－２２５		185								0																0		1,300		0		0		1,300		1,000		0		0		1,000								0								0								0								0								0

				9		塩化メチレン エンカ		186		24,000		0		3,000		27,000		22,000		0		5,400		27,400		21,000		0		5,600		26,600		15,000		0		4,100		19,100		15,000		0		3,700		18,700		13,000		0		1,500		14,500		14,000		0		3,900		17,900		14,000		0		1,500		15,500		1,500		0		4.5		1,505								0

				10		ダイオキシン類 ルイ		243		0.0002		0.00000		0.000022		0		0.00021		0.0000013		0.000072		0		0.00045		0.0000041		0.000052		0		0.0002		0.000001		0.000017		0.000218		0.00038		0.00000046		0.000035		0.000415		0.000037		0.00000032		0.000043		0.00008032		0		11		260		271		0.0000025		0.0000063		0.000096		0.0001048		0.0000034		0.000018		0.000059		0.0000804		0.0000031		0.0000069		0.000006		0.000016

				11		１，２，４－トリメチルベンゼン		296								0																0																																																		2.3		0.0		0.0		2.3

				12		トルエン		300								0		4,500		0		0		4,500		4,100		0		0		4,100		6,900		0		0		6,900		2,200		0		0		2,200		2,400		0		0.4		2,400.4		2,200		0		2.2		2,202		1,200		0		0.4		1,200		450		0		1		451.1		790		0		0		790

				13		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		304								0		0		0		57		57		0		0		65		65		0		0		20		20		0		0		39		39		0		0		45		45		0		0		47		47		0		0		46		46		0		0		6.2		6.2		0		0		7.5		7.5

				14		ニッケル化合物 カゴウブツ		308		0		110		2,200		2,310		0		79		2,300		2,379		0		42		0		42		0		44		7,600		7,644		0		930		7,800		8,730		0		440		11,000		11,440		0		480		14,000		14,480		0		330		10,000		10,330		0		1,000		9,900		10,900		0		660		6,200		6,860

				15		ノルマル－へキサン		392								0																0																																																		220		0		0		220

				16		ベンゼン		400		0.4		0		0		0		2.1		0		0		2.1		3.4		0		0		3		2.0		0		0		2.0		0.9		0		0		0.9		0.7		0		0		0.7		0.8		0		0		1		0.7		0		0		0.7		1.1		0		0		1.1		3.1		0		0		3.1

				17		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		405								0										22.0		190		580		792								0.0								0								0								0								0								0								0

				18		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ		407								0										0		1,800		120		1,920								0								0								0								0								0								0								0

				19		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ		410								0										0		1,900		35		1,935								0								0								0								0								0								0								0

				20		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		412		0		0		0		0		0		0		48		48		0		0		50		50		0		0		50		50		0		0		41		41		0		0		47		47		0		0		45		45		0		140		120		260		0		110		65		175		0		130		15		145

						排出量・移動量合計 ハイシュツリョウイドウリョウゴウケイ				26,900		110		8,400		35,410		31,602		79		10,472		42,153		31,026		3,932		7,683		42,641		29,009		44		12,421		41,474		22,701		930		11,883		35,514		20,601		440		12,664		33,705		20,901		491		18,344		39,736		17,801		470		11,732		30,003		5,611		1,110		14,427		21,148		2,135		790		10,062		12,987

						排出量合計 ハイシュツリョウゴウケイ				26,900		110				27,010		31,602		79				31,681		31,026		3,932				34,958		29,009		44				29,053		22,701		930				23,631		20,601		440				21,041		20,901		491				21,392		17,801		470				18,271		5,611		1,110				6,721		2,135		790				2,925

																				（ｔ）

														大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

												2001年度 ネンド		26.9		0.1		8.4		35

												2002年度 ネンド		31.6		0.1		10.5		42

												2003年度 ネンド		31.0		3.9		7.7		43

												2004年度 ネンド		29.0		0.0		12.4		41

												2005年度 ネンド		22.7		0.9		11.9		36

												2006年度 ネンド		20.6		0.4		12.7		34

												2007年度 ネンド		20.9		0.5		18.3		40

												2008年度 ネンド		17.8		0.5		11.7		30

												2009年度 ネンド		5.6		1.1		14.4		21

												2010年度 ネンド		2.1		0.8		10.1		13

												2011年度 ネンド		2.6		0.5		6.0		9

												2012年度 ネンド		1.0		0.7		5.9		8

												2013年度 ネンド		0.6		0.6		5.0		6

												2014年度 ネンド		1.0		0.6		4.9		7





		



大気放出

水域排出

移動量

ｔ

第 一 種 指 定 化 学 物 質 届 出 量 （ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ ）



		

				水使用量 ミズシヨウリョウ

		2004年 ネン		3,702

		2005年 ネン		3,614

		2006年 ネン		3,752

		2007年 ネン		4,033

		2008年 ネン		4,006

		2009年 ネン		3,729

		2010年 ネン		4,308

		2011年 ネン		4,416

		2012年 ネン		4,207

		2013年 ネン		3,601

		2014年 ネン		4,005

		2015年 ネン		4,136





		



水使用量

水使用量（水道水含む）
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■化学物質管理 
化学物質管理については2002年からＰＲＴＲ法※4に基づく届出を行っており、2015年度は法に基づき 

第一種指定化学物質9物質について届出を行いました。 

2015年度は前年度と比べ、分社化により使用量が減少しました。 

排出量を抑えるために、環境保全設備の維持管理に努めています。 

■アルミ缶リサイクル活動 
2015年のアルミ缶回収量は822千缶、アル

ミ缶リサイクル活動への参加率は100％で

した。 

従業員の減少により回収量は減少してい

ますが、今後もアルミ製品製造者の責務と

して、活動を継続していきます。 

環境マネジメントシステム 

環境負荷低減活動 ■省エネルギー活動 
   

省エネルギー活動ではエアー・蒸気の漏れ改

善、照明のＬＥＤ化を継続中です。 

今後も引き続き、省エネに向けた取り組みを

継続して実施していきます。 

kL 

※４ PRTR法 
化学物質排出管理促進法 

0

2

4

6

8

10

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

ﾄﾝ 

 

第 一 種 指 定 化 学 物 質 届 出 量 （ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ ） 

移動量 

水域排出 

大気放出 


Graph1

		2011年

		2012年

		2013年

		2014年

		2015年



原油換算使用量

26924

22443

21747

22106

16437
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		環境目標 カンキョウモクヒョウ						対象
部門 タイショウブモン		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		評価
(ｶｯｺは達成率) ヒョウカタッセイリツ

		活　　　　　動 カツドウ		省ｴﾈﾙｷﾞｰ ショウ		(製造部門)
エネルギーの消費については、2014年の原単位を基準として、2015年12月期までに1％以上（原単位）の削減を図る。 セイゾウブモンショウヒネンゲンタンイキジュンネンガツキイジョウゲンタンイサクゲンハカ		全部門 ゼンブモン		0.571
kL/ｔ		0.536
kL/t		◎
(106.5％)

				廃棄物
対策 ハイキブツタイサク		焼却ゴミについては、2014年12月期の総量での排出量を基準として、2015年12月期までに1％以上（排出量）の削減を図る。 ショウキャクネンガツキソウリョウハイシュツリョウキジュンネンガツキイジョウハイシュツリョウサクゲンハカ				61,113
kg/年 ネン		56,070
㎏/年 ネン		◎
(109.0％)

				環境方針
全般 カンキョウホウシンゼンパン		小山事業所においては､小山市主催の環境保全活動(渡良瀬遊水地ｸﾘｰﾝ作戦､ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｸﾘｰﾝ作戦､ふるさと清掃運動会)へ参加する｡
小山事業所(那須)においては、野崎工業団地一斉清掃へ参加する｡ オヤマジギョウショオヤマシシュサイカンキョウホゼンカツドウワタラセユウスイチサクセンサクセンセイソウウンドウカイサンカオヤマジギョウショナスノザキコウギョウダンチイッセイセイソウサンカ				――		【参加人数】

・渡良瀬34名
・ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
41名
・ふるさと30名
・野崎工業団地
19名 サンカニンズウワタラセメイメイメイノザキコウギョウダンチメイ		◎
(―)

						評価方法；◎100％以上、○95％以上、△95％以下 ヒョウカホウホウイジョウイジョウイカ



～

～
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				割合 ワリアイ

		汚泥 オデイ		85.4		99.99		0.01

		廃油 ハイユ		1.0

		廃酸 ハイサン		1.8

		廃アルカリ ハイ		10.3

		廃プラ ハイ		0.5

		その他 タ		1.0

				100

		再資源化物 サイシゲンカブツ		99.98

		埋立率 ウメタテリツ		0.02
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割合
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				2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		廃棄物 ハイキブツ		18,759		17,090		10,803		8,681		7,553		10,840		12,595		12,291		9,229

		再資源化物 サイシゲンカブツ		18,694		17,011		10,739		8,584		6,968		10,825		12,585		12,288		9,220

		ﾘｻｲｸﾙ率 リツ		99.7		99.5		99.4		98.9		99.2		99.9		99.9		99.9		99.9

		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

				149,106		153,325		156,168		148,530		131,240		96,808		96,467		94,799		61,018		74,083		61,385

				195,598		120,095		128,057		110,305		131,157		91,551		86,261		90,115		59,016		59,867		61,778

				205,649		152,799		144,007		145,682		127,537		98,344		82,698		93,748		65,149		73,329		60,067

				203,697		147,979		167,299		133,755		140,819		98,403		98,163		87,147		64,287		68,551		70,913

				222,179		164,774		164,348		163,122		140,043		103,079		101,522		93,629		70,190		76,124		68,101

				183,951		151,934		168,151		190,696		147,217		100,030		106,574		83,740		66,881		79,759		67,751

				238,322		169,853		180,271		170,881		158,259		121,689		124,784		82,628		68,404		92,069		69,410

				208,748		193,563		210,746		220,661		175,252		142,966		127,596		152,092		78,715		88,560		86,517

				213,239		192,883		194,643		182,103		182,043		142,202		121,647		209,707		75,019		103,635		86,020

				208,523		178,624		216,639		177,068		166,057		116,281		117,603		70,614		80,841		76,199		66,162

				155,258		166,276		154,521		159,199		129,524		101,324		119,322		78,149		83,196		74,011		60,601

				154,623		168,598		166,630		162,333		121,864		105,566		108,747		70,754		79,119		75,491		63,363

		3,558		2,338,893		1,960,703		2,051,480		1,964,335		1,751,012		1,318,243		1,291,384		1,207,122		851,835		941,678		822,068

				2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン								2006年
(4月～3月) ネンガツガツ		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		ｱﾙﾐ回収量 カイシュウリョウ		3,558		2,339		1,961		2,052		1,964		1,751		1,318		1,291		1,207		852		942		822						原油換算使用量 ゲンユカンザンシヨウリョウ		44,965		41,963		34,157		30,752		32,409		26,924		22,443		21,747		22,106		16,437

		参加率 サンカリツ				97.5		98.3		98.6		99.8		99.4		99.6		99.9		99.9		99.9		99.9		100
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廃棄物

再資源化物

ﾘｻｲｸﾙ率

ﾄﾝ

％

廃棄物･再資源化物発生量
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ｱﾙﾐ回収量

参加率

千缶

％

ア ル ミ 缶 回 収 量



		



原油換算使用量



						PRTR報告対象化学物質年間推移　（㎏） ホウコクタイショウカガクブッシツネンカンスイイ

				Ｎｏ		指定化学物質名称 シテイカガクブッシツメイショウ		政令
番号 セイレイバンゴウ		２００１年（Ｈ１３）年度 ネンネンド								２００２年（Ｈ１４）年度 ネンネンド								２００３年（Ｈ１５）年度 ネンネンド								２００４年（Ｈ１６）年度 ネンネンド								２００５年（Ｈ１７）年度 ネンネンド								２００６年（Ｈ１８）年度 ネンネンド								２００７年（Ｈ１９）年度 ネンネンド								２００８年（Ｈ２０）年度 ネンネンド								２００９年（Ｈ２１）年度 ネンネンド								２０１０年（Ｈ２２）年度 ネンネンド

										大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

				1		２－アミノエタノール		20																																																																		0		0		2,600		2,600.0		0		0		3,800		3,800

				2		エチルベンゼン		53																		1		0		0		1		6.9		0		0		6.9		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0		0		0		0.1		0		0		1,800		1,800.2		200		0		0		200

				3		キシレン		80		1,600		0		0		1,600		3,200		0		380		3,580		3,600		0		350		3,950		3,200		0		54		3,254		2,200		0		0		2,200		2,300		0		4.5		2,304.5		2,300		0		26		2,326.0		1,300		0		5		1,304.9		3,660		0		13		3,673.0		920		0		0		920

				4		銀及びその水溶性化合物 ギンオヨスイヨウセイカゴウブツ		82								0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		0		0		0		0								0								0

				5		クロム及び３価クロム化合物 オヨカカゴウブツ		87								0		0		0		87		87		0		0		83		83		0		0		77		77		0		0		63		63		0		0		65		65		0		0		64		64		0		0		61		61		0		0		37		37		0		0		39		39

				6		６価クロム カ		88		0		0		3,200		3,200		0		0		2,200		2,200		0		0		800		800		0		0		520		520		0		0		240		240								0								0								0								0								0

				7		ＨＣＦＣ－１２３		164		1,300		0		0		1,300		1,900		0		0		1,900		2,300		0		0		2,300		2,600		0		0		2,600		2,300		0		0		2,300		2,900		0		0		2,900		2,400		0		0		2,400		1,300		0		0		1,300								0								0

				8		ＨＣＦＣ－２２５		185								0																0		1,300		0		0		1,300		1,000		0		0		1,000								0								0								0								0								0

				9		塩化メチレン エンカ		186		24,000		0		3,000		27,000		22,000		0		5,400		27,400		21,000		0		5,600		26,600		15,000		0		4,100		19,100		15,000		0		3,700		18,700		13,000		0		1,500		14,500		14,000		0		3,900		17,900		14,000		0		1,500		15,500		1,500		0		4.5		1,505								0

				10		ダイオキシン類 ルイ		243		0.0002		0.00000		0.000022		0		0.00021		0.0000013		0.000072		0		0.00045		0.0000041		0.000052		0		0.0002		0.000001		0.000017		0.000218		0.00038		0.00000046		0.000035		0.000415		0.000037		0.00000032		0.000043		0.00008032		0		11		260		271		0.0000025		0.0000063		0.000096		0.0001048		0.0000034		0.000018		0.000059		0.0000804		0.0000031		0.0000069		0.000006		0.000016

				11		１，２，４－トリメチルベンゼン		296								0																0																																																		2.3		0.0		0.0		2.3

				12		トルエン		300								0		4,500		0		0		4,500		4,100		0		0		4,100		6,900		0		0		6,900		2,200		0		0		2,200		2,400		0		0.4		2,400.4		2,200		0		2.2		2,202		1,200		0		0.4		1,200		450		0		1		451.1		790		0		0		790

				13		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		304								0		0		0		57		57		0		0		65		65		0		0		20		20		0		0		39		39		0		0		45		45		0		0		47		47		0		0		46		46		0		0		6.2		6.2		0		0		7.5		7.5

				14		ニッケル化合物 カゴウブツ		308		0		110		2,200		2,310		0		79		2,300		2,379		0		42		0		42		0		44		7,600		7,644		0		930		7,800		8,730		0		440		11,000		11,440		0		480		14,000		14,480		0		330		10,000		10,330		0		1,000		9,900		10,900		0		660		6,200		6,860

				15		ノルマル－へキサン		392								0																0																																																		220		0		0		220

				16		ベンゼン		400		0.4		0		0		0		2.1		0		0		2.1		3.4		0		0		3		2.0		0		0		2.0		0.9		0		0		0.9		0.7		0		0		0.7		0.8		0		0		1		0.7		0		0		0.7		1.1		0		0		1.1		3.1		0		0		3.1

				17		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		405								0										22.0		190		580		792								0.0								0								0								0								0								0								0

				18		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ		407								0										0		1,800		120		1,920								0								0								0								0								0								0								0

				19		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ		410								0										0		1,900		35		1,935								0								0								0								0								0								0								0

				20		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		412		0		0		0		0		0		0		48		48		0		0		50		50		0		0		50		50		0		0		41		41		0		0		47		47		0		0		45		45		0		140		120		260		0		110		65		175		0		130		15		145

						排出量・移動量合計 ハイシュツリョウイドウリョウゴウケイ				26,900		110		8,400		35,410		31,602		79		10,472		42,153		31,026		3,932		7,683		42,641		29,009		44		12,421		41,474		22,701		930		11,883		35,514		20,601		440		12,664		33,705		20,901		491		18,344		39,736		17,801		470		11,732		30,003		5,611		1,110		14,427		21,148		2,135		790		10,062		12,987

						排出量合計 ハイシュツリョウゴウケイ				26,900		110				27,010		31,602		79				31,681		31,026		3,932				34,958		29,009		44				29,053		22,701		930				23,631		20,601		440				21,041		20,901		491				21,392		17,801		470				18,271		5,611		1,110				6,721		2,135		790				2,925

																				（ｔ）

														大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

												2001年度 ネンド		26.9		0.1		8.4		35

												2002年度 ネンド		31.6		0.1		10.5		42

												2003年度 ネンド		31.0		3.9		7.7		43

												2004年度 ネンド		29.0		0.0		12.4		41

												2005年度 ネンド		22.7		0.9		11.9		36

												2006年度 ネンド		20.6		0.4		12.7		34

												2007年度 ネンド		20.9		0.5		18.3		40

												2008年度 ネンド		17.8		0.5		11.7		30

												2009年度 ネンド		5.6		1.1		14.4		21

												2010年度 ネンド		2.1		0.8		10.1		13

												2011年度 ネンド		2.6		0.5		6.0		9

												2012年度 ネンド		1.0		0.7		5.9		8

												2013年度 ネンド		0.6		0.6		5.0		6

												2014年度 ネンド		1.0		0.6		4.9		7

												2015年度 ネンド		1.1		0.1		0.0		1.0





		



大気放出

水域排出

移動量

ｔ

第 一 種 指 定 化 学 物 質 届 出 量 （ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ ）



		

				水使用量 ミズシヨウリョウ

		2004年 ネン		3,702

		2005年 ネン		3,614

		2006年 ネン		3,752

		2007年 ネン		4,033

		2008年 ネン		4,006

		2009年 ネン		3,729

		2010年 ネン		4,308

		2011年 ネン		4,416

		2012年 ネン		4,207

		2013年 ネン		3,601

		2014年 ネン		4,005

		2015年 ネン		4,136





		



水使用量

水使用量（水道水含む）




Graph1
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		環境目標 カンキョウモクヒョウ						対象
部門 タイショウブモン		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		評価
(ｶｯｺは達成率) ヒョウカタッセイリツ

		活　　　　　動 カツドウ		省ｴﾈﾙｷﾞｰ ショウ		(製造部門)
エネルギーの消費については、2014年の原単位を基準として、2015年12月期までに1％以上（原単位）の削減を図る。 セイゾウブモンショウヒネンゲンタンイキジュンネンガツキイジョウゲンタンイサクゲンハカ		全部門 ゼンブモン		0.571
kL/ｔ		0.536
kL/t		◎
(106.5％)

				廃棄物
対策 ハイキブツタイサク		焼却ゴミについては、2014年12月期の総量での排出量を基準として、2015年12月期までに1％以上（排出量）の削減を図る。 ショウキャクネンガツキソウリョウハイシュツリョウキジュンネンガツキイジョウハイシュツリョウサクゲンハカ				61,113
kg/年 ネン		56,070
㎏/年 ネン		◎
(109.0％)

				環境方針
全般 カンキョウホウシンゼンパン		小山事業所においては､小山市主催の環境保全活動(渡良瀬遊水地ｸﾘｰﾝ作戦､ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｸﾘｰﾝ作戦､ふるさと清掃運動会)へ参加する｡
小山事業所(那須)においては、野崎工業団地一斉清掃へ参加する｡ オヤマジギョウショオヤマシシュサイカンキョウホゼンカツドウワタラセユウスイチサクセンサクセンセイソウウンドウカイサンカオヤマジギョウショナスノザキコウギョウダンチイッセイセイソウサンカ				――		【参加人数】

・渡良瀬34名
・ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
41名
・ふるさと30名
・野崎工業団地
19名 サンカニンズウワタラセメイメイメイノザキコウギョウダンチメイ		◎
(―)

						評価方法；◎100％以上、○95％以上、△95％以下 ヒョウカホウホウイジョウイジョウイカ



～

～
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				割合 ワリアイ

		汚泥 オデイ		85.4		99.99		0.01

		廃油 ハイユ		1.0

		廃酸 ハイサン		1.8

		廃アルカリ ハイ		10.3

		廃プラ ハイ		0.5

		その他 タ		1.0

				100

		再資源化物 サイシゲンカブツ		99.98

		埋立率 ウメタテリツ		0.02
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割合

汚泥※３
85.4%
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				2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		廃棄物 ハイキブツ		18,759		17,090		10,803		8,681		7,553		10,840		12,595		12,291		9,229

		再資源化物 サイシゲンカブツ		18,694		17,011		10,739		8,584		6,968		10,825		12,585		12,288		9,220

		ﾘｻｲｸﾙ率 リツ		99.7		99.5		99.4		98.9		99.2		99.9		99.9		99.9		99.9

		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

				149,106		153,325		156,168		148,530		131,240		96,808		96,467		94,799		61,018		74,083		61,385

				195,598		120,095		128,057		110,305		131,157		91,551		86,261		90,115		59,016		59,867		61,778

				205,649		152,799		144,007		145,682		127,537		98,344		82,698		93,748		65,149		73,329		60,067

				203,697		147,979		167,299		133,755		140,819		98,403		98,163		87,147		64,287		68,551		70,913

				222,179		164,774		164,348		163,122		140,043		103,079		101,522		93,629		70,190		76,124		68,101

				183,951		151,934		168,151		190,696		147,217		100,030		106,574		83,740		66,881		79,759		67,751

				238,322		169,853		180,271		170,881		158,259		121,689		124,784		82,628		68,404		92,069		69,410

				208,748		193,563		210,746		220,661		175,252		142,966		127,596		152,092		78,715		88,560		86,517

				213,239		192,883		194,643		182,103		182,043		142,202		121,647		209,707		75,019		103,635		86,020

				208,523		178,624		216,639		177,068		166,057		116,281		117,603		70,614		80,841		76,199		66,162

				155,258		166,276		154,521		159,199		129,524		101,324		119,322		78,149		83,196		74,011		60,601

				154,623		168,598		166,630		162,333		121,864		105,566		108,747		70,754		79,119		75,491		63,363

		3,558		2,338,893		1,960,703		2,051,480		1,964,335		1,751,012		1,318,243		1,291,384		1,207,122		851,835		941,678		822,068

				2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン								2006年
(4月～3月) ネンガツガツ		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		ｱﾙﾐ回収量 カイシュウリョウ		3,558		2,339		1,961		2,052		1,964		1,751		1,318		1,291		1,207		852		942		822						原油換算使用量 ゲンユカンザンシヨウリョウ		44,965		41,963		34,157		30,752		32,409		26,924		22,443		21,747		22,106		16,437

		参加率 サンカリツ				97.5		98.3		98.6		99.8		99.4		99.6		99.9		99.9		99.9		99.9		100
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廃棄物

再資源化物

ﾘｻｲｸﾙ率

ﾄﾝ

％

廃棄物･再資源化物発生量
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ｱﾙﾐ回収量

参加率

千缶

％

ア ル ミ 缶 回 収 量



		



原油換算使用量



						PRTR報告対象化学物質年間推移　（㎏） ホウコクタイショウカガクブッシツネンカンスイイ

				Ｎｏ		指定化学物質名称 シテイカガクブッシツメイショウ		政令
番号 セイレイバンゴウ		２００１年（Ｈ１３）年度 ネンネンド								２００２年（Ｈ１４）年度 ネンネンド								２００３年（Ｈ１５）年度 ネンネンド								２００４年（Ｈ１６）年度 ネンネンド								２００５年（Ｈ１７）年度 ネンネンド								２００６年（Ｈ１８）年度 ネンネンド								２００７年（Ｈ１９）年度 ネンネンド								２００８年（Ｈ２０）年度 ネンネンド								２００９年（Ｈ２１）年度 ネンネンド								２０１０年（Ｈ２２）年度 ネンネンド

										大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

				1		２－アミノエタノール		20																																																																		0		0		2,600		2,600.0		0		0		3,800		3,800

				2		エチルベンゼン		53																		1		0		0		1		6.9		0		0		6.9		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0		0		0		0.1		0		0		1,800		1,800.2		200		0		0		200

				3		キシレン		80		1,600		0		0		1,600		3,200		0		380		3,580		3,600		0		350		3,950		3,200		0		54		3,254		2,200		0		0		2,200		2,300		0		4.5		2,304.5		2,300		0		26		2,326.0		1,300		0		5		1,304.9		3,660		0		13		3,673.0		920		0		0		920

				4		銀及びその水溶性化合物 ギンオヨスイヨウセイカゴウブツ		82								0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		0		0		0		0								0								0

				5		クロム及び３価クロム化合物 オヨカカゴウブツ		87								0		0		0		87		87		0		0		83		83		0		0		77		77		0		0		63		63		0		0		65		65		0		0		64		64		0		0		61		61		0		0		37		37		0		0		39		39

				6		６価クロム カ		88		0		0		3,200		3,200		0		0		2,200		2,200		0		0		800		800		0		0		520		520		0		0		240		240								0								0								0								0								0

				7		ＨＣＦＣ－１２３		164		1,300		0		0		1,300		1,900		0		0		1,900		2,300		0		0		2,300		2,600		0		0		2,600		2,300		0		0		2,300		2,900		0		0		2,900		2,400		0		0		2,400		1,300		0		0		1,300								0								0

				8		ＨＣＦＣ－２２５		185								0																0		1,300		0		0		1,300		1,000		0		0		1,000								0								0								0								0								0

				9		塩化メチレン エンカ		186		24,000		0		3,000		27,000		22,000		0		5,400		27,400		21,000		0		5,600		26,600		15,000		0		4,100		19,100		15,000		0		3,700		18,700		13,000		0		1,500		14,500		14,000		0		3,900		17,900		14,000		0		1,500		15,500		1,500		0		4.5		1,505								0

				10		ダイオキシン類 ルイ		243		0.0002		0.00000		0.000022		0		0.00021		0.0000013		0.000072		0		0.00045		0.0000041		0.000052		0		0.0002		0.000001		0.000017		0.000218		0.00038		0.00000046		0.000035		0.000415		0.000037		0.00000032		0.000043		0.00008032		0		11		260		271		0.0000025		0.0000063		0.000096		0.0001048		0.0000034		0.000018		0.000059		0.0000804		0.0000031		0.0000069		0.000006		0.000016

				11		１，２，４－トリメチルベンゼン		296								0																0																																																		2.3		0.0		0.0		2.3

				12		トルエン		300								0		4,500		0		0		4,500		4,100		0		0		4,100		6,900		0		0		6,900		2,200		0		0		2,200		2,400		0		0.4		2,400.4		2,200		0		2.2		2,202		1,200		0		0.4		1,200		450		0		1		451.1		790		0		0		790

				13		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		304								0		0		0		57		57		0		0		65		65		0		0		20		20		0		0		39		39		0		0		45		45		0		0		47		47		0		0		46		46		0		0		6.2		6.2		0		0		7.5		7.5

				14		ニッケル化合物 カゴウブツ		308		0		110		2,200		2,310		0		79		2,300		2,379		0		42		0		42		0		44		7,600		7,644		0		930		7,800		8,730		0		440		11,000		11,440		0		480		14,000		14,480		0		330		10,000		10,330		0		1,000		9,900		10,900		0		660		6,200		6,860

				15		ノルマル－へキサン		392								0																0																																																		220		0		0		220

				16		ベンゼン		400		0.4		0		0		0		2.1		0		0		2.1		3.4		0		0		3		2.0		0		0		2.0		0.9		0		0		0.9		0.7		0		0		0.7		0.8		0		0		1		0.7		0		0		0.7		1.1		0		0		1.1		3.1		0		0		3.1

				17		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		405								0										22.0		190		580		792								0.0								0								0								0								0								0								0

				18		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ		407								0										0		1,800		120		1,920								0								0								0								0								0								0								0

				19		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ		410								0										0		1,900		35		1,935								0								0								0								0								0								0								0

				20		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		412		0		0		0		0		0		0		48		48		0		0		50		50		0		0		50		50		0		0		41		41		0		0		47		47		0		0		45		45		0		140		120		260		0		110		65		175		0		130		15		145

						排出量・移動量合計 ハイシュツリョウイドウリョウゴウケイ				26,900		110		8,400		35,410		31,602		79		10,472		42,153		31,026		3,932		7,683		42,641		29,009		44		12,421		41,474		22,701		930		11,883		35,514		20,601		440		12,664		33,705		20,901		491		18,344		39,736		17,801		470		11,732		30,003		5,611		1,110		14,427		21,148		2,135		790		10,062		12,987

						排出量合計 ハイシュツリョウゴウケイ				26,900		110				27,010		31,602		79				31,681		31,026		3,932				34,958		29,009		44				29,053		22,701		930				23,631		20,601		440				21,041		20,901		491				21,392		17,801		470				18,271		5,611		1,110				6,721		2,135		790				2,925

																				（ｔ）

														大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

												2001年度 ネンド		26.9		0.1		8.4		35

												2002年度 ネンド		31.6		0.1		10.5		42

												2003年度 ネンド		31.0		3.9		7.7		43

												2004年度 ネンド		29.0		0.0		12.4		41

												2005年度 ネンド		22.7		0.9		11.9		36

												2006年度 ネンド		20.6		0.4		12.7		34

												2007年度 ネンド		20.9		0.5		18.3		40

												2008年度 ネンド		17.8		0.5		11.7		30

												2009年度 ネンド		5.6		1.1		14.4		21

												2010年度 ネンド		2.1		0.8		10.1		13

												2011年度 ネンド		2.6		0.5		6.0		9

												2012年度 ネンド		1.0		0.7		5.9		8

												2013年度 ネンド		0.6		0.6		5.0		6

												2014年度 ネンド		1.0		0.6		4.9		7

												2015年度 ネンド		1.1		0.1		0.0		1.0





		



大気放出

水域排出

移動量

ｔ

第 一 種 指 定 化 学 物 質 届 出 量 （ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ ）



		

				水使用量 ミズシヨウリョウ

		2004年 ネン		3,702

		2005年 ネン		3,614

		2006年 ネン		3,752

		2007年 ネン		4,033

		2008年 ネン		4,006

		2009年 ネン		3,729

		2010年 ネン		4,308

		2011年 ネン		4,416

		2012年 ネン		4,207

		2013年 ネン		3,601

		2014年 ネン		4,005

		2015年 ネン		4,136





		



水使用量

水使用量（水道水含む）
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■ＣＯ２削減 

当事業所では、2008年に鋳造溶解炉にリジェネバーナー※５を導入するとともに燃料転換
（重油、灯油、ＬＰＧからＬＮＧ化）を行う事により、ＣＯ２削減を図りました。2015年度は生産
量が減少したことと東京電力のＣＯ２換算係数の変更で、ＣＯ２排出量は前年度より30.0％
減少しました。 

 

小山事業所温暖化ガス発生量（那須含む） 

環境マネジメントシステム 

環境負荷低減活動 

※５ リジェネバーナーとは？ 
蓄熱体を入れた容器付のバーナーを溶解炉の両側面に配
し、炉の高温の燃焼ガスを回収して蓄熱体を温め、この熱
により燃焼用の空気を暖めて燃焼に用いるバーナー。交互
に切替ながら燃焼させることにより排ガスの熱量を有効利
用し燃焼時の省エネを図ることができます。 


Graph1

		９０年		９０年

		９１年		９１年

		９２年		９２年

		９３年		９３年

		９４年		９４年

		９５年		９５年

		９６年		９６年

		９７年		９７年

		９８年		９８年

		９９年		９９年

		００年		００年

		０１年		０１年

		０２年		０２年

		０３年		０３年

		０４年		０４年

		０５年		０５年

		０６年		０６年

		０７年		０７年

		０８年		０８年

		０９年		０９年

		１０年		１０年

		１１年		１１年

		１２年		１２年

		１３年		１３年

		１４年		１４年

		１５年		１５年



t-CO2

%

t-CO2

%

CO2排出量と推移

84775

100

101526

119.7593630198

100236

118.2376879976

103368

121.9321734002

108364

127.82542023

122984

145.0710704807

118318

139.5670893542

120070

141.633736361

124301

146.6245945149

126964

149.7658507815

122553

144.5626658803

110254

130.0548510764

106232

125.3105278679

99575

117.4579769979

97375

114.8628723091

94643

111.6402241227

93509

110.3025656149

81209.1152466667

95.7937071621

71535

84.3821881451

59641.634

70.3528563845

57748

68.1191388971

51989

61.3258625774

39934.1

47.1059864347

47148

55.6154526688

45777

53.9982306104

32060

37.8177528753



ｸﾞﾗﾌ最終とコメント

		

																																								２０１５年　４月１６日 ネンガツニチ

																																								　

						小山事業所温暖化ガス発生量 オヤマジギョウショオンダンカハッセイリョウ																																		環境安全チーム カンキョウアンゼン

								トータル排出量 ハイシュツリョウ		排出量内訳 ハイシュツリョウウチワケ				推移 スイイ

								t-CO2		小山 オヤマ		那須 ナス		%

		※		90/4～91/3		９０年 ネン		84,775		84,775				100

		※		91/4～92/3		９１年 ネン		101,526		101,526				119.8

		※		92/4～93/3		９２年 ネン		100,236		100,236				118.2

		※		93/4～94/3		９３年 ネン		103,368		103,368				121.9

		※		94/4～95/3		９４年 ネン		108,364		108,364				127.8

		※		95/4～96/3		９５年 ネン		122,984		122,984				145.1

		※		96/4～97/3		９６年 ネン		118,318		118,318				139.6

		※		97/4～98/3		９７年 ネン		120,070		119,847		223		141.6

		※		98/4～99/3		９８年 ネン		124,301		123,163		1,138		146.6

		※		99/4～00/3		９９年 ネン		126,964		125,853		1,111		149.8		94		96088.2

		※		00/4～01/3		００年 ネン		122,553		121,417		1,136		144.6		94		96088.2

		※		01/4～02/3		０１年 ネン		110,254		109,347		907		130.1		94		96088.2

		※		02/4～03/3		０２年 ネン		106,232		105,125		1,107		125.3		94		96088.2

		※		03/4～04/3		０３年 ネン		99,575		98,340		1,235		117.5		94		96088.2

		※		04/4～05/3		０４年 ネン		97,375		96,082		1,293		114.9		94		96088.2

		※		05/4～'06/3		０５年 ネン		94,643		93,172		1,471		111.6		94		96088.2

		※		06/4～'07/3		０６年 ネン		93,509		91,916		1,593		110.3		94		96088.2

		※		07/4～'08/3		０７年 ネン		81,209		79,806		1,403		95.8		94		96088.2

		※		08/4～'09/3		０８年 ネン		71,535		70,087		1,448		84.4		94		96088.2

		※		09/4～'10/3		０９年 ネン		59,642		58,164		1,478		70.4		94		96088.2

		※		10/4～'11/3		１０年 ネン		57,748		55,340		2,408		68.1		94		96088.2

		※		11/4～'12/3		１１年 ネン		51,989		49,790		2,199		61.3		94		96088.2

		※		12/4～'13/3		１２年 ネン		39,934		37,772		2,162		47.1		94		96088.2

		※		13/4～'14/3		１３年 ネン		47,148		44,628		2,520		55.6		94		96088.2

		※		14/4～'15/3		１４年 ネン		45,777		43,169		2,608		54.0		94		96088.2

		※		15/4～'15/4		１５年 ネン		32,060		29,722		2,338		37.8

		１．※印の年は、非エネルギー起源も加味している。 ジルシネンヒキゲンカミ

				但し、3000t未満なので排出量から除く。 タダミマンハイシュツリョウノゾ

				非エネルギー起源・・・非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2、メタン、一酸化二窒素、ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ、ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ、六ふっ化硫黄（90年2384ｔ、05年2099ｔ、06年～12年1259ｔ） ヒキゲン

				電気使用量によるＣＯ２排出量の換算係数は、本社より4月及び5月に指示された90年～05年は0.382、06年以降は、0.368を使用。 デンキシヨウリョウハイシュツリョウカンサンケイスウホンシャガツオヨガツシジネンネンネンイコウシヨウ

												2010年換算係数は0.425を使用 ネンカンサンケイスウシヨウ

												2013年換算係数は0.525を使用 ネンカンサンケイスウシヨウ

												2014年換算係数は0.530を使用 ネンカンサンケイスウシヨウ

												2015年換算係数は0.505を使用 ネンカンサンケイスウシヨウ

										コメント

												1990年ＣＯ2排出量に対して2015年は37.8％となっています。生産量減と東電のＣＯ2換算係数を変更したため、前年度よりＣＯ2排出量は29.9％削減した。 ネンハイシュツリョウタイネンゲントウデンカンサンケイスウヘンコウサクゲン

										省エネルギー活動：コメント ショウカツドウ

										省エネルギー活動ではｴｱｰ・蒸気の漏れ、無駄改善、照明のLED化を継続中です。本年度は前年度比較で生産量が5.3％減により、原油換算使用量が約30％減となりました。今後も引き続き、省エネに向けた取り組みを実施していきます。 ジョウキカイゼンショウメイカケイゾクホンネンドゼンネンドヒカクセイサンリョウゲンゲンユカンサンシヨウリョウヤクゲンコンゴヒツヅショウムトクジッシ
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ｸﾞﾗﾌ

		

						小山事業所温暖化ガス発生量 オヤマジギョウショオンダンカハッセイリョウ																																		２０１６年　４月１３日 ネンガツニチ

																																								　

																																								環境安全チーム カンキョウアンゼン

								トータル排出量 ハイシュツリョウ		排出量内訳 ハイシュツリョウウチワケ				推移 スイイ

								t-CO2		小山 オヤマ		那須 ナス		%

		※		90/4～91/3		９０年 ネン		84,775		84,775				100

		※		91/4～92/3		９１年 ネン		101,526		101,526				119.8

		※		92/4～93/3		９２年 ネン		100,236		100,236				118.2

		※		93/4～94/3		９３年 ネン		103,368		103,368				121.9

		※		94/4～95/3		９４年 ネン		108,364		108,364				127.8

		※		95/4～96/3		９５年 ネン		122,984		122,984				145.1

		※		96/4～97/3		９６年 ネン		118,318		118,318				139.6

		※		97/4～98/3		９７年 ネン		120,070		119,847		223		141.6

		※		98/4～99/3		９８年 ネン		124,301		123,163		1,138		146.6

		※		99/4～00/3		９９年 ネン		126,964		125,853		1,111		149.8		94		96088.2

		※		00/4～01/3		００年 ネン		122,553		121,417		1,136		144.6		94		96088.2

		※		01/4～02/3		０１年 ネン		110,254		109,347		907		130.1		94		96088.2

		※		02/4～03/3		０２年 ネン		106,232		105,125		1,107		125.3		94		96088.2

		※		03/4～04/3		０３年 ネン		99,575		98,340		1,235		117.5		94		96088.2

		※		04/4～05/3		０４年 ネン		97,375		96,082		1,293		114.9		94		96088.2

		※		05/4～'06/3		０５年 ネン		94,643		93,172		1,471		111.6		94		96088.2

		※		06/4～'07/3		０６年 ネン		93,509		91,916		1,593		110.3		94		96088.2

		※		07/4～'08/3		０７年 ネン		81,209		79,806		1,403		95.8		94		96088.2

		※		08/4～'09/3		０８年 ネン		71,535		70,087		1,448		84.4		94		96088.2

		※		09/4～'10/3		０９年 ネン		59,642		58,164		1,478		70.4		94		96088.2

		※		10/4～'11/3		１０年 ネン		57,748		55,340		2,408		68.1		94		96088.2

		※		11/4～'12/3		１１年 ネン		51,989		49,790		2,199		61.3		94		96088.2

		※		12/4～'13/3		１２年 ネン		39,934		37,772		2,162		47.1		94		96088.2

		※		13/4～'14/3		１３年 ネン		47,148		44,628		2,520		55.6		94		96088.2

		※		14/4～'15/3		１４年 ネン		45,777		43,169		2,608		54.0		94		96088.2

		※		15/4～'16/4		１５年 ネン		32,060		29,722		2,338		37.8

		１．※印の年は、非エネルギー起源も加味している。 ジルシネンヒキゲンカミ

				但し、3000t未満なので排出量から除く。 タダミマンハイシュツリョウノゾ

				非エネルギー起源・・・非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2、メタン、一酸化二窒素、ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ、ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ、六ふっ化硫黄（90年2384ｔ、05年2099ｔ、06年～12年1259ｔ） ヒキゲン

				電気使用量によるＣＯ２排出量の換算係数は、本社より4月及び5月に指示された90年～05年は0.382、06年以降は、0.368を使用。 デンキシヨウリョウハイシュツリョウカンサンケイスウホンシャガツオヨガツシジネンネンネンイコウシヨウ

												2010年換算係数は0.425を使用 ネンカンサンケイスウシヨウ

												2013年換算係数は0.525を使用 ネンカンサンケイスウシヨウ

												2014年換算係数は0.530を使用 ネンカンサンケイスウシヨウ

												2015年換算係数は0.505を使用 ネンカンサンケイスウシヨウ

										コメント

												1990年ＣＯ2排出量に対して2015年は37.8％となっています。生産量減と東電のＣＯ2換算係数を変更したため、前年度よりＣＯ2排出量は29.9％削減した。 ネンハイシュツリョウタイネンゲントウデンカンサンケイスウヘンコウサクゲン

										生産量が前年度より5.3％減ったこと、省エネルギー活動の漏れ、無駄、不用の切り離しを実施したことにより、原油換算使用量は前年度から大幅に、改善することができました。 セイサンリョウゼンネンドヘモムダフヨウキハナゲンユカンサンシヨウリョウゼンネンドオオハバカイゼン
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CO2排出量と推移



那須 (2015)

		Version:2015.4.16

				2015		年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ及びｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量算出表 ネンド																																						作成日 サクセイビ		4/19/16

						事業場名 ジギョウジョウメイ		W100.小山事業所【那須分】 ナスブン														（対象期間：		2015		年04月～ ネンガツ		2016		年03月） ネンガツ														作成者 サクセイシャ		笹沼 ササヌマ

				燃料又は購入電気 ネンリョウマタコウニュウデンキ								総使用量
（A) ソウシヨウリョウ		販売副生ｴﾈﾙｷﾞｰ等の量 ハンバイフクセイトウリョウ										ｼﾞｭｰﾙ換算係数 カンザンケイスウ				ｴﾈﾙｷﾞｰ量 リョウ		(GJ)		原油換算係数 ゲンユカンザンケイスウ				原油換算量 ゲンユカンザンリョウ		CO2排出係数(C換算) ハイシュツケイスウカンザン				C換算排出量 カンザンハイシュツリョウ		CO2換算 カンザン				CO2排出量 ハイシュツリョウ

														販売された量
（B） ハンバイリョウ		生産に寄与
しない量（C) セイサンキヨリョウ		A-B-C		A-B		（単位） タンイ		省ｴﾈ新法 ショウシンホウ		（単位） タンイ		A-B-C		A-B		(国際標準) コクサイヒョウジュン		(単位） タンイ		A(ｋｌ)		温対法 アツシタイホウ		(単位） タンイ		A-B(t-C)		44/12		(単位） タンイ		A-B(t-CO2)

				原油(ｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄを除く) ゲンユノゾ														0		0		kl		38.2		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.87		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				原油のうちｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄ(NGL) ゲンユ														0		0		kl		35.3		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.83		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				揮発油 キハツユ														0		0		kl		34.6		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.83		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				ナフサ														0		0		kl		34.1		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.82		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				灯油 トウユ														0		0		kl		36.7		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.85		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				軽油 ケイユ														0		0		kl		38.2		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.87		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				A重油 ジュウユ														0		0		kl		39.1		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.89		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				B・C重油 ジュウユ														0		0		kl		41.7		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.95		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石油アスファルト セキユ														0		0		ｔ		41.9		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.08		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石油コークス セキユ														0		0		ｔ		35.6		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.54		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				液化石油ガス（LPG) エキカセキユ														0		0		ｔ		50.2		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.61		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石油系炭化水素ガス セキユケイタンカスイソ														0		0		千ｍ3 セン		44.9		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.42		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				液化天然ガス（LNG) エキカテンネン														0		0		ｔ		54.5		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.35		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				その他可燃性天然ガス タカネンセイテンネン														0		0		千ｍ3 セン		40.9		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.39		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石炭（原料炭） セキタンゲンリョウスミ														0		0		ｔ		28.9		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.45		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石炭（一般炭） セキタンイッパンスミ														0		0		ｔ		26.6		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.47		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石炭（無煙炭） セキタンムエンスミ														0		0		ｔ		27.2		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石炭コークス セキタン						　								0		0		ｔ		30.1		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.94		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				コールタール														0		0		ｔ		37.3		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.09		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				コークス炉ガス ロ														0		0		千ｍ3 セン		21.1		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.10		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				高炉ガス コウロ														0		0		千ｍ3 セン		3.41		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.66		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				転炉ガス テンロ														0		0		千ｍ3 セン		8.41		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		3.84		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				都市ガス 社名＋規格： シャメイキカク				北日本ガス キタニホン										0		0		千ｍ3 セン		45		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.36		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				産業用蒸気 サンギョウヨウジョウキ														0		0		GJ		1.02		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.64		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.060		t-CO2/GJ		0.00

				産業用以外の蒸気 サンギョウヨウイガイジョウキ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				温水 オンスイ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				冷水 レイスイ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				販売蒸気（ＴＤＫ） ハンバイジョウキ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				軽油（ＴＤＫ） ケイユ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				Ｂ・Ｃ重油（ＴＤＫ） ジュウユ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				予備 ヨビ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				燃料使用量小計 ネンリョウシヨウリョウショウケイ																								0		0						0.00						0.00						0.00

				電 デン		一般電気 イッパンデンキ		昼間買電 チュウカンバイデン				2,201		－				2200.716		2200.716		千ｋＷｈ セン		9.97		GJ/千kWh セン		21941.13852		21941.13852		0.0258		kl/GJ		566.08		0.138		（㌧-C/千kWh） セン		303.10		0.505		t-CO2/千kwh セン		1111.36

				気		事業者		夜間買電 ヤカンバイデン				2,430		－				2429.629		2429.629		千ｋＷｈ		9.28		GJ/千kWh		22546.95712		22546.95712		0.0258		kl/GJ		581.71		0.138		（㌧-C/千kWh）		334.63		0.505		t-CO2/千kwh		1226.96

								上記以外の買電 ジョウキイガイバイデン						－				0		0		千ｋＷｈ		9.76		GJ/千kWh		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		0.138		（㌧-C/千kWh）		0.00		0.505		t-CO2/千kwh		0.00

						その他 タ		自家発電（火力） ジカハツデンカリョク				0				－		0		－		千ｋＷｈ				GJ/千kWh		0		－		－		－		－		0.3199090909		（㌧-C/千kWh）		0.00		1.173		t-CO2/千kwh		0.00

								自家発電（水力) ジカハツデンスイリョク								－		0		－		千ｋＷｈ				GJ/千kWh		0		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				電気使用量小計 デンキシヨウリョウショウケイ								4,630		0		0		4630.345		4630.345		千ｋＷｈ						44488.09564		44488.09564						1147.79						637.72						2,338

				燃料＋電気（合計） ネンリョウデンキゴウケイ																								44488.09564		44488.09564						1147.79						637.72				ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量→		2,338

																														改正省ｴﾈ法第１種:3,000kL以上、第２種1,500kL以上 ダイシュイジョウ

						電力会社名： デンリョクガイシャメイ		東京電力 トウキョウデンリョク						換算生産量： カンザンセイサンリョウ		3337		(kt, M\, m2)												第１種、２種、非該当の別　 ダイシュシュヒガイトウベツ						非該当

														エネルギー原単位： ハラタンイ		0.3439595048		kl/(kt, M\, m2)

						記入方法 キニュウホウホウ		1)使用した燃料毎の実績を指定された単位で水色の欄に記入(原油をｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄと分けた) シヨウネンリョウゴトジッセキシテイタンイミズイロランキニュウゲンユワ																												2015年一般電気事業者ごとの排出係数 ネンイッパンデンキジギョウシャハイシュツケイスウ

								２）都市ガス：社名＋規格、実績(千m3)及びｼﾞｭｰﾙ換算係数(GJ/千m3)を記入 トシシャメイキカクジッセキセンオヨカンザンケイスウセンキニュウ																												社名 シャメイ		係数 ケイスウ

								３）蒸気、温水等：実績はﾄﾝ数でなく、GJ換算したｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を記入(ｼﾞｭｰﾙ換算係数に熱の１次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算係数を使用) ジョウキオンスイトウジッセキスウカンザンシヨウリョウキニュウカンザンケイスウネツジカンザンケイスウシヨウ																												北海道 ホッカイドウ				t-CO2/千kWh セン

								４）買電：一般電気事業者からの供給を昼間、夜間に分け、その他に上記以外の買電を追加 バイデンイッパンデンキジギョウシャキョウキュウヒルマヤカンワタジョウキイガイバイデンツイカ																												東北 トウホク				t-CO2/千kWh

								５）自家発電：千kwhの実績のみ記入(燃料使用量でｶｳﾝﾄされているのでｴﾈﾙｷﾞｰ量以降の欄はｾﾞﾛとする) ジカハツデンセンジッセキキニュウネンリョウシヨウリョウリョウイコウラン																												東京 トウキョウ		0.505		t-CO2/千kWh

								６）自家発電のジュール換算係数及びCO2換算係数は、事業場の実際の係数を記入。 ジカハツデンカンザンケイスウオヨカンザンケイスウジギョウジョウジッサイケイスウキニュウ																												中部 チュウブ				t-CO2/千kWh

						補足） ホソク		ｼﾞｭｰﾙ換算係数、原油換算係数は改正省ｴﾈ法の暫定案を仮設定しており、公示時に変更あれば、係数を差し替え再発行します。 カンザンケイスウゲンユカンザンケイスウカイセイショウホウザンテイアンカリセッテイコウジジヘンコウケイスウサカサイハッコウ																												北陸 ホクリク				t-CO2/千kWh

																																				関西 カンサイ				t-CO2/千kWh

																																				四国 シコク				t-CO2/千kWh

																																				九州 キュウシュウ				t-CO2/千kWh



笹沼充夫YRTPZ:
1.63⇒1.61

実績入力用



小山換算 (2015)

		Version:2015.4.16

				2015		年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ及びｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量算出表 ネンド																																						作成日 サクセイビ		4/14/16

						事業場名 ジギョウジョウメイ		W100.小山事業所【小山分】 オヤマブン														（対象期間：		2015		年04月～ ネンガツ		2016		年03月） ネンガツ														作成者 サクセイシャ		笹沼 ササヌマ

				燃料又は購入電気 ネンリョウマタコウニュウデンキ								総使用量
（A) ソウシヨウリョウ		販売副生ｴﾈﾙｷﾞｰ等の量 ハンバイフクセイトウリョウ										ｼﾞｭｰﾙ換算係数 カンザンケイスウ				ｴﾈﾙｷﾞｰ量 リョウ		(GJ)		原油換算係数 ゲンユカンザンケイスウ				原油換算量 ゲンユカンザンリョウ		CO2排出係数(C換算) ハイシュツケイスウカンザン				C換算排出量 カンザンハイシュツリョウ		CO2換算 カンザン				CO2排出量 ハイシュツリョウ

														販売された量
（B） ハンバイリョウ		生産に寄与
しない量（C) セイサンキヨリョウ		A-B-C		A-B		（単位） タンイ		省ｴﾈ新法 ショウシンホウ		（単位） タンイ		A-B-C		A-B		(国際標準) コクサイヒョウジュン		(単位） タンイ		A(ｋｌ)		温対法 アツシタイホウ		(単位） タンイ		A-B(t-C)		44/12		(単位） タンイ		A-B(t-CO2)

				原油(ｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄを除く) ゲンユノゾ														0		0		kl		38.2		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.87		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				原油のうちｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄ(NGL) ゲンユ														0		0		kl		35.3		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.83		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				揮発油 キハツユ								68						68		68		kl		34.6		GJ/ｋｌ		2352.8		2352.8		0.0258		kl/GJ		60.70		1.83		（x0.01㌧-C/GJ)		43.06		3.667		t-CO2/t-C		157.87		揮発油 キハツユ

				ナフサ														0		0		kl		34.1		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.82		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		ナフサ

				灯油 トウユ								39						39		39		kl		36.7		GJ/ｋｌ		1431.3		1431.3		0.0258		kl/GJ		36.93		1.85		（x0.01㌧-C/GJ)		26.48		3.667		t-CO2/t-C		97.09		灯油 トウユ

				軽油＜38.2⇒37.7へ＞ ケイユ								64						64		64		kl		37.7		GJ/ｋｌ		2412.8		2412.8		0.0258		kl/GJ		62.25		1.87		（x0.01㌧-C/GJ)		45.12		3.667		t-CO2/t-C		165.44		軽油 ケイユ

				A重油 ジュウユ								0						0		0		kl		39.1		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.89		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		A重油 ジュウユ

				B・C重油 ジュウユ														0		0		kl		41.7		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.95		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		B・C重油 ジュウユ

				石油アスファルト セキユ														0		0		ｔ		41.9		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.08		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石油アスファルト セキユ

				石油コークス セキユ														0		0		ｔ		35.6		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.54		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石油コークス セキユ

				液化石油ガス（LPG)＜50.2⇒50.8へ＞ エキカセキユ								38						38		38		ｔ		50.8		GJ/ｔ		1930.4		1930.4		0.0258		kl/GJ		49.80		1.61		（x0.01㌧-C/GJ)		31.08		3.667		t-CO2/t-C		113.96		液化石油ガス（LPG) エキカセキユ

				石油系炭化水素ガス セキユケイタンカスイソ														0		0		千ｍ3 セン		44.9		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.42		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石油系炭化水素ガス セキユケイタンカスイソ

				液化天然ガス（LNG) エキカテンネン														0		0		ｔ		54.5		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.35		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		液化天然ガス（LNG) エキカテンネン

				その他可燃性天然ガス タカネンセイテンネン														0		0		千ｍ3 セン		40.9		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.39		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		その他可燃性天然ガス タカネンセイテンネン

				石炭（原料炭） セキタンゲンリョウスミ														0		0		ｔ		28.9		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.45		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石炭（原料炭） セキタンゲンリョウスミ

				石炭（一般炭） セキタンイッパンスミ														0		0		ｔ		26.6		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.47		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石炭（一般炭） セキタンイッパンスミ

				石炭（無煙炭） セキタンムエンスミ														0		0		ｔ		27.2		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石炭（無煙炭） セキタンムエンスミ

				石炭コークス セキタン						　								0		0		ｔ		30.1		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.94		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石炭コークス セキタン						　

				コールタール														0		0		ｔ		37.3		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.09		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		コールタール

				コークス炉ガス ロ														0		0		千ｍ3 セン		21.1		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.10		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		コークス炉ガス ロ

				高炉ガス コウロ														0		0		千ｍ3 セン		3.41		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.66		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		高炉ガス コウロ

				転炉ガス テンロ														0		0		千ｍ3 セン		8.41		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		3.84		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		転炉ガス テンロ

				都市ガス 社名＋規格： シャメイキカク				北日本ガス キタニホン				3,656						3656		3656		千ｍ3 セン		45.0		GJ/千ｍ3 セン		164520		164520		0.0258		kl/GJ		4244.62		1.36		（x0.01㌧-C/GJ)		2237.47		3.667		t-CO2/t-C		8204.06		都市ガス 社名＋規格： シャメイキカク				北日本ガス キタニホン

				産業用蒸気 サンギョウヨウジョウキ														0		0		GJ		1.02		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.64		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.060		t-CO2/GJ		0.00

				産業用以外の蒸気 サンギョウヨウイガイジョウキ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				温水 オンスイ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				冷水 レイスイ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				販売蒸気（ＴＤＫ） ハンバイジョウキ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				軽油（ＴＤＫ） ケイユ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				Ｂ・Ｃ重油（ＴＤＫ） ジュウユ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				予備 ヨビ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				燃料使用量小計 ネンリョウシヨウリョウショウケイ																								172647.3		172647.3						4454.30						2383.21						8738.42

				電 デン		一般電気 イッパンデンキ		昼間買電 チュウカンバイデン				24,874		－				24874		24874		千ｋＷｈ セン		9.97		GJ/千kWh セン		247993.78		247993.78		0.0258		kl/GJ		6398.24		0.138		（㌧-C/千kWh） セン		3425.83		0.505		t-CO2/千kwh セン		12561.37

				気		事業者		夜間買電 ヤカンバイデン				16,672		－				16672		16672		千ｋＷｈ		9.28		GJ/千kWh		154716.16		154716.16		0.0258		kl/GJ		3991.68		0.138		（㌧-C/千kWh）		2296.19		0.505		t-CO2/千kwh		8419.36

								上記以外の買電 ジョウキイガイバイデン						－				0		0		千ｋＷｈ		9.76		GJ/千kWh		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		0.138		（㌧-C/千kWh）		0.00		0.505		t-CO2/千kwh		0.00

						その他 タ		自家発電（火力） ジカハツデンカリョク				0				－		0		－		千ｋＷｈ				GJ/千kWh		0		－		－		－		－		0.3199090909		（㌧-C/千kWh）		0.00		1.173		t-CO2/千kwh		0.00

								自家発電（水力) ジカハツデンスイリョク								－		0		－		千ｋＷｈ				GJ/千kWh		0		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				電気使用量小計 デンキシヨウリョウショウケイ								41,546		0		0		41546		41546		千ｋＷｈ						402,710		402,710						10,390						5,722						20,981

				燃料＋電気（合計） ネンリョウデンキゴウケイ																								575,357		575,357						14,844						8,105				ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量→		29,719

																														改正省ｴﾈ法第１種:3,000kL以上、第２種1,500kL以上 ダイシュイジョウ

						電力会社名： デンリョクガイシャメイ		東京電力 トウキョウデンリョク						換算生産量： カンザンセイサンリョウ		42.643		(kt, M\, m2)												第１種、２種、非該当の別　 ダイシュシュヒガイトウベツ						第１種

														エネルギー原単位： ハラタンイ		348.1044202331		kl/(kt, M\, m2)

						記入方法 キニュウホウホウ		1)使用した燃料毎の実績を指定された単位で水色の欄に記入(原油をｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄと分けた) シヨウネンリョウゴトジッセキシテイタンイミズイロランキニュウゲンユワ																												2015年一般電気事業者ごとの排出係数 ネンイッパンデンキジギョウシャハイシュツケイスウ

								２）都市ガス：社名＋規格、実績(千m3)及びｼﾞｭｰﾙ換算係数(GJ/千m3)を記入 トシシャメイキカクジッセキセンオヨカンザンケイスウセンキニュウ																												社名 シャメイ		係数 ケイスウ

								３）蒸気、温水等：実績はﾄﾝ数でなく、GJ換算したｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を記入(ｼﾞｭｰﾙ換算係数に熱の１次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算係数を使用) ジョウキオンスイトウジッセキスウカンザンシヨウリョウキニュウカンザンケイスウネツジカンザンケイスウシヨウ																												北海道 ホッカイドウ				t-CO2/千kWh セン

								４）買電：一般電気事業者からの供給を昼間、夜間に分け、その他に上記以外の買電を追加 バイデンイッパンデンキジギョウシャキョウキュウヒルマヤカンワタジョウキイガイバイデンツイカ																												東北 トウホク				t-CO2/千kWh

								５）自家発電：千kwhの実績のみ記入(燃料使用量でｶｳﾝﾄされているのでｴﾈﾙｷﾞｰ量以降の欄はｾﾞﾛとする) ジカハツデンセンジッセキキニュウネンリョウシヨウリョウリョウイコウラン																												東京 トウキョウ		0.505		t-CO2/千kWh

								６）自家発電のジュール換算係数及びCO2換算係数は、事業場の実際の係数を記入。 ジカハツデンカンザンケイスウオヨカンザンケイスウジギョウジョウジッサイケイスウキニュウ																												中部 チュウブ				t-CO2/千kWh

						補足） ホソク		ｼﾞｭｰﾙ換算係数、原油換算係数は改正省ｴﾈ法の暫定案を仮設定しており、公示時に変更あれば、係数を差し替え再発行します。 カンザンケイスウゲンユカンザンケイスウカイセイショウホウザンテイアンカリセッテイコウジジヘンコウケイスウサカサイハッコウ																												北陸 ホクリク				t-CO2/千kWh

																																				関西 カンサイ				t-CO2/千kWh

																																				四国 シコク				t-CO2/千kWh

																																				九州 キュウシュウ				t-CO2/千kWh



笹沼充夫YRTPZ:
1.63⇒1.61

実績入力用



2015年度データ基礎 

						2015.4-2016.3までのデータ

								昭和電工：小山事業所 ショウワデンコウオヤマジギョウショ

										注意点：ケイヒンサーマルテクノロジーとSHDY分のLNG、電力、蒸気分を除き計算している。 チュウイテンブンデンリョクジョウキブンノゾケイサン

						電力消費量 デンリョクショウヒリョウ		41,546		千ｋＷｈ セン								　

						小山 オヤマ										項目 コウモク		平成27年度集計データ(省エネ変更） ヘイセイネンドシュウケイショウヘンコウ

						都市ガス トシ		3,656（3,820）		千ｍ３ セン						電力消費量 デンリョクショウヒリョウ		41,546		千ｋＷｈ セン

								　　								昼 ヒル		24,874		千ｋＷｈ セン

						ＬＰＧ		38.0		トン						夜 ヨル		16,672		千ｋＷｈ セン

																発電所 ハツデンショ		0		千ｋＷｈ セン

						灯油 トウユ		39		ＫＬ						都市ガス トシ		3,656（3,820）		千ｍ３ セン

																ＬＰＧ		38.0		トン

						ガソリン		68,000		Ｌ						灯油 トウユ		39		ＫＬ

																ガソリン		68		ＫＬ

						軽油 ケイユ		64		ＫＬ						軽油 ケイユ		64		ＫＬ

								　								蒸気 ジョウキ		10,451		ＧＪ

						蒸気 ジョウキ		10,541		ＧＪ						従業員数 ジュウギョウインスウ		550		人 ヒト

																延べ床面積 ノユカメンセキ		173		千ｍ２ セン

						従業員数 ジュウギョウインスウ		550		人 ヒト						売上高 ウリアゲダカ		15,816		百万円 ヒャクマンエン

						延べ床面積 ノユカメンセキ		173		千ｍ２ セン						SKD従業員 ジュウギョウイン		550		人 ニン

																		↑　総務佐山氏より4/1現在 ソウムサヤマシゲンザイ

						売上高 ウリアゲダカ		15,816		百万円 ヒャクマンエン								（パートと那須を含む） ナスフク

																那須分 ナスブン										生産量比較前年度 セイサンリョウヒカクゼンネンド

																電力消費量 デンリョクショウヒリョウ		4,630		千ｋＷｈ セン						48,572		Ａ）前年 ゼンネン

						　										昼 ヒル		2,201		千ｋＷｈ セン						45,977		Ｂ）今年 コトシ

								生産量（小山） セイサンリョウオヤマ								夜 ヨル		2,430		千ｋＷｈ セン						94.7%		Ｂ）/Ａ）

								42,643		トン						燃料 ネンリョウ		0		千ｋＷｈ セン

								生産量（那須） セイサンリョウナス

								3,334		トン

						電力消費量 デンリョクショウヒリョウ		4,630		千ｋＷｈ セン						45,977										原油換算 ゲンユカンサン		年度

						那須 ナス																				23,326		Ａ）前年 ゼンネン

																										15,993		Ｂ）今年 コトシ

																										68.6%		Ｂ）/Ａ）

																小山事業所事業部別生産高推移（エネルギー使用実績用） ジギョウブベツスイイシヨウジッセキヨウ										31.4%		の減 ゲン

																2015年度 ネンド

																事業部 ジギョウブ				期計 キケイ

																74		押出品 オシダシヒン		41,445

																77		冷却器 レイキャクキ		374

																93		電産機 デンサンキ		823						データ原油換算 ゲンユカンサン		2015年度		省エネ部会 ショウブカイ		換算値がい部分 カンサンチブブン

																94		機能材 キノウザイ		3,369		34				14,844		小山 オヤマ		15,246		402

																総計				46,011		45,977				1,148		那須 ナス		1,190		42

																						3,334				1		ｸﾞﾗﾝﾄﾞ		1		0

																鋳造 チュウゾウ				25,935		42,643				15,993				16,437		444

																鋳造除く チュウゾウノゾ				14,125

																										データ原油換算 ゲンユカンサン		2014年度		省エネ部会 ショウブカイ		換算値がい部分 カンサンチブブン

																那須 ナス				3,369						22,106		小山 オヤマ				(22,106)

																										1,220		那須 ナス				(1,220)

																押出共通				1,385						1		ｸﾞﾗﾝﾄﾞ				(1)

																感ドラＥＤ共通				0						23,327						(23,327)

																				44,814

																												69%		70%





2015年度データ 

		

						2015年度データの根拠を記載 ネンドコンキョキサイ

						下記データによりＣＯ２換算表を代入し数値を出す。 カキカンサンヒョウダイニュウスウチダ										ＣＯ２数値切り上げ スウチキア

						電力〔小山） デンリョクオヤマ		41,546		kWh						　

						電力〔小山+Ｖ） デンリョクオヤマ		46,176		kWh						20,980		ｔ-ＣＯ２

						小山		24,874		昼kWh ヒル				12,561

						　		16,672		夜kWh ヨル				8,419

						那須分 ナスブン		2,201		昼kWh ヒル				1,111

								2,430		夜kWh ヨル				1,227

						ＬＮＧ量(都市ガス） リョウトシ		3,656,000		ｍ3						8,204

						（事業所総量）＜アルミ缶を抜くこと＞ ジギョウショソウリョウカンヌ										　

						ガソリン		68		ＫＬ						158

																　

						軽油 ケイユ		64		ＫＬ						165

																　

						灯油 トウユ		39		ＫＬ						97

						（寮を暖房を含む） リョウダンボウフク										　								　

						LPG		38		ｔ						114

						（事業所内ボンベ総量） ジギョウショナイソウリョウ								ｸﾞﾗﾝﾄﾞ分 ブン		3

														合計 ゴウケイ		29,721										生産量比較前年度 セイサンリョウヒカクゼンネンド

																										48,572		Ａ）前年 ゼンネン

														（Ｖ）		2,338		ｔ-ＣＯ２								45,977		Ｂ）今年 コトシ

						生産量〔小山） セイサンリョウ		42,643		ｔ				〔小山）		29,721		ｔ-ＣＯ２								94.7%		Ｂ）/Ａ）

						生産量〔小山+Ｖ） セイサンリョウオヤマ		45,977		ｔ				〔小山+Ｖ）		32,059		ｔ-ＣＯ２

						V=		3,334		ｔ				ＲＣと合わ ア		32,060		ｔ-ＣＯ２

																										原油換算 ゲンユカンサン		年度

																										23,326		Ａ）前年 ゼンネン

																										15,993		Ｂ）今年 コトシ

																										68.6%		Ｂ）/Ａ）

																										31.4%		の減 ゲン





2014年度データ 

		

						2014年度データの根拠を記載 ネンドコンキョキサイ

						下記データによりＣＯ２換算表を代入し数値を出す。 カキカンサンヒョウダイニュウスウチダ										ＣＯ２数値切り上げ スウチキア

						電力〔小山） デンリョクオヤマ		56,902,808		kWh						　

						電力〔小山+Ｖ） デンリョクオヤマ		61,816,284		kWh						39,436		ｔ-ＣＯ２

						小山		33,816,476		昼kWh ヒル

						　		23,086,332		夜kWh ヨル				36,533

						那須分 ナスブン		2,385,565		昼kWh ヒル

								2,527,911		夜kWh ヨル				2,903

						ＬＮＧ量(都市ガス） リョウトシ		5,539,000		ｍ3						12,612

						（事業所総量）＜アルミ缶を抜くこと＞ ジギョウショソウリョウカンヌ

						ガソリン		62		ＫＬ						144

						軽油 ケイユ		60		ＫＬ						155

						灯油 トウユ		51		ＫＬ						127

						（寮を暖房を含む） リョウダンボウフク

						LPG		52		ｔ						158

						（事業所内ボンベ総量） ジギョウショナイソウリョウ

														合計 ゴウケイ		52,632										生産量比較前年度 セイサンリョウヒカクゼンネンド

																										48,544		Ａ）前年 ゼンネン

														（Ｖ）		2,903		ｔ-ＣＯ２								48,572		Ｂ）今年 コトシ

						生産量〔小山） セイサンリョウ		45,235		ｔ				〔小山）		49,729		ｔ-ＣＯ２				2016.4.19上野 ウエノ				100.1%		Ｂ）/Ａ）

						生産量〔小山+Ｖ） セイサンリョウオヤマ		48,572		ｔ				〔小山+Ｖ）		52,632		ｔ-ＣＯ２

																						これが正しい タダ

						V=		3,337						ＲＣと合わ ア		45,774		ｔ-ＣＯ２				43,169

																3,337						2,608

																						45,777





2013年度データ

		

						2013年度データの根拠を記載 ネンドコンキョキサイ																		32845

						下記データによりＣＯ２換算表を代入し数値を出す。 カキカンサンヒョウダイニュウスウチダ										ＣＯ２数値切り上げ スウチキア								31504

						電力〔小山） デンリョクオヤマ		59,549,877		kWh						　

						電力〔小山+Ｖ） デンリョクオヤマ		64,349,661		kWh						33,783		ｔ-ＣＯ２

						小山		30,542,808		昼kWh ヒル

						　		29,007,069		夜kWh ヨル				31,264

						那須分 ナスブン		2,302,632		昼kWh ヒル

								2,497,152		夜kWh ヨル				2,520

						ＬＮＧ量(都市ガス） リョウトシ		5,700,000		ｍ3						12,979

						（事業所総量）＜アルミ缶を抜くこと＞ ジギョウショソウリョウカンヌ

						ガソリン		64		ＫＬ						149

						軽油 ケイユ		62		ＫＬ						162

						灯油 トウユ		44		ＫＬ						110

						（寮を暖房を含む） リョウダンボウフク

						LPG		52		ｔ						156

						（事業所内ボンベ総量） ジギョウショナイソウリョウ																				生産量比較前年度 セイサンリョウヒカクゼンネンド

														合計 ゴウケイ		47,339

																										42,402

														（Ｖ）		2,520		ｔ-ＣＯ２								48,544

						生産量〔小山） セイサンリョウ		45,194		ｔ				〔小山）		44,819		ｔ-ＣＯ２								114%		％

						生産量〔小山+Ｖ） セイサンリョウオヤマ		48,544		ｔ				〔小山+Ｖ）		47,339		ｔ-ＣＯ２

						V=3350								ＲＣと合わせ ア		47,148		ｔ-ＣＯ２





2012年度データ

		

						2012年度データの根拠を記載 ネンドコンキョキサイ

						下記データによりＣＯ２換算表を代入し数値を出す。 カキカンサンヒョウダイニュウスウチダ										ＣＯ２数値切り上げ スウチキア

						電力〔小山） デンリョクオヤマ		59,089,671		kWh						　

						電力〔小山+Ｖ） デンリョクオヤマ		64,176,399		kWh						27,275		ｔ-ＣＯ２

						小山		36,114,226		昼kWh ヒル

						　		22,975,445		夜kWh ヨル				25,113

						那須分 ナスブン		2,423,688		昼kWh ヒル

								2,663,040		夜kWh ヨル				2,162

						ＬＮＧ量(都市ガス） リョウトシ		5,327,204		ｍ3						12,130

						（事業所総量）＜アルミ缶を抜くこと＞ ジギョウショソウリョウカンヌ

						ガソリン		58		ＫＬ						135

						軽油 ケイユ		62		ＫＬ						162

						灯油 トウユ		45		ＫＬ						112

						（寮を暖房を含む） リョウダンボウフク

						LPG		40		ｔ						120

						（事業所内ボンベ総量） ジギョウショナイソウリョウ

														合計 ゴウケイ		39,934

														（Ｖ）		2,162		ｔ-ＣＯ２

						生産量〔小山） セイサンリョウ		39,051		ｔ				〔小山）		37,772		ｔ-ＣＯ２

						生産量〔小山+Ｖ） セイサンリョウオヤマ		42,402		ｔ				〔小山+Ｖ）		39,934		ｔ-ＣＯ２

						V=3351





2011年度データ

		

						2011年度データの根拠を記載 ネンドコンキョキサイ

						下記データによりＣＯ２換算表を代入し数値を出す。 カキカンサンヒョウダイニュウスウチダ										ＣＯ２数値切り上げ スウチキア

						電力〔小山） デンリョクオヤマ		72,610,553		kWh						　

						電力〔小山+Ｖ） デンリョクオヤマ		77,784,161		kWh						33,058		ｔ-ＣＯ２

						小山		42,836,808		昼kWh ヒル

						　		29,773,745		夜kWh ヨル				30,859

						那須分 ナスブン		2,967,096		昼kWh ヒル

								2,206,512		夜kWh ヨル				2,199

						ＬＮＧ量 リョウ		6,250,000		ｍ3						14,231

						（事業所総量）＜アルミ缶を抜くこと＞ ジギョウショソウリョウカンヌ

						ガソリン		74		ＫＬ						163

						軽油 ケイユ		72		ＫＬ						189

						灯油 トウユ		46		ＫＬ						115

						（寮を暖房を含む） リョウダンボウフク

						LPG		40		ｔ						120

						（事業所内ボンベ総量） ジギョウショナイソウリョウ

														合計 ゴウケイ		47,875

														（Ｖ）		2,199		ｔ-ＣＯ２

						生産量〔小山） セイサンリョウ		48,825		ｔ				〔小山）		45,676		ｔ-ＣＯ２

						生産量〔小山+Ｖ） セイサンリョウオヤマ		51,989		ｔ				〔小山+Ｖ）		47,875		ｔ-ＣＯ２





ガス量

		大気調査ＤＢ

		年度		事業所コード		施設名称		作成日		作成者		稼働時間		流量　		排ガス量_年間排出量		排ガス量_排出基準量		排ガス量_排出基準単位		排ガス量_根拠		ＳＯＸ_濃度		ＳＯＸ_時間当たり排出量		ＳＯＸ_年間排出量		ＳＯＸ_排出基準量		ＳＯＸ_排出基準単位		ＳＯＸ_根拠		ＮＯＸ_濃度		ＮＯＸ_時間当たり排出量		ＮＯＸ_年間排出量		ＮＯＸ_排出基準量		ＮＯＸ_排出基準単位		ＮＯＸ_根拠		ばいじん_濃度		ばいじん_時間当たり排出量		ばいじん_年間排出量		ばいじん_排出基準量		ばいじん_排出基準単位		ばいじん_根拠		更新年月日		更新時刻		更新ユーザID

		2013		W100		１号均熱炉		2/28/14		坂口浩美		0		0		0								0		0		0				ppm				-2146826281		0		0		180以下		ml/Nｍ3				0		0		0		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		３号均熱炉		2/28/14		坂口浩美		3747		2150		8056050								0		0		0				ppm				21		0		0.332		180以下		ml/Nｍ3				0.002		0		0.014		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		4号焼入兼焼鈍炉		2/28/14		坂口浩美		7200		661		4759200								0		0		0				ppm				62.1921331316		0		0.607		180以下		ml/Nｍ3				0.002		0		0.015		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		５号均熱炉		2/28/14		坂口浩美		6588		1587.8612629023		10460830								0		0		0				ppm				35.4384858044		0		0.759		180以下		ml/Nｍ3				0.003		0		0.031		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		６号均熱炉		2/28/14		坂口浩美		5101		3443.5169574593		17565380								0		0		0				ppm				32.2351274788		0		1.159		180以下		ml/Nｍ3				0.002		0		0.022		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		ＣＧ２号		2/28/14		坂口浩美		0		0		0								0		0		0		Ｋ値　7.0		ppm				0		0		0		950以下		ml/Nｍ3				0		0		0		0.1以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		ＣＧ３号		2/28/14		坂口浩美		0		0		0								0		0		0		Ｋ値　7.0		ppm				0		0		0		950以下		ml/Nｍ3				0		0		0		0.1以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		形材2号焼戻炉		2/28/14		坂口浩美		7200		634		4564800								0		0		0				ppm				27.4132492114		0		0.257		180以下		ml/Nｍ3				0.002		0		0.007		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		発電所		2/28/14		坂口浩美		30		2470		74100								0.01		0		0.02441625		Ｋ値　7.0		ppm				540		0		0.0820287		950以下		ml/Nｍ3				0.011		0		0.0008151		0.1以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		溶解保持炉排ガス洗浄装置		2/28/14		坂口浩美		7200		6760		48672000								0.5		0		0.07		Ｋ値　7.0		ppm				49.8624260355		0		4.975		180以下		ml/Nｍ3				0.001		0		0.049		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		連続式ダイス予熱炉		2/28/14		坂口浩美		7200		2560		18432000								0		0		0				ppm				23.599609375		0		0.892		180以下		ml/Nｍ3				0.005		0		0.127		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		炉前集じん1号用		2/28/14		坂口浩美		0		0		0								0		0		0				ppm				-2146826281		0		0		180以下		ml/Nｍ3				0		0		0		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

		2013		W100		炉前集じん2,3号用		2/28/14		坂口浩美		7200		27655		199116000								0		0		0				ppm				45		0		18.368		180以下		ml/Nｍ3				0.001		0		0.199		0.2以下		g/Nｍ3				20140310		110257

																												0.09441625												27.4310287

																																								27												0.4648151





小山換算

		Version:2015.4.16

				2014		年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ及びｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量算出表 ネンド																																						作成日 サクセイビ		4/14/09

						事業場名 ジギョウジョウメイ		W100.小山事業所【小山分】 オヤマブン														（対象期間：		2014		年04月～ ネンガツ		2015		年03月） ネンガツ														作成者 サクセイシャ		齋藤　裕也 サイトウユウヤ

				燃料又は購入電気 ネンリョウマタコウニュウデンキ								総使用量
（A) ソウシヨウリョウ		販売副生ｴﾈﾙｷﾞｰ等の量 ハンバイフクセイトウリョウ										ｼﾞｭｰﾙ換算係数 カンザンケイスウ				ｴﾈﾙｷﾞｰ量 リョウ		(GJ)		原油換算係数 ゲンユカンザンケイスウ				原油換算量 ゲンユカンザンリョウ		CO2排出係数(C換算) ハイシュツケイスウカンザン				C換算排出量 カンザンハイシュツリョウ		CO2換算 カンザン				CO2排出量 ハイシュツリョウ

														販売された量
（B） ハンバイリョウ		生産に寄与
しない量（C) セイサンキヨリョウ		A-B-C		A-B		（単位） タンイ		省ｴﾈ新法 ショウシンホウ		（単位） タンイ		A-B-C		A-B		(国際標準) コクサイヒョウジュン		(単位） タンイ		A(ｋｌ)		温対法 アツシタイホウ		(単位） タンイ		A-B(t-C)		44/12		(単位） タンイ		A-B(t-CO2)

				原油(ｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄを除く) ゲンユノゾ														0		0		kl		38.2		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.87		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				原油のうちｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄ(NGL) ゲンユ														0		0		kl		35.3		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.83		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				揮発油 キハツユ								62						62		62		kl		34.6		GJ/ｋｌ		2145.2		2145.2		0.0258		kl/GJ		55.35		1.83		（x0.01㌧-C/GJ)		39.26		3.667		t-CO2/t-C		143.94		揮発油 キハツユ

				ナフサ														0		0		kl		34.1		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.82		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		ナフサ

				灯油 トウユ								51						51		51		kl		36.7		GJ/ｋｌ		1871.7		1871.7		0.0258		kl/GJ		48.29		1.85		（x0.01㌧-C/GJ)		34.63		3.667		t-CO2/t-C		126.96		灯油 トウユ

				軽油＜38.2⇒37.7へ＞ ケイユ								60						60		60		kl		37.7		GJ/ｋｌ		2262		2262		0.0258		kl/GJ		58.36		1.87		（x0.01㌧-C/GJ)		42.30		3.667		t-CO2/t-C		155.10		軽油 ケイユ

				A重油 ジュウユ								0						0		0		kl		39.1		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.89		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		A重油 ジュウユ

				B・C重油 ジュウユ														0		0		kl		41.7		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.95		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		B・C重油 ジュウユ

				石油アスファルト セキユ														0		0		ｔ		41.9		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.08		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石油アスファルト セキユ

				石油コークス セキユ														0		0		ｔ		35.6		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.54		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石油コークス セキユ

				液化石油ガス（LPG)＜50.2⇒50.8へ＞ エキカセキユ								52						52		52		ｔ		50.8		GJ/ｔ		2641.6		2641.6		0.0258		kl/GJ		68.15		1.63		（x0.01㌧-C/GJ)		43.06		3.667		t-CO2/t-C		157.88		液化石油ガス（LPG) エキカセキユ

				石油系炭化水素ガス セキユケイタンカスイソ														0		0		千ｍ3 セン		44.9		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.42		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石油系炭化水素ガス セキユケイタンカスイソ

				液化天然ガス（LNG) エキカテンネン														0		0		ｔ		54.5		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.35		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		液化天然ガス（LNG) エキカテンネン

				その他可燃性天然ガス タカネンセイテンネン														0		0		千ｍ3 セン		40.9		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.39		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		その他可燃性天然ガス タカネンセイテンネン

				石炭（原料炭） セキタンゲンリョウスミ														0		0		ｔ		28.9		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.45		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石炭（原料炭） セキタンゲンリョウスミ

				石炭（一般炭） セキタンイッパンスミ														0		0		ｔ		26.6		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.47		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石炭（一般炭） セキタンイッパンスミ

				石炭（無煙炭） セキタンムエンスミ														0		0		ｔ		27.2		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石炭（無煙炭） セキタンムエンスミ

				石炭コークス セキタン						　								0		0		ｔ		30.1		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.94		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		石炭コークス セキタン						　

				コールタール														0		0		ｔ		37.3		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.09		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		コールタール

				コークス炉ガス ロ														0		0		千ｍ3 セン		21.1		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.10		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		コークス炉ガス ロ

				高炉ガス コウロ														0		0		千ｍ3 セン		3.41		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.66		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		高炉ガス コウロ

				転炉ガス テンロ														0		0		千ｍ3 セン		8.41		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		3.84		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00		転炉ガス テンロ

				都市ガス 社名＋規格： シャメイキカク				北日本ガス キタニホン				5,539						5539		5539		千ｍ3 セン		45		GJ/千ｍ3 セン		249255		249255		0.0258		kl/GJ		6430.78		1.38		（x0.01㌧-C/GJ)		3439.72		3.667		t-CO2/t-C		12612.30		都市ガス 社名＋規格： シャメイキカク				北日本ガス キタニホン

				産業用蒸気 サンギョウヨウジョウキ														0		0		GJ		1.02		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.64		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.060		t-CO2/GJ		0.00

				産業用以外の蒸気 サンギョウヨウイガイジョウキ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				温水 オンスイ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				冷水 レイスイ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				販売蒸気（ＴＤＫ） ハンバイジョウキ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				軽油（ＴＤＫ） ケイユ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				Ｂ・Ｃ重油（ＴＤＫ） ジュウユ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				予備 ヨビ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				燃料使用量小計 ネンリョウシヨウリョウショウケイ																								258175.5		258175.5						6660.93						3598.96						13196.19

				電 デン		一般電気 イッパンデンキ		昼間買電 チュウカンバイデン				36,202		－				36202		36202		千ｋＷｈ セン		9.97		GJ/千kWh セン		360933.94		360933.94		0.0258		kl/GJ		9312.10		0.161		（㌧-C/千kWh） セン		5835.10		0.591		t-CO2/千kwh セン		21395.38

				気		事業者		夜間買電 ヤカンバイデン				25,614		－				25614		25614		千ｋＷｈ		9.28		GJ/千kWh		237697.92		237697.92		0.0258		kl/GJ		6132.61		0.161		（㌧-C/千kWh）		4128.51		0.591		t-CO2/千kwh		15137.87

								上記以外の買電 ジョウキイガイバイデン						－				0		0		千ｋＷｈ		9.76		GJ/千kWh		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		0.161		（㌧-C/千kWh）		0.00		0.591		t-CO2/千kwh		0.00

						その他 タ		自家発電（火力） ジカハツデンカリョク				0				－		0		－		千ｋＷｈ				GJ/千kWh		0		－		－		－		－		0.3199090909		（㌧-C/千kWh）		0.00		1.173		t-CO2/千kwh		0.00

								自家発電（水力) ジカハツデンスイリョク								－		0		－		千ｋＷｈ				GJ/千kWh		0		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				電気使用量小計 デンキシヨウリョウショウケイ								61,816		0		0		61816		61816		千ｋＷｈ						598631.86		598631.86						15444.70						9963.62						36533.26

				燃料＋電気（合計） ネンリョウデンキゴウケイ																								856807.36		856807.36						22105.63						13562.58				ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量→		49729.44

																														改正省ｴﾈ法第１種:3,000kL以上、第２種1,500kL以上 ダイシュイジョウ

						電力会社名： デンリョクガイシャメイ		東京電力 トウキョウデンリョク						換算生産量： カンザンセイサンリョウ		48572		(kt, M\, m2)												第１種、２種、非該当の別　 ダイシュシュヒガイトウベツ						第１種

														エネルギー原単位： ハラタンイ		0.4551105552		kl/(kt, M\, m2)

						記入方法 キニュウホウホウ		1)使用した燃料毎の実績を指定された単位で水色の欄に記入(原油をｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄと分けた) シヨウネンリョウゴトジッセキシテイタンイミズイロランキニュウゲンユワ																												2014年一般電気事業者ごとの排出係数 ネンイッパンデンキジギョウシャハイシュツケイスウ

								２）都市ガス：社名＋規格、実績(千m3)及びｼﾞｭｰﾙ換算係数(GJ/千m3)を記入 トシシャメイキカクジッセキセンオヨカンザンケイスウセンキニュウ																												社名 シャメイ		係数 ケイスウ

								３）蒸気、温水等：実績はﾄﾝ数でなく、GJ換算したｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を記入(ｼﾞｭｰﾙ換算係数に熱の１次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算係数を使用) ジョウキオンスイトウジッセキスウカンザンシヨウリョウキニュウカンザンケイスウネツジカンザンケイスウシヨウ																												北海道 ホッカイドウ				t-CO2/千kWh セン

								４）買電：一般電気事業者からの供給を昼間、夜間に分け、その他に上記以外の買電を追加 バイデンイッパンデンキジギョウシャキョウキュウヒルマヤカンワタジョウキイガイバイデンツイカ																												東北 トウホク				t-CO2/千kWh

								５）自家発電：千kwhの実績のみ記入(燃料使用量でｶｳﾝﾄされているのでｴﾈﾙｷﾞｰ量以降の欄はｾﾞﾛとする) ジカハツデンセンジッセキキニュウネンリョウシヨウリョウリョウイコウラン																												東京 トウキョウ		0.591		t-CO2/千kWh

								６）自家発電のジュール換算係数及びCO2換算係数は、事業場の実際の係数を記入。 ジカハツデンカンザンケイスウオヨカンザンケイスウジギョウジョウジッサイケイスウキニュウ																												中部 チュウブ				t-CO2/千kWh

						補足） ホソク		ｼﾞｭｰﾙ換算係数、原油換算係数は改正省ｴﾈ法の暫定案を仮設定しており、公示時に変更あれば、係数を差し替え再発行します。 カンザンケイスウゲンユカンザンケイスウカイセイショウホウザンテイアンカリセッテイコウジジヘンコウケイスウサカサイハッコウ																												北陸 ホクリク				t-CO2/千kWh

																																				関西 カンサイ				t-CO2/千kWh

																																				四国 シコク				t-CO2/千kWh

																																				九州 キュウシュウ				t-CO2/千kWh



実績入力用
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		Version:2015.4.16

				2014		年度 ｴﾈﾙｷﾞｰ及びｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量算出表 ネンド																																						作成日 サクセイビ		4/14/15

						事業場名 ジギョウジョウメイ		W100.小山事業所【小山分】 オヤマブン														（対象期間：		2014		年04月～ ネンガツ		2015		年03月） ネンガツ														作成者 サクセイシャ		笹沼 ササヌマ

				燃料又は購入電気 ネンリョウマタコウニュウデンキ								総使用量
（A) ソウシヨウリョウ		販売副生ｴﾈﾙｷﾞｰ等の量 ハンバイフクセイトウリョウ										ｼﾞｭｰﾙ換算係数 カンザンケイスウ				ｴﾈﾙｷﾞｰ量 リョウ		(GJ)		原油換算係数 ゲンユカンザンケイスウ				原油換算量 ゲンユカンザンリョウ		CO2排出係数(C換算) ハイシュツケイスウカンザン				C換算排出量 カンザンハイシュツリョウ		CO2換算 カンザン				CO2排出量 ハイシュツリョウ

														販売された量
（B） ハンバイリョウ		生産に寄与
しない量（C) セイサンキヨリョウ		A-B-C		A-B		（単位） タンイ		省ｴﾈ新法 ショウシンホウ		（単位） タンイ		A-B-C		A-B		(国際標準) コクサイヒョウジュン		(単位） タンイ		A(ｋｌ)		温対法 アツシタイホウ		(単位） タンイ		A-B(t-C)		44/12		(単位） タンイ		A-B(t-CO2)

				原油(ｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄを除く) ゲンユノゾ														0		0		kl		38.2		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.87		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				原油のうちｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄ(NGL) ゲンユ														0		0		kl		35.3		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.83		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				揮発油 キハツユ														0		0		kl		34.6		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.83		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				ナフサ														0		0		kl		34.1		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.82		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				灯油 トウユ														0		0		kl		36.7		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.85		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				軽油 ケイユ														0		0		kl		38.2		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.87		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				A重油 ジュウユ														0		0		kl		39.1		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.89		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				B・C重油 ジュウユ														0		0		kl		41.7		GJ/ｋｌ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.95		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石油アスファルト セキユ														0		0		ｔ		41.9		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.08		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石油コークス セキユ														0		0		ｔ		35.6		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.54		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				液化石油ガス（LPG) エキカセキユ														0		0		ｔ		50.2		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.63		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石油系炭化水素ガス セキユケイタンカスイソ														0		0		千ｍ3 セン		44.9		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.42		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				液化天然ガス（LNG) エキカテンネン														0		0		ｔ		54.5		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.35		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				その他可燃性天然ガス タカネンセイテンネン														0		0		千ｍ3 セン		40.9		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.39		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石炭（原料炭） セキタンゲンリョウスミ														0		0		ｔ		28.9		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.45		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石炭（一般炭） セキタンイッパンスミ														0		0		ｔ		26.6		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.47		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石炭（無煙炭） セキタンムエンスミ														0		0		ｔ		27.2		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				石炭コークス セキタン						　								0		0		ｔ		30.1		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.94		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				コールタール														0		0		ｔ		37.3		GJ/ｔ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.09		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				コークス炉ガス ロ														0		0		千ｍ3 セン		21.1		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.10		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				高炉ガス コウロ														0		0		千ｍ3 セン		3.41		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		2.66		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				転炉ガス テンロ														0		0		千ｍ3 セン		8.41		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		3.84		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				都市ガス 社名＋規格： シャメイキカク				北日本ガス キタニホン										0		0		千ｍ3 セン		45		GJ/千ｍ3 セン		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.38		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		3.667		t-CO2/t-C		0.00

				産業用蒸気 サンギョウヨウジョウキ														0		0		GJ		1.02		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.64		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.060		t-CO2/GJ		0.00

				産業用以外の蒸気 サンギョウヨウイガイジョウキ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				温水 オンスイ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				冷水 レイスイ														0		0		GJ		1.36		ＧＪ/GJ		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		1.55		（x0.01㌧-C/GJ)		0.00		0.057		t-CO2/GJ		0.00

				販売蒸気（ＴＤＫ） ハンバイジョウキ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				軽油（ＴＤＫ） ケイユ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				Ｂ・Ｃ重油（ＴＤＫ） ジュウユ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				予備 ヨビ														0		0								0		0		0.0258		kl/GJ		0.00						0.00						0.00

				燃料使用量小計 ネンリョウシヨウリョウショウケイ																								0		0						0.00						0.00						0.00

				電 デン		一般電気 イッパンデンキ		昼間買電 チュウカンバイデン				2,386		－				2385.565		2385.565		千ｋＷｈ セン		9.97		GJ/千kWh セン		23784.08305		23784.08305		0.0258		kl/GJ		613.63		0.161		（㌧-C/千kWh） セン		384.51		0.591		t-CO2/千kwh セン		1409.87

				気		事業者		夜間買電 ヤカンバイデン				2,528		－				2527.911		2527.911		千ｋＷｈ		9.28		GJ/千kWh		23459.01408		23459.01408		0.0258		kl/GJ		605.24		0.161		（㌧-C/千kWh）		407.45		0.591		t-CO2/千kwh		1494.00

								上記以外の買電 ジョウキイガイバイデン						－				0		0		千ｋＷｈ		9.76		GJ/千kWh		0		0		0.0258		kl/GJ		0.00		0.161		（㌧-C/千kWh）		0.00		0.591		t-CO2/千kwh		0.00

						その他 タ		自家発電（火力） ジカハツデンカリョク				0				－		0		－		千ｋＷｈ				GJ/千kWh		0		－		－		－		－		0.3199090909		（㌧-C/千kWh）		0.00		1.173		t-CO2/千kwh		0.00

								自家発電（水力) ジカハツデンスイリョク								－		0		－		千ｋＷｈ				GJ/千kWh		0		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				電気使用量小計 デンキシヨウリョウショウケイ								4,913		0		0		4913.476		4913.476		千ｋＷｈ						47243.09713		47243.09713						1218.87						791.96						2903.86

				燃料＋電気（合計） ネンリョウデンキゴウケイ																								47243.09713		47243.09713						1218.87						791.96				ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出量→		2903.86

																														改正省ｴﾈ法第１種:3,000kL以上、第２種1,500kL以上 ダイシュイジョウ

						電力会社名： デンリョクガイシャメイ		東京電力 トウキョウデンリョク						換算生産量： カンザンセイサンリョウ		3337		(kt, M\, m2)												第１種、２種、非該当の別　 ダイシュシュヒガイトウベツ						非該当

														エネルギー原単位： ハラタンイ		0.365259786		kl/(kt, M\, m2)

						記入方法 キニュウホウホウ		1)使用した燃料毎の実績を指定された単位で水色の欄に記入(原油をｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄと分けた) シヨウネンリョウゴトジッセキシテイタンイミズイロランキニュウゲンユワ																												2014年一般電気事業者ごとの排出係数 ネンイッパンデンキジギョウシャハイシュツケイスウ

								２）都市ガス：社名＋規格、実績(千m3)及びｼﾞｭｰﾙ換算係数(GJ/千m3)を記入 トシシャメイキカクジッセキセンオヨカンザンケイスウセンキニュウ																												社名 シャメイ		係数 ケイスウ

								３）蒸気、温水等：実績はﾄﾝ数でなく、GJ換算したｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を記入(ｼﾞｭｰﾙ換算係数に熱の１次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算係数を使用) ジョウキオンスイトウジッセキスウカンザンシヨウリョウキニュウカンザンケイスウネツジカンザンケイスウシヨウ																												北海道 ホッカイドウ				t-CO2/千kWh セン

								４）買電：一般電気事業者からの供給を昼間、夜間に分け、その他に上記以外の買電を追加 バイデンイッパンデンキジギョウシャキョウキュウヒルマヤカンワタジョウキイガイバイデンツイカ																												東北 トウホク				t-CO2/千kWh

								５）自家発電：千kwhの実績のみ記入(燃料使用量でｶｳﾝﾄされているのでｴﾈﾙｷﾞｰ量以降の欄はｾﾞﾛとする) ジカハツデンセンジッセキキニュウネンリョウシヨウリョウリョウイコウラン																												東京 トウキョウ		0.591		t-CO2/千kWh

								６）自家発電のジュール換算係数及びCO2換算係数は、事業場の実際の係数を記入。 ジカハツデンカンザンケイスウオヨカンザンケイスウジギョウジョウジッサイケイスウキニュウ																												中部 チュウブ				t-CO2/千kWh

						補足） ホソク		ｼﾞｭｰﾙ換算係数、原油換算係数は改正省ｴﾈ法の暫定案を仮設定しており、公示時に変更あれば、係数を差し替え再発行します。 カンザンケイスウゲンユカンザンケイスウカイセイショウホウザンテイアンカリセッテイコウジジヘンコウケイスウサカサイハッコウ																												北陸 ホクリク				t-CO2/千kWh

																																				関西 カンサイ				t-CO2/千kWh

																																				四国 シコク				t-CO2/千kWh

																																				九州 キュウシュウ				t-CO2/千kWh



実績入力用
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写真１．臭気センサー 

■臭気監視体制 
敷地境界線上に臭気センサー（写真１）を設置し、臭気や風向風速をパソコンで表示する臭気監

視システム（写真２）で事業所より発生する臭気を常時監視しています。また、溶解炉の排ガス洗

浄装置についても煙監視カメラを設置し、監視を行っています。 

写真２．臭気、煙監視システム 

環境マネジメントシステム 

環境負荷低減活動 

工場南側の臭気ｾﾝｻｰ 

工場西側の臭気ｾﾝｻｰ 

煙監視ｶﾒﾗ 風向・風速計 

工場南側の臭気ｾﾝｻｰ 

煙監視ﾓﾆﾀｰ 

臭気・風向監視ﾓﾆﾀｰ 
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■水質監視体制 
事業所内の側溝にｐH計、濁度計、油膜計を設置して常時監視を行っています。 

又、側溝５ヶ所に緊急時用水門（写真１）を設置して、異常が発生した時は、異常排水を緊急ストッ

ク槽へ移送するシステム（写真２）を2008年12月に構築しました。また、異常排水を想定した緊急

訓練も実施しています。 

環境マネジメントシステム 

環境負荷低減活動 

写真１．緊急時用水門 

写真２．排水監視モニター 
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≪漏れ箇所の修理≫ 

■教育訓練活動 ＜緊急事態対応訓練＞ 

当事業所では、事故や緊急事態の発生を予防し、発生した場合の環境への影響を緩和

し、かつ最小限にとどめるための準備や対応の手順の確認をしています。 

次の写真は、各部門毎に緊急事態を想定した緊急事態対応訓練年間計画を立て、実

際に訓練している風景です。 

（想定内容：中和用薬液移送配管の破損による液漏れ） 

環境マネジメントシステム 

環境負荷低減活動 

≪中和ポンプ停止≫ 

≪流出防止作業≫ 

液漏れが発生した場合は、
土のう等を使用して液が側溝
等に流れるのを防ぎます。 
又、漏れた薬品の回収作業
をします。 

   ≪監視システムでの側溝水状況確認≫ 

保全員は、側溝に薬液が流出していないか、監視
システムにてｐＨを確認すると共に、漏れ箇所の
修理をします。 
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３－６．環境負荷データ 
当事業所の事業活動に伴う環境負荷を定期的に監視しています。 
また、規制基準より厳しい自主管理基準を設定しています。 

当事業所では､地下水を年間約4,136千 

トン使用しています。使用後の水は､排水

処理場で処理し､用水路を通じて利根川

に放流しています。 

処理水、放流水は監視カメラで監視し、

定期的に水質の測定を行い､栃木県に 

１回／月報告しています。 

■水質測定結果 
  主な水質測定結果を示します。 

千トン 

mg/L 

規制基準値： 5.8～8.6 
自主管理基準値 ： 6.1～8.3 
ｐＨ ： 酸度、アルカリ度の指標。７が中性、 
     ７未満が酸性、７より上がアルカリ性。 

↓ 6.1(自主管理値) 

↑ 17.5((小山)自主管理値) 

↑ 25.0((小山)規制基準値) 

環境マネジメントシステム 

環境負荷データ 

↑ 5.8(規制基準値) 

↓ 8.6(規制基準値) 

↑8.3(自主管理値) 

(小山)規制基準値 ： 25mg/L以下 
(小山)自主管理基準値 ： 17.5mg/L以下 
(那須)規制基準値 ： 8mg/L以下 
(那須)自主管理基準値 ： 7.2mg/L以下 
BOD ： 河川への排出水に適用される       
      有機物の指標｡数値が大きいほど 
      有機物が多い｡ 

↑ 7.2((那須)自主管理値) 

↓ 8.0((那須)規制基準値) 

；小山測定結果 
；那須測定結果 


Graph1

		2011年

		2012年

		2013年

		2014年

		2015年



水使用量

水使用量（水道水含む）

4416

4207

3601

4005

4136
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		環境目標 カンキョウモクヒョウ						対象
部門 タイショウブモン		目標 モクヒョウ		実績 ジッセキ		評価
(ｶｯｺは達成率) ヒョウカタッセイリツ

		活　　　　　動 カツドウ		省ｴﾈﾙｷﾞｰ ショウ		(製造部門)
エネルギーの消費については、2014年の原単位を基準として、2015年12月期までに1％以上（原単位）の削減を図る。 セイゾウブモンショウヒネンゲンタンイキジュンネンガツキイジョウゲンタンイサクゲンハカ		全部門 ゼンブモン		0.571
kL/ｔ		0.536
kL/t		◎
(106.5％)

				廃棄物
対策 ハイキブツタイサク		焼却ゴミについては、2014年12月期の総量での排出量を基準として、2015年12月期までに1％以上（排出量）の削減を図る。 ショウキャクネンガツキソウリョウハイシュツリョウキジュンネンガツキイジョウハイシュツリョウサクゲンハカ				61,113
kg/年 ネン		56,070
㎏/年 ネン		◎
(109.0％)

				環境方針
全般 カンキョウホウシンゼンパン		小山事業所においては､小山市主催の環境保全活動(渡良瀬遊水地ｸﾘｰﾝ作戦､ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｸﾘｰﾝ作戦､ふるさと清掃運動会)へ参加する｡
小山事業所(那須)においては、野崎工業団地一斉清掃へ参加する｡ オヤマジギョウショオヤマシシュサイカンキョウホゼンカツドウワタラセユウスイチサクセンサクセンセイソウウンドウカイサンカオヤマジギョウショナスノザキコウギョウダンチイッセイセイソウサンカ				――		【参加人数】

・渡良瀬34名
・ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
41名
・ふるさと30名
・野崎工業団地
19名 サンカニンズウワタラセメイメイメイノザキコウギョウダンチメイ		◎
(―)

						評価方法；◎100％以上、○95％以上、△95％以下 ヒョウカホウホウイジョウイジョウイカ



～

～
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				割合 ワリアイ

		汚泥 オデイ		74.2		99.99		0.01

		廃油 ハイユ		0.4

		廃酸 ハイサン		11.2

		廃アルカリ ハイ		13.2

		廃プラ ハイ		0.5

		その他 タ		0.6

				100

		再資源化物 サイシゲンカブツ		99.98

		埋立率 ウメタテリツ		0.02
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割合

汚泥
74.2%
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				2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		廃棄物 ハイキブツ		18,759		17,090		10,803		8,681		7,553		10,840		12,595		12,291

		再資源化物 サイシゲンカブツ		18,694		17,011		10,739		8,584		6,968		10,825		12,585		12,288

		ﾘｻｲｸﾙ率 リツ		99.7		99.5		99.4		98.9		99.2		99.9		99.9		99.9

		2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

				149,106		153,325		156,168		148,530		131,240		96,808		96,467		94,799		61,018		74,083		61,385

				195,598		120,095		128,057		110,305		131,157		91,551		86,261		90,115		59,016		59,867		61,778

				205,649		152,799		144,007		145,682		127,537		98,344		82,698		93,748		65,149		73,329		60,067

				203,697		147,979		167,299		133,755		140,819		98,403		98,163		87,147		64,287		68,551		70,913

				222,179		164,774		164,348		163,122		140,043		103,079		101,522		93,629		70,190		76,124		68,101

				183,951		151,934		168,151		190,696		147,217		100,030		106,574		83,740		66,881		79,759		67,751

				238,322		169,853		180,271		170,881		158,259		121,689		124,784		82,628		68,404		92,069		69,410

				208,748		193,563		210,746		220,661		175,252		142,966		127,596		152,092		78,715		88,560		86,517

				213,239		192,883		194,643		182,103		182,043		142,202		121,647		209,707		75,019		103,635		86,020

				208,523		178,624		216,639		177,068		166,057		116,281		117,603		70,614		80,841		76,199		66,162

				155,258		166,276		154,521		159,199		129,524		101,324		119,322		78,149		83,196		74,011		60,601

				154,623		168,598		166,630		162,333		121,864		105,566		108,747		70,754		79,119		75,491		63,363

		3,558		2,338,893		1,960,703		2,051,480		1,964,335		1,751,012		1,318,243		1,291,384		1,207,122		851,835		941,678		822,068

				2004年 ネン		2005年 ネン		2006年 ネン		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン								2006年
(4月～3月) ネンガツガツ		2007年 ネン		2008年 ネン		2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		ｱﾙﾐ回収量 カイシュウリョウ		3,558		2,339		1,961		2,052		1,964		1,751		1,318		1,291		1,207		852		942		822						原油換算使用量 ゲンユカンザンシヨウリョウ		44,965		41,963		34,157		30,752		32,409		26,924		22,443		21,747		22,106

		参加率 サンカリツ				97.5		98.3		98.6		99.8		99.4		99.6		99.9		99.9		99.9		99.9		100
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廃棄物

再資源化物

ﾘｻｲｸﾙ率

ﾄﾝ

％

廃棄物･再資源化物発生量
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ｱﾙﾐ回収量

参加率

千缶

％

ア ル ミ 缶 回 収 量



		



原油換算使用量



						PRTR報告対象化学物質年間推移　（㎏） ホウコクタイショウカガクブッシツネンカンスイイ

				Ｎｏ		指定化学物質名称 シテイカガクブッシツメイショウ		政令
番号 セイレイバンゴウ		２００１年（Ｈ１３）年度 ネンネンド								２００２年（Ｈ１４）年度 ネンネンド								２００３年（Ｈ１５）年度 ネンネンド								２００４年（Ｈ１６）年度 ネンネンド								２００５年（Ｈ１７）年度 ネンネンド								２００６年（Ｈ１８）年度 ネンネンド								２００７年（Ｈ１９）年度 ネンネンド								２００８年（Ｈ２０）年度 ネンネンド								２００９年（Ｈ２１）年度 ネンネンド								２０１０年（Ｈ２２）年度 ネンネンド

										大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ		大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

				1		２－アミノエタノール		20																																																																		0		0		2,600		2,600.0		0		0		3,800		3,800

				2		エチルベンゼン		53																		1		0		0		1		6.9		0		0		6.9		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0.2		0		0		0.2		0		0		0		0.1		0		0		1,800		1,800.2		200		0		0		200

				3		キシレン		80		1,600		0		0		1,600		3,200		0		380		3,580		3,600		0		350		3,950		3,200		0		54		3,254		2,200		0		0		2,200		2,300		0		4.5		2,304.5		2,300		0		26		2,326.0		1,300		0		5		1,304.9		3,660		0		13		3,673.0		920		0		0		920

				4		銀及びその水溶性化合物 ギンオヨスイヨウセイカゴウブツ		82								0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		0		0		0		0								0								0

				5		クロム及び３価クロム化合物 オヨカカゴウブツ		87								0		0		0		87		87		0		0		83		83		0		0		77		77		0		0		63		63		0		0		65		65		0		0		64		64		0		0		61		61		0		0		37		37		0		0		39		39

				6		６価クロム カ		88		0		0		3,200		3,200		0		0		2,200		2,200		0		0		800		800		0		0		520		520		0		0		240		240								0								0								0								0								0

				7		ＨＣＦＣ－１２３		164		1,300		0		0		1,300		1,900		0		0		1,900		2,300		0		0		2,300		2,600		0		0		2,600		2,300		0		0		2,300		2,900		0		0		2,900		2,400		0		0		2,400		1,300		0		0		1,300								0								0

				8		ＨＣＦＣ－２２５		185								0																0		1,300		0		0		1,300		1,000		0		0		1,000								0								0								0								0								0

				9		塩化メチレン エンカ		186		24,000		0		3,000		27,000		22,000		0		5,400		27,400		21,000		0		5,600		26,600		15,000		0		4,100		19,100		15,000		0		3,700		18,700		13,000		0		1,500		14,500		14,000		0		3,900		17,900		14,000		0		1,500		15,500		1,500		0		4.5		1,505								0

				10		ダイオキシン類 ルイ		243		0.0002		0.00000		0.000022		0		0.00021		0.0000013		0.000072		0		0.00045		0.0000041		0.000052		0		0.0002		0.000001		0.000017		0.000218		0.00038		0.00000046		0.000035		0.000415		0.000037		0.00000032		0.000043		0.00008032		0		11		260		271		0.0000025		0.0000063		0.000096		0.0001048		0.0000034		0.000018		0.000059		0.0000804		0.0000031		0.0000069		0.000006		0.000016

				11		１，２，４－トリメチルベンゼン		296								0																0																																																		2.3		0.0		0.0		2.3

				12		トルエン		300								0		4,500		0		0		4,500		4,100		0		0		4,100		6,900		0		0		6,900		2,200		0		0		2,200		2,400		0		0.4		2,400.4		2,200		0		2.2		2,202		1,200		0		0.4		1,200		450		0		1		451.1		790		0		0		790

				13		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		304								0		0		0		57		57		0		0		65		65		0		0		20		20		0		0		39		39		0		0		45		45		0		0		47		47		0		0		46		46		0		0		6.2		6.2		0		0		7.5		7.5

				14		ニッケル化合物 カゴウブツ		308		0		110		2,200		2,310		0		79		2,300		2,379		0		42		0		42		0		44		7,600		7,644		0		930		7,800		8,730		0		440		11,000		11,440		0		480		14,000		14,480		0		330		10,000		10,330		0		1,000		9,900		10,900		0		660		6,200		6,860

				15		ノルマル－へキサン		392								0																0																																																		220		0		0		220

				16		ベンゼン		400		0.4		0		0		0		2.1		0		0		2.1		3.4		0		0		3		2.0		0		0		2.0		0.9		0		0		0.9		0.7		0		0		0.7		0.8		0		0		1		0.7		0		0		0.7		1.1		0		0		1.1		3.1		0		0		3.1

				17		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		405								0										22.0		190		580		792								0.0								0								0								0								0								0								0

				18		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ		407								0										0		1,800		120		1,920								0								0								0								0								0								0								0

				19		ﾎﾟﾘ（ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ		410								0										0		1,900		35		1,935								0								0								0								0								0								0								0

				20		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		412		0		0		0		0		0		0		48		48		0		0		50		50		0		0		50		50		0		0		41		41		0		0		47		47		0		0		45		45		0		140		120		260		0		110		65		175		0		130		15		145

						排出量・移動量合計 ハイシュツリョウイドウリョウゴウケイ				26,900		110		8,400		35,410		31,602		79		10,472		42,153		31,026		3,932		7,683		42,641		29,009		44		12,421		41,474		22,701		930		11,883		35,514		20,601		440		12,664		33,705		20,901		491		18,344		39,736		17,801		470		11,732		30,003		5,611		1,110		14,427		21,148		2,135		790		10,062		12,987

						排出量合計 ハイシュツリョウゴウケイ				26,900		110				27,010		31,602		79				31,681		31,026		3,932				34,958		29,009		44				29,053		22,701		930				23,631		20,601		440				21,041		20,901		491				21,392		17,801		470				18,271		5,611		1,110				6,721		2,135		790				2,925

																				（ｔ）

														大気放出 タイキホウシュツ		水域排出 スイイキハイシュツ		移動量 イドウリョウ		合計 ゴウケイ

												2001年度 ネンド		26.9		0.1		8.4		35

												2002年度 ネンド		31.6		0.1		10.5		42

												2003年度 ネンド		31.0		3.9		7.7		43

												2004年度 ネンド		29.0		0.0		12.4		41

												2005年度 ネンド		22.7		0.9		11.9		36

												2006年度 ネンド		20.6		0.4		12.7		34

												2007年度 ネンド		20.9		0.5		18.3		40

												2008年度 ネンド		17.8		0.5		11.7		30

												2009年度 ネンド		5.6		1.1		14.4		21

												2010年度 ネンド		2.1		0.8		10.1		13

												2011年度 ネンド		2.6		0.5		6.0		9

												2012年度 ネンド		1.0		0.7		5.9		8

												2013年度 ネンド		0.6		0.6		5.0		6

												2014年度 ネンド		1.0		0.6		4.9		7





		



大気放出

水域排出

移動量

ｔ

第 一 種 指 定 化 学 物 質 届 出 量 （ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ ）



		

				水使用量 ミズシヨウリョウ

		2004年 ネン		3,702

		2005年 ネン		3,614

		2006年 ネン		3,752

		2007年 ネン		4,033

		2008年 ネン		4,006

		2009年 ネン		3,729

		2010年 ネン		4,308

		2011年 ネン		4,416

		2012年 ネン		4,207

		2013年 ネン		3,601

		2014年 ネン		4,005

		2015年 ネン		4,136





		



水使用量

水使用量（水道水含む）




Graph1

		17.5		7.2		1.1		0.6

		17.5		7.2		1.4		0.9

		17.5		7.2		1.8		2.1

		17.5		7.2		2.2		2.2

		17.5		7.2		2.7		1.1

		17.5		7.2		2.1		1.1

		17.5		7.2		1		0.8

		17.5		7.2		1.4		0.9

		17.5		7.2		1.9		1.6

		17.5		7.2		2		0.9

		17.5		7.2		1.9		2

		17.5		7.2		0.6		0.9



BOD

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		6.1		8.3		7.23		7.5

		6.1		8.3		7.72		7.4

		6.1		8.3		7.46		7.3

		6.1		8.3		7.56		7.2

		6.1		8.3		7.56		7.4

		6.1		8.3		7.47		7.3

		6.1		8.3		7.28		7.4

		6.1		8.3		7.37		7.1

		6.1		8.3		7.34		7.3

		6.1		8.3		7.47		7.2

		6.1		8.3		7.34		7.3

		6.1		8.3		7.61		7.6



ｐＨ

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表
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(小山)規制基準値 ： 25.0mg/L以下      
(那須)規制基準値 ： 20.0mg/L以下      
(小山･那須)自主管理基準値 ： 17.5mg/L以下 
COD ： 海域及び湖沼の排出水に適用される 
      有機物の指標。数値が大きいほど有機 
      物が多い。 

(小山)規制基準値 ： 50mg/L以下 
(小山)自主管理基準値 ： 35mg/L以下 

(那須)規制基準値 ： 30mg/L以下 
(那須)自主管理基準値 ： 27mg/L以下 

SS ： 汚濁度の指標。水に溶けず浮遊している 
     懸濁物質。 

規制基準値 ： 5.0mg/L以下 
自主管理基準値 ： 3.5mg/L以下 
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 ： 排水中の油分量。 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

規制基準値 ： 3.0mg/L以下 
自主管理基準値 ： 1.5mg/L以下 
 

mg/L 

↓ 35((小山)自主管理値) 
↑ 17.5((小山･那須)自主管理値) 

↑ 3.5(自主管理値) 

↑1.5(自主管理値) 

環境マネジメントシステム 

環境負荷データ 

↓ 25.0((小山)規制基準値) ↓ 50((小山)規制基準値) 

↑ 5.0(規制基準値) ↑3.0(規制基準値) 

；小山測定結果 
；那須測定結果 

↓ 30((那須)規制基準値) 

↑ 27((那須)自主管理値) 

↓ 20.0((那須)規制基準値) 


Graph1

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05

		1.5		0.01		0.05



銅

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1

		3.5		0.2		1



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		35		27		2.4		1

		35		27		2.3		1

		35		27		2		2.6

		35		27		2		1

		35		27		2		1

		35		27		2		1

		35		27		2		1

		35		27		2		1

		35		27		6.2		1

		35		27		2		1

		35		27		2		1.2

		35		27		2		1



SS

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		17.5		2.8		0.8

		17.5		1.2		1.7

		17.5		1.7		1.9

		17.5		3.1		1.5

		17.5		4.3		1.1

		17.5		2.9		1.2

		17.5		3.7		1.3

		17.5		3.2		0.9

		17.5		3.2		1.4

		17.5		2.7		0.8

		17.5		2.3		1.1

		17.5		2.4		0.9



COD

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表
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↑1.4(自主管理値) 

↑1.5(自主管理値) 

mg/L mg/L 

mg/L 

規制基準値 ： 2.0mg/L以下 
自主管理基準値 ： 1.4mg/L以下 
 

規制基準値 ： 3.0mg/L以下 
自主管理基準値 ： 1.5mg/L以下 
 

規制基準値 ： 3,000個/㎝3以下 
自主管理基準値 ： 1,500個/ ㎝3以下 
 

個 

↑ 1,500(自主管理値) 

規制基準値 ： 100mg/L以下 
自主管理基準値 ： 70mg/L以下 
ｱﾝﾓﾆｱ等  ： ｱﾝﾓﾆｱ性窒素×0.4 
             +亜硝酸性窒素+硝酸性窒素 

↑ 70(自主管理値) 

環境マネジメントシステム 

環境負荷データ 

↑ 2.0(規制基準値) 
↑ 3.0(規制基準値) 

↑ 100(規制基準値) ↑ 3,000(規制基準値) 

；小山測定結果 
；那須測定結果 


Graph1

		1500		98		440

		1500		0		0

		1500		0		12

		1500		350		12

		1500		0		130

		1500		1		31

		1500		0		14

		1500		36		22

		1500		4		7

		1500		170		0

		1500		18		0

		1500		0		20



大腸菌

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		70		1.9		1.7

		70		1.3		2.5

		70		1.1		2.6

		70		3.4		1.8

		70		3.2		2.1

		70		0.75		2.4

		70		1.6		2.1

		70		1.6		3.2

		70		2		3.3

		70		2.9		3.2

		70		4.8		3

		70		3.1		2.1



アンモニア等

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		1.5		0.05		0.08

		1.5		0.04		0.38

		1.5		0.07		0.22

		1.5		0.03		0.31

		1.5		0.02		0.27

		1.5		0.03		0.56

		1.5		0.03		0.33

		1.5		0.03		0.15

		1.5		0.05		0.36

		1.5		0.02		0.28

		1.5		0.05		0.24

		1.5		0.04		0.17



鉄

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		1.4		0.03		0.05

		1.4		0.03		0.05

		1.4		0.03		0.05

		1.4		0.02		0.05

		1.4		0.03		0.05

		1.4		0.05		0.05

		1.4		0.02		0.05

		1.4		0.02		0.05

		1.4		0.1		0.05

		1.4		0.02		0.05

		1.4		0.11		0.05

		1.4		0.03		0.05



亜鉛

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



17 

↑ 0.03(自主管理値) 

↑ 7(自主管理値) 

↑ 4(自主管理値) 

mg/L mg/L 

mg/L 

規制基準値 ： 0.10mg/L以下 
自主管理基準値 ： 0.03mg/L以下 
 

規制基準値 ： 10mg/L以下 
自主管理基準値 ： 7mg/L以下 
 

規制基準値 ： 8mg/L以下 
自主管理基準値 ： 4mg/L以下 
 

カドミウム、全シアン、鉛、6価クロム、全クロム、 
砒素、トリクロロエチレン、ジクロロメタンの分析 
も行っていますが、不検出でした。 

環境マネジメントシステム 

環境負荷データ 

↑ 0.10(規制基準値) ↑ 8(規制基準値) 

↑ 10(規制基準値) 

；小山測定結果 
；那須測定結果 

※那須においては使用履歴がない為､測定なし。 
 


Graph1

		7		0.03		0.3

		7		0.02		0.3

		7		0.02		0.3

		7		0.03		0.3

		7		0.06		0.3

		7		0.02		0.3

		7		0.03		0.3

		7		0.03		0.3

		7		0.05		0.3

		7		0.04		0.3

		7		0.02		0.3

		7		0.03		0.3



ホウ素

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		4		0.37		0.2

		4		0.28		0.2

		4		0.2		0.2

		4		0.15		0.2

		4		0.62		0.2

		4		0.07		0.2

		4		0.5		0.2

		4		0.33		0.2

		4		0.39		0.2

		4		0.23		0.2

		4		0.6		0.2

		4		0.11		0.2



フッ素

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.23		7.5				17.5		7.2		1.1		0.6		17.5		2.8		0.8		35		27		2.4		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.72		7.4				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		1.2		1.7		35		27		2.3		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.46		7.3				17.5		7.2		1.8		2.1		17.5		1.7		1.9		35		27		2.0		2.6		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.56		7.2				17.5		7.2		2.2		2.2		17.5		3.1		1.5		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		2.7		1.1		17.5		4.3		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.47		7.3				17.5		7.2		2.1		1.1		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1		0.8		17.5		3.7		1.3		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.37		7.1				17.5		7.2		1.4		0.9		17.5		3.2		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		1.6		17.5		3.2		1.4		35		27		6.2		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.47		7.2				17.5		7.2		2		0.9		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.34		7.3				17.5		7.2		1.9		2.0		17.5		2.3		1.1		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.61		7.6				17.5		7.2		0.6		0.9		17.5		2.4		0.9		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.05		0.08		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		98		440		5.6		0.34

		２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.07		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		12		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.31		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		350		12		5.6		0.20

		５月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.27		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		130		5.6		0.79

		６月		1.4		0.05		0.05		1.5		0.03		0.56		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		1		31		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.33		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		14		5.6		0.30

		８月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.03		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		36		22		5.6		0.20

		９月		1.4		0.10		0.05		1.5		0.05		0.36		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		4		7		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.28		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		170		0		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.11		0.05		1.5		0.05		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		18		0		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.17		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		20		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１５年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.37		0.2		70		1.90		1.7

		２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.28		0.2		70		1.30		2.5

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.20		0.2		70		1.10		2.6

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.15		0.2		70		3.40		1.8

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.62		0.2		70		3.20		2.1

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.07		0.2		70		0.75		2.4

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.5		0.2		70		1.60		2.1

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.33		0.2		70		1.60		3.2

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.3		4		0.39		0.2		70		2.00		3.3

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.23		0.2		70		2.90		3.2

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.6		0.2		70		4.80		3.0

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.11		0.2		70		3.10		2.1

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表



		



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１５年水質環境測定実績管理表


Graph1

		0.03		0.0005

		0.03		0.0006

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005

		0.03		0.0005



ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		自主管理値 ジシュカンリチ		ＰＨ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＢＯＤ						自主管理値 ジシュカンリチ		ＣＯＤ				自主管理値 ジシュカンリチ				ＳＳ				自主管理値 ジシュカンリチ		n-ﾍｷｻﾝ抽出物 チュウシュツブツ				自主管理値 ジシュカンリチ		銅 ドウ

		１月 ガツ		6.1		8.3		7.39		7.5				17.5		7.2		4.2		3.1		17.5		3.8		3.7		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		２月		6.1		8.3		7.66		7.3				17.5		7.2		4.3		0.9		17.5		3.0		1.0		35		27		2.0		1.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		３月		6.1		8.3		7.30		7.4				17.5		7.2		5.8		2.2		17.5		2.9		2.4		35		27		2.0		2.4		3.5		0.22		1		1.5		0.01		0.05

		４月		6.1		8.3		7.49		7.3				17.5		7.2		1.5		1.4		17.5		2.1		0.9		35		27		2.0		2.2		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		５月		6.1		8.3		7.32		7.6				17.5		7.2		2.1		0.5		17.5		2.7		0.8		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		６月		6.1		8.3		7.53		7.3				17.5		7.2		3		1.5		17.5		3.4		1.6		35		27		2.0		1.0		3.5		0.3		1		1.5		0.01		0.05

		７月		6.1		8.3		6.39		7.3				17.5		7.2		1.3		1.6		17.5		2.9		1.2		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		８月		6.1		8.3		7.52		7.3				17.5		7.2		2.5		2.1		17.5		3.2		1.1		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		９月		6.1		8.3		7.28		7.4				17.5		7.2		1.1		1.4		17.5		1.8		1.0		35		27		2.0		1.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１０月		6.1		8.3		7.72		7.3				17.5		7.2		0.9		1.8		17.5		1.4		2.5		35		27		2.0		4.0		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１１月		6.1		8.3		7.56		7.4				17.5		7.2		3.3		0.5		17.5		2.7		1.4		35		27		2.0		3.4		3.5		0.2		1		1.5		0.01		0.05

		１２月		6.1		8.3		7.37		7.4				17.5		7.2		1.3		1.1		17.5		3.2		1.4		35		27		2.0		1.0		3.5		0.36		1		1.5		0.01		0.05

								小山 オヤマ		那須 ナス				小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス		小山管理値 オヤマカンリチ		那須管理値 ナスカンリチ		小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス

																																										小山事業所 オヤマジギョウショ

														　　

																																						　





PHBODCODSSNﾍｷｻﾝ銅

		



ｐＨ

月



亜鉛鉄ﾏﾝｶﾞﾝ全クロム大腸菌燐

		



BOD

月



カドミウム全ｼｱﾝ鉛六角ロム砒素ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		



COD

月



ﾃﾄﾗｸｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝﾎｳ素フッ素ｱﾝﾓﾆｱ

		



SS

月



		



ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

月



		



銅

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		亜鉛 アエン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉄 テツ				自主管理値 ジシュカンリチ		マンガン				自主管理値 ジシュカンリチ		全クロム ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		大腸菌数 ダイチョウキンスウ				自主管理値 ジシュカンリチ		燐 リン

		１月 ガツ		1.4		0.03		0.05		1.5		0.04		0.25		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		3		5.6		0.34

		２月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.04		0.32		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		8		0		5.6		0.32

		３月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.03		0.38		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		300		0		5.6		0.18

		４月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.04		0.15		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.20

		５月		1.4		0.08		0.05		1.5		0.05		0.22		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		3		5.6		0.79

		６月		1.4		0.04		0.05		1.5		0.03		0.19		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		22		5.6		0.21

		７月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.04		0.31		1.5		0.01				0.5		0.01				1500		0		2		5.6		0.30

		８月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.03		0.25		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		330		1		5.6		0.20

		９月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.04		0.18		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		0		0		5.6		0.20

		１０月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.04		0.45		1.5		0.05				0.5		0.01				1500		0		53		5.6		0.27

		１１月		1.4		0.02		0.05		1.5		0.02		0.24		1.5		0.03				0.5		0.01				1500		37		81		5.6		0.27

		１２月		1.4		0.03		0.05		1.5		0.02		0.29		1.5		0.02				0.5		0.01				1500		9		51		5.6		0.12

						小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス																小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，２

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



２０１４年水質環境測定実績管理表



		



亜鉛

月



		



鉄

月



		



マンガン

月



		



全クロム

月



		



大腸菌

月



		



燐

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		カドミウム				自主管理値 ジシュカンリチ		全シアン ゼン				自主管理値 ジシュカンリチ		鉛 ナマリ				自主管理値 ジシュカンリチ		六価クロム ロッカ				自主管理値 ジシュカンリチ		砒素 ヒソ				自主管理値 ジシュカンリチ		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

		１月 ガツ		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		３月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		４月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		５月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		６月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		７月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		８月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		９月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１０月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

		１１月		0.03		0.01		0.027		0.3		0.05		0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09		0.01		0.08		0.09		0.002		0.08

		１２月		0.03				0.027		0.3				0.27		0.03		0.01		0.027		0.03		0.01		0.027		0.09				0.08		0.09				0.08

																																										ＮＯ，３

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



1.5(自主管理値)

5.6(自主管理値)

２０１４年水質環境測定実績管理表



		



カドミウム

月



		



全シアン

月



		



鉛

月



		



六価クロム

月



		



砒素

月



		



ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

月



		月 ツキ		自主管理値 ジシュカンリチ		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				自主管理値 ジシュカンリチ		ホウ素 ホウソ				自主管理値 ジシュカンリチ		フッ素 フッソ				自主管理値 ジシュカンリチ		アンモニア等 トウ

		１月 ガツ		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.31		0.2		70		4.70		2.0

		２月		0.03		0.0006				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.4		4		0.43		0.2		70		4.50		1.6

		３月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.4		4		0.20		0.2		70		2.50		2.5

		４月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.32		0.2		70		2.60		1.7

		５月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.05		0.1		4		0.33		0.2		70		3.40		1.6

		６月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.04		0.3		4		0.28		0.2		70		3.40		2.9

		７月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.42		0.2		70		0.98		3.6

		８月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.30		0.2		70		1.00		4.1

		９月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.06		0.3		4		0.37		0.2		70		2.50		3.4

		１０月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.02		0.3		4		0.15		0.2		70		1.20		3.4

		１１月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.03		0.3		4		0.25		0.2		70		2.60		3.2

		１２月		0.03		0.0005				0.06		0.002		0.054		7		0.07		0.3		4		0.27		0.2		70		1.50		2.7

						小山 オヤマ												小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス				小山 オヤマ		那須 ナス										ＮＯ，４

																																						小山事業所 オヤマジギョウショ



0.03(自主管理値)

0.3(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.03(自主管理値)

0.09(自主管理値)

0.09(自主管理値)

２０１０年水質環境測定実績管理表
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月



		



ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

月



		



ホウ素

月



		



フッ素

月



		



アンモニア等

月



0.06(自主管理値)

２０１３年水質環境測定実績管理表
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 発電機：0.10 g/Nm3   発電機：0.09 g/Nm3 

  他  ：0.28 g/Nm3      他  ：0.14 g/Nm3 
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■大気測定結果 
当事業所内には、ばい煙発生施設があり、届出施設について、法で定められた周期で排ガス測定を

行っています。ばい煙発生施設の測定結果を示します。 

2015年硫黄酸化物（K値）測定結果グラフ 

硫黄酸化物（ＳＯＸ） ： ＳＯＸとは、二酸化硫黄、 

               三酸化硫黄などの硫黄 

               の酸化物の総称である。 
 

Ｋ値 ： 煙突の高さに応じて硫黄酸化物の許容 

      排出量を定める規制方式で、Ｋ値の値 

      が小さいほど厳しい基準となる。 

●;溶解保持炉廃ガス洗浄装置  ●;自家発電機  

環境マネジメントシステム 

環境負荷データ 

↑ K値 4.9(自主管理値) 

↑ K値 7.0(規制基準値) 

規制基準値 ： Ｋ値 7.0 

自主管理値 ： Ｋ値 4.9 

2015年窒素酸化物（NOx）測定結果グラフ 

2015年ばいじん測定結果グラフ 

↑0.28(規制基準値) 

単位：g/Nm3 

↑ 162(自主管理値) 

↑ 0.14(自主管理値) 

↓180(規制基準値) 

規制基準値      自主管理値 

 発電機：950ｐｐｍ  発電機：910ppm  

  他  ：180 ppm    他  ：162 ppm 

単位：ppm 

 910(自主管理値)↑ 

950(規制基準値)↓ 

0.09(自主管理値)↑ 

0.10(規制基準値)↓ 

(設備休止) 

(設備休止) (設備休止) 
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Sheet1

		Ｋ値 チ		自主管理値（Ｋ値） ジシュカンリチチ		ＴＣＡ		１，２号ＣＧ ゴウ		３号ＣＧ ゴウ		ｲｴﾛｰﾗｲﾝ

		１月		4.9								4.4

		２月		4.9								4.4

		３月 ガツ		4.9		0.01						4.4

		４月 ガツ		4.9		0.01						4.4

		５月 ガツ		4.9								4.4

		６月 ガツ		4.9		0.01						4.4

		７月		4.9								4.4

		８月 ガツ		4.9		0.01						4.4

		９月		4.9								4.4

		１０月 ガツ		4.9		0.01						4.4

		１１月		4.9								4.4

		１２月 ガツ		4.9		0.01						4.4

		窒素酸化物 チッソサンカブツ		２月 ガツ		８月 ガツ		自主管理値 ジシュカンリチ				ばいじん		２月 ガツ		８月 ガツ		自主管理値 ジシュカンリチ

		溶解保持炉 ヨウカイホジロ		130		41		162				溶解保持炉 ヨウカイホジロ		0.001		0.003		0.14

		１号均熱炉 ゴウキンネツロ						162				１号均熱炉 ゴウキンネツロ						0.14

		３号均熱炉 ゴウキンネツロ		26		18		162				３号均熱炉 ゴウキンネツロ		0.002		0.002		0.14

		５号均熱炉 ゴウキンネツロ		77		50		162				５号均熱炉 ゴウキンネツロ		0.002		0.002		0.14

		６号均熱炉 ゴウキンネツロ		47		36		162				６号均熱炉 ゴウキンネツロ		0.003		0.002		0.14

		形材２号焼入焼戻炉 カタザイゴウショウニュウヤモドロ		32		22		162				形材２号焼入焼戻炉 カタザイゴウショウニュウヤモドロ		0.002		0.002		0.14

		４号焼入兼焼鈍炉 ゴウヤイケンショウドンロ		100		89		162				４号焼入兼焼鈍炉 ゴウヤイケンショウドンロ		0.002		0.003		0.14

		連続式ダイス予熱炉 レンゾクシキヨネツロ		27		27		162				連続式ダイス予熱炉 レンゾクシキヨネツロ		0.004		0.004		0.14

		炉前集じん１号 ロマエシュウゴウ				45		162				炉前集じん１号 ロマエシュウゴウ				0.001		0.14

		炉前集じん２号・３号 ロマエシュウゴウゴウ		45		45		162				炉前集じん２号・３号 ロマエシュウゴウゴウ		0.001		0.001		0.14

		自家発電機 ジカハツデンキ				670		910				自家発電機 ジカハツデンキ				0.006		0.09
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■騒音振動測定結果 
敷地境界の騒音並びに振動について、年に２回自主測定を行って

います。 

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく基準を上回ること

はありませんでした。 

《 敷地境界騒音レベル最大値・平均値 》 

《 敷地境界振動レベル最大値・平均値 》 

：規制基準値（昼：75dB、夜：60dB）          ：自主管理基準値（終日：58dB） 

：規制基準値（昼：60dB、夜：55dB）         ：自主管理基準値（終日：53dB） 

環境マネジメントシステム 

環境負荷データ 

【周辺地域ごとに規制基準値があり、下記グラフには、最低規制基準値を表示しています】 
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４．労働安全衛生活動（労働安全衛生マネジメントシステム） 
                           （２００７年にOSHMS認定取得） 

４－１．小山事業所労働安全衛生方針 
基本理念 

  安全操業は、社会貢献企業を目指す当社の最重要テーマであります。  

 全員が協力して安全衛生活動を推進することにより、会社の発展と所内で 

 働く全ての人の幸せに貢献します。 

 

基本方針 

１）労働安全衛生マネジメントシステムを運用することにより、労働災害ゼロ 

  を目指した活動を推進します。 

２）労働安全衛生に係わる国、及び地方自治体が定めた法令、全社及び 

  小山事業所で定めた規程等を遵守します。 

３）「リスクアセスメント、ヒヤリハット、危険予知、相互注意運動」を通じて 

  安全衛生活動に取り組み、PDCAを廻して活動成果の継続的な維持 

  向上に努めるとともに、労働衛生・健康管理・職場における心の健康 

  づくりの推進に努めます。 

４）運用方法を文書化し、周知することにより、全員で労働安全衛生マネジ 

  メントシステムを適正に運用します。 

 

 行動規範  

    「手を出すな！止めろ！離れろ！安全確認！ヨシ！」 

 

労働安全マネジメントシステム 
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４－２．リスクの低減活動（リスクアセスメント） 
当事業所では、リスクアセスメントにより「危険源の特定」「リスクの見積もり・評価」
「許容されるリスクか否かの判定」「リスクの低減対策の実施」「リスクの再評価」を
行い、リスクの低減活動を行っています。 
 リスクの低減活動は、以下の段階で行います。 
 
１）設備の新設時の安全・環境審査 
  設備の新設や移設、改造を行う場合、設備の安全性、環境リスクについて 
  審査会を開催し、計画段階からリスクを極小化します。 
                                  2015年度実績：7件 

２）設備稼働前安全点検 
  新設設備や設備の改造後には設備の稼動前に安全点検を実施し、設備や 
  作業に関する不安定要素を職場に持ち込まないで、従業員の安全を確保 
  します。  
                                2015年度実績：25設備 
３）リスクアセスメント 
  昭和電工では災害が発生する前に安全な設備・作業を創る為、過去災害の 
  教訓をチェックリストとしてまとめ、潜在リスクを抽出する活動「創る安全」活動 
  を進めています。2015年の活動では、このチェックリストをリスクアセスメント 
  の際に災害の発生の可能性の見積り時に使用し、年間25件のリスクアセスメ 
  ントを実施しました。 
   
  

                                      

  設備稼働前安全点検風景 

労働安全マネジメントシステム 



22 

４－３．危険予知（ＫＹ）活動 

危険予知（ＫＹ）活動は、職場における「潜む危険要因」を把握し、解決する手
法ですが、当事業所では、以下の内容でＫＹ活動を実施しています。リスクア
セスメントでリスク低減措置を講じてもなお残る残存リスクの回避に有効です。 

チームで危険箇所抽出し、指差し呼称 
「○○ヨシ！」 作業場でのＫＹＴの模様 

労働安全マネジメントシステム 

１）ヒヤリハット                     
幸い災害や事故には至らなかったが、ヒヤリ・ハットした事例を従業員が報告
し、現地を確認した上で改善しています。                      

２）危険予知                      
設備の状況や作業中に、災害や事故につながる可能性のあった事例を従業
員が報告し、現地を確認した上で改善しています。          

３）相互注意運動                     
従業員が自分では気付かない危険な行動を、お互い注意し合う活動です。                   

４）危険予知トレーニング（ＫＹＴ）                     
職場や作業の状態を描いたイラストシートを使って、危険に対する感受性を高
め、危険のポイントを絞り込み、指差し呼称をして集中力を高め、事故・災害を
防止する訓練を各職場にて作業前に実施し、労働災害の撲滅に各人が努め
ています。                   
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労働災害の発生は、減少傾向にありますが、一方では、身近に災害を体験する機

会が減少し、「何が危険か、どうなれば危険か」を直感的に把握しにくい環境になっ

てきています。これらの問題に対応すべく、当事業所では、工場内に危険体感訓練

室を設け、「滑り・つまずき」や「挟まれ・巻き込まれ」等を体感できる設備を５台新設

しました。設置した設備を実際に使用して災害を疑似体験することにより、従業員の

危険感受性の向上を図る危険体感訓練を実施しています。2015年は587人の従業

員が受講しました。 

４－４．危険体感訓練 

エアシリンダー残圧挟まれ危険体感 高速回転巻き込まれ危険体感 

滑り・つまずき危険体感 チェーン・Ｖベルト挟まれ危険体感 

労働安全マネジメントシステム 
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 ４－５．労働衛生・健康管理活動  
１）作業環境の改善 
 当事業所には、騒音職場や有機溶剤を取り扱う職場があります。適正な作業環 
 境を確保するため、作業環境を定期的に測定して作業環境管理区分を明確に 
 し、管理区分ごとの保護具の着用の徹底や、環境の維持・改善に努めています。 
 
２）健康管理 
 ・１回/月、生活習慣病予防、こころの健康づくり、生活習慣の改善等の健康支援 
  情報を発信し、従業員の健康をサポートしました。 
 
 ・従業員の健康推進活動の一環として、「ウォーキングの良さを、体験を通して味 
  わっていただくこと」を目的に毎年開催されております、ＴＨＰ推進協議会主催体 
  験ウォーキングに３２名参加しました。 

労働安全マネジメントシステム 

労働安全衛生法の改正により、平成２７年１２月１日に事業者による労働者への 
ストレスチェックの実施が義務化されました。そこで、当事業所では、管理監督者
を対象にストレスチェック制度の概要や管理監督者としての対応を中心に研修会
を開催しました。 
 

３）心の健康づくり 
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４－６．交通災害防止活動 

４－７．受動喫煙講演会 

４）特定保健指導 
・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満 
（メタボリックシンドローム）に着目し、糖尿

病等の生活習慣病の予防を目的とし、そ

の要因となっている生活習慣を改善するた

めの保健指導を行いました。 
 
特定保健指導については、厚生労働省省

令によって対象者の選定方法、指導内容

が規定されており、その手順に沿った指導

方法によって実施しました。 

従業員に対して駐車場での交通マナーや 
シートベルトの着用指導、小山警察署交通 
総務課長殿による講演会を開催するなど、 
交通災害防止に取り組んでいます。 
 

労働安全衛生法の改正により、受動喫煙

防止措置が努力義務になった事を受け、

喫煙所の改善、対策を適切に進めていく

為に、主に喫煙と受動喫煙の有害性や受

動喫煙防止措置の内容、改善の具体例

について塩尻事業所 松澤産業医による

講演会を開催しました。 
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生産現場において重要視される設備保全の基礎を学び、その中核となる人材
の育成を目的とし、定期的に開催しています。 

４－８．保全基礎技能教育 

バーナーで熱せられた鋼材が温度変化とともに 
どの位伸びるのか？の確認実験を行いました。 
自分たちの設備に置き換えて考えてもらいます。 

１）保全基礎技能教育 

エアシリンダーの分解実習 チェーンのたるみ量調整 
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無災害記録証は、厚生労働省が一定期間労働災害（休業災害）を発生させることのな

かった事業場に対して授与するものです。小山事業所においては2011年11月より

2015年12月までの881日、555万時間無災害により認定されました。 

４－１０．無災害記録証 

今日までの安全衛生活動が今回の 
受賞に結びつきました。 
今後も、安全活動を継続してまいり 
ます。 
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2015災害実績

																								小山事業所  2015年度労働災害実績 オヤマジギョウショ

																																																																						2015"年"12"月"8"日"

																																																																						総務部環境安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ ソウムブカンキョウアンゼン

				※労働災害の定義： ロウドウサイガイテイギ										１．休業災害 キュウギョウサイガイ								1日以上の休業が必要な災害 ニチイジョウキュウギョウヒツヨウサイガイ

														２．不休災害 フキュウサイガイ								休業が不要で、通院による継続加療が必要 キュウギョウフヨウツウインケイゾクカリョウヒツヨウ

														３．微傷災害 ビショウサイガイ								治療を行った災害のうち、休業・不休以外（喜多方（事）は、軽微・極微に分類） チリョウオコナサイガイキュウギョウフキュウイガイキタカタジケイビゴクビブンルイ																																																								※2012年度より熱交換器事業部除外 ネンドネツコウカンキジギョウブジョガイ

				災害件数 サイガイケンスウ																																								2015年度						災害区分と被災者区分 サイガイクブンヒサイシャクブン

												2015年度 ネンド						2014年度 ネンド						2013年度 ネンド						2012年度 ネンド						2011年度 ネンド																休業災害 キュウギョウサイガイ						不休災害 フキュウサイガイ						微傷災害 ビショウサイガイ

				従業員 ジュウギョウイン										1		件 ケン				3		件 ケン				1		件 ケン				2		件 ケン				4		件 ケン				従業員 ジュウギョウイン												件 ケン				1		件 ケン						件 ケン

				製造派遣社員 セイゾウハケンシャイン										1		件 ケン				1		件 ケン						件 ケン				1		件 ケン						件 ケン				製造派遣社員 セイゾウハケンシャイン												件 ケン						件 ケン				1		件 ケン

				請負協力会社 ウケオイキョウリョクカイシャ										1		件 ケン						件 ケン						件 ケン						件 ケン				2		件 ケン				請負協力会社 ウケオイキョウリョクカイシャ												件 ケン				1		件 ケン						件 ケン

				工事業者 コウジギョウシャ												件 ケン						件 ケン						件 ケン						件 ケン						件 ケン				工事業者 コウジギョウシャ												件 ケン						件 ケン						件 ケン

				　　計 ケイ										3		件 ケン				4		件 ケン				1		件 ケン				3		件 ケン				6		件 ケン				　　計 ケイ										0		件 ケン				2		件 ケン				1		件 ケン

				災害の型 サイガイカタ																		職場別 ショクバベツ

				1		墜落・転落 ツイラクテンラク												件 ケン				鋳造 チュウゾウ						1		件 ケン

				2		転倒 テントウ										2		件 ケン				押出 オシダシ						1		件 ケン

				3		激突 ゲキトツ												件 ケン				小山ＯＡ課 オヤマカ								件 ケン

				4		飛来･落下 ヒライラッカ												件 ケン				那須ＯＡ課 ナスカ								件 ケン

				5		崩壊・倒壊 ホウカイトウカイ												件 ケン				ダイス								件 ケン

				6		激突され ゲキトツ												件 ケン				加工課 カコウカ								件 ケン																																																								＜元ﾃﾞｰﾀ＞ モト

				7		挟まれ巻込まれ ハサマコ												件 ケン				冷却器 レイキャクキ								件 ケン																																																								（休業・不休・微傷） キュウギョウフキュウビショウ

				8		切れこすれ キ												件 ケン				電産機 デンサンキ								件 ケン																																																								3		11年 ネン		12年 ネン		13年 ネン		14年 ネン		15年 ネン

				9		踏み抜き フヌ												件 ケン				技術統括 ギジュツトウカツ								件 ケン																																																								休業 キュウギョウ

				10		溺れ オボ												件 ケン				工機部 コウキブ								件 ケン																																																								不休 フキュウ				1						2

				11		火傷（高低温） ヤケドコウテイオン										1		件 ケン				工機保全課 コウキホゼンカ								件 ケン																																																								微傷 ビショウ		6		2		1		4		1

				12		有害物質の接触 ユウガイブッシツセッショク												件 ケン				品質保証 ヒンシツホショウ								件 ケン																																																								計 ケイ		6		3		1		4		3		17

				13		感電 カンデン												件 ケン				SCMｾﾝﾀｰ								件 ケン

				14		爆発 バクハツ												件 ケン				SAS						1		件 ケン

				15		破裂 ハレツ												件 ケン				工事業者 コウジギョウシャ								件 ケン						出退勤時の交通災害　　(届出があった件数)　　 コウツウサイガイトドケデケンスウ

				16		火災 カサイ												件 ケン						合計 ゴウケイ				3		件 ケン												2015年度 ネンド						2014年度 ネンド						2013年度 ネンド						2012年度 ネンド						2011年度 ネンド

				17		車両交通事故 シャリョウコウツウジコ												件 ケン																		従業員(派遣含） ジュウギョウインハケンフク								13		(2)				11		(1)				8						3		(3)				6

				18		公共交通事故 コウキョウコウツウジコ												件 ケン																		協力会社 キョウリョクカイシャ														1												3		(1)

				19		反動・無理な動作 ハンドウムリドウサ												件 ケン																		　　計 ケイ								13		（2）				12		（1）				8						6		(4)				6		（0）

				20		その他 タ												件 ケン																		単位：件 タンイケン						( )		・・・休業事故で内数 キュウギョウジコウチカズ

				合　計 ゴウケイ												3		件 ケン



【2015年目標】
休業・不休　ゼロ
微傷　2件　以下



2015災害実績

		



休業

不休

微傷

計

件
数

小山事業所 〔休業・不休・微傷〕



災害内容

				２０１５年　小山事業所労災実績まとめ ネンオヤマジギョウジョロウワザワジッセキ

																																																										2015"年"12"月"10"日"

																																																																				総務部環境安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ ソウムブカンキョウアンゼン

						選択 センタク																																				※2012年度より熱交換器事業部除外 ネンドネツコウカンキジギョウブジョガイ

				分類 ブンルイ				月 ゲツ		昼 ヒル								従業員 ジュウギョウイン		　　　　　～１年未満 ネンミマン				休業災害 キュウギョウサイガイ				墜落・転落 ツイラクテンラク		定常作業 テイジョウサギョウ		段取替中 ダンドカチュウ

								火 ヒ		夜 ヨル								準社員		１年以上～２年未満 ネンイジョウネンミマン				不休災害 フキュウサイガイ				転倒 テントウ		非定常作業 ヒテイジョウサギョウ		ﾒﾝﾃ作業中 サギョウチュウ

								水										製造派遣 ハケン		２年以上～３年未満 ネンイジョウネンミマン				微傷災害 ビショウサイガイ				激突 ゲキトツ		その他 タ		清掃中 セイソウチュウ

								木										製造請負 ウケオイ		３年以上～５年未満 ネンイジョウネンミマン								飛来･落下 ヒライラッカ				ﾁｮｺ停復元・復帰
（品質、設備） テイフクゲンフッキヒンシツセツビ

								金										協力会社（派遣） ハケン		５年以上～１０年未満 ネンイジョウネンミマン								崩壊・倒壊 ホウカイトウカイ				その他 タ

								土										工事業者 コウジギョウシャ		１０年以上～２０年未満 ネンイジョウネンミマン								激突され ゲキトツ

								日												２０年以上 ネンイジョウ								挟まれ巻込まれ ハサマコ

																												切れこすれ キ

																												踏み抜き フヌ

																												溺れ オボ

																												火傷（高低温） ヤケドコウテイオン

																												有害物質の接触 ユウガイブッシツセッショク

																												感電 カンデン

																												爆発 バクハツ

																												破裂 ハレツ

																												火災 カサイ

																												車両交通事故 シャリョウコウツウジコ

																												公共交通事故 コウキョウコウツウジコ

																												反動・無理な動作 ハンドウムリドウサ

																												その他 タ

				（2014年12月16日～2015年12月15日）

								選択 センタク		選択 センタク								選択 センタク		選択 センタク				選択 センタク				選択 センタク		選択 センタク		選択 センタク

				No.		　月・日 ツキヒ		曜日 ヨウビ		勤務 キンム		時間 ジカン		災害発生場所 サイガイハッセイバショ		所属 ショゾク		被災者 ヒサイシャ		経験年数  ケイケンネンスウ		(詳細） ショウサイ		災害 サイガイ		負傷部位・程度 フショウブイテイド		災害の型 サイガイカタ		作業、設備の状態 サギョウセツビジョウタイ		非定常なら入力 ヒテイジョウニュウリョク		状　　　　　　　況 ジョウキョウ

				1		41,990		水		昼 ヒル		16:40		ML工場　　　　　　2号連鋳機 コウジョウゴウレンチュウキ		鋳造課 チュウゾウカ		従業員 ジュウギョウイン		　　　　　～１年未満 ネンミマン		4ヶ月 ツキ		不休災害 フキュウサイガイ		右手の平及び　　　　左手の甲火傷 ミギテヒラオヨヒダリテコウヤケド		火傷（高低温） ヤケドコウテイオン		定常作業 テイジョウサギョウ				モールドに刷毛でグリスを垂らす作業中、右足が滑りバランスを崩して溶湯アルミが流れている主樋に右手が入り、また左手にも溶湯が跳ねて両手を火傷。

				2		42,028		土		夜 ヨル		22:00		Ｅ2工場　　　　　　1800ｔ‐3号　　　　　ﾌﾟﾚｽ後面 コウジョウゴウコウメン		押出課 オデカ		製造派遣 ハケン		１年以上～２年未満 ネンイジョウネンミマン		1ヶ月 ツキ		微傷災害 ビショウサイガイ		右足 ミギアシ		転倒 テントウ		定常作業 テイジョウサギョウ				被災者は次製品の切断準備の為、押出機側へ製造指図書を取りにいった。戻りの際、階段を使ってＳＣテーブル上を横断した。下りの最後のステップをかかとで踏み、左足を出したと同時に右足を滑らせ右足から床に着地した。その際右足首靱帯を損傷した。被災時には、左手に製造指図書を持ち、手摺の上に手を添えていたが、掴んではいなかった。右側はテーブルへの侵入経路となる為、手摺は無かった。 ヒサイシャツギセイヒンセツダンジュンビタメオシダキガワセイゾウサシズショトモドサイカイダンツカウエオウダンクダサイゴフヒダリアシダドウジミギアシスベミギアシユカチャクチサイミギアシクビジンタイソンショウヒサイジヒダリテセイゾウサシズショモテスリウエテソツカミギガワシンニュウケイロタメテスリナ

				3		42,223		金		昼 ヒル		12:15		Ｅ3工場　　　　　　3600ｔﾌﾟﾚｽ　　　後面切断機　　返り材置場 コウジョウコウメンセツダンキカエザイオキバ		SAS		製造請負 ウケオイ		２０年以上 ネンイジョウ		39年 ネン		不休災害 フキュウサイガイ		右橈骨頭骨折 ミギトウコツアタマコッセツ		転倒 テントウ		その他 タ				被災者は、昼休憩時にトイレに行き、自職場休憩所に戻ろうと作業区画内の通路を歩行していた。返り材置場の脇を歩行中、前方に置いてる検査上がり品（梱包可能品）の状況を気にしていた。被災者は返り材鉄枠（4ｍ）からはみ出ていた形材に気が付かずに躓き、前のめりに両手を付いて転倒し負傷した。 ヒサイシャヒルキュウケイジイジショクバキュウケイジョモドサギョウクカクナイツウロホコウカエザイオキバワキホコウチュウゼンポウオケンサアヒンコンポウカノウヒンジョウキョウキヒサイシャカエザイテツワクデカタザイキツツマヅマエリョウテツテントウフショウ

				4

																		重大ヒヤリハット ジュウダイ

				（2014年12月16日～2015年12月15日）

				No.		　月・日 ツキヒ		曜日 ヨウビ		勤務 キンム		時間 ジカン		事業所 ジギョウショ		場所 バショ		被災者 ヒサイシャ		経験年数 ケイケンネンスウ		(詳細） ショウサイ		災害 サイガイ		負傷部位・程度 フショウブイテイド		災害の型 サイガイカタ		作業、設備の状態 サギョウセツビジョウタイ		非定常なら入力 ヒテイジョウニュウリョク		状　　　　　　　況 ジョウキョウ

				1		42,037		月 ゲツ		昼 ヒル		16:20				E1工場2350ｔ　　　　　　　　　後面切断機　　　　　　返り材置場 コウジョウコウメンセツダンキカエザイオバ		製造派遣 ハケン		　　　　　～１年未満 ネンミマン		3ヶ月 ツキ		重大ﾋﾔﾘ ジュウダイ		両足大腿打撲 リョウアシダイタイダボク		転倒 テントウ		定常作業 テイジョウサギョウ				返り材を結束する為、台車をﾌｫｰｸﾘﾌﾄが入れる場所まで移動させようとして、台車の上部を持って押したところ、台車が反時計回りに180度回転し、その状態から台車を引いたところ、台車が倒れて台車と床の間に挟まれた。 カエザイケッソクタメダイシャハイバショイドウダイシャジョウブモオダイシャハントケイマワドカイテンジョウタイダイシャヒダイシャタオダイシャユカアイダハサ

				2		42,054		木		昼 ヒル		17:37				HE1工場　　　　　　　　ｵｲﾙｸｰﾗｰ　　　　　部品加工ｴﾘｱ コウジョウブヒンカコウ		準社員		２年以上～３年未満 ネンイジョウネンミマン		2年　　　7ヶ月 ネンツキ		重大ﾋﾔﾘ ジュウダイ		右手甲　打撲 ミギテコウダボク		挟まれ巻込まれ ハサマコ		定常作業 テイジョウサギョウ				ｲﾝﾅｰﾊﾞｰでの切断作業終了後幅替えを開始し、終了したので幅ｶﾞｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙを引っ張って確認した。その際、誤ってながらｽｲｯﾁに腕が触れてしまい、ﾜｰｸ押さえｼﾘﾝﾀﾞｰが下降し手を挟んだ。 セツダンサギョウシュウリョウゴハバカカイシシュウリョウハバヒパカクニンサイアヤマウデフオカコウテハサ

				3		42,097		金		昼 ヒル		14:00				HE2工場　　　　　　　　ｽｶｲﾌﾞ職場　　　　　1号切断機　 コウジョウショクバゴウセツダンキ		製造派遣 ハケン		　　　　　～１年未満 ネンミマン		2ヶ月 ツキ		重大ﾋﾔﾘ ジュウダイ		左手中指先端　　　　　　　　　切創 ヒダリテナカユビセンタンセッソウ		切れこすれ キ		定常作業 テイジョウサギョウ				ｽｶｲﾌﾞ1号切断機にて切断作業中、長尺品の最終ｶｯﾄが終了し、鋸刃前進限の位置で製品を専用治具にて取出した。その後ﾊﾝﾄﾞﾙを持ち替え、鋸刃を後退させながら左手で端材を引き出そうとしてｶﾊﾞｰ内に手を出したところ、回転中の鋸刃に触れてしまい、左手中指先端を切創した。 ゴウセツダンキセツダンサギョウチュウチョウジャクヒンサイシュウシュウリョウノコバゼンシンゲンイチセイヒンセンヨウジグトリダゴモカノコバコウタイヒダリテヲヒキダソウトシテナイテダカイテンチュウノコバフヒダリテナカユビセンタンセッソウ

				4		42,226		月 ゲツ		昼 ヒル		14:00				E1工場7000ｔ　　　　　　　　　後面切断機　　　　　　返り材置場 コウジョウコウメンセツダンキカエザイオバ		工事業者 コウジギョウシャ				―		重大ﾋﾔﾘ ジュウダイ		―		その他 タ		非定常作業 ヒテイジョウサギョウ		その他 タ		測定業者がばい煙測定を行なう為、排気ﾀﾞｸﾄの測定口に、耐熱材を巻いた測定器具を差し込んで固定し測定作業に入った。測定業者は測定状態が安定したため、現場を離れた。およそ30分経過した頃、測定口付近から煙が発生しているのをｵﾍﾟﾚｰﾀｰが発見した。 ソクテイギョウシャケムリソクテイオコタメハイキソクテイクチタイネツザイマソクテイキグサココテイソクテイサギョウハイ

				5		42,346		火 ヒ		昼 ヒル						1号線旧押出事務所付近 ゴウセンキュウオシダジムショフキン		工事業者 コウジギョウシャ						重大ﾋﾔﾘ ジュウダイ		―		その他 タ		非定常作業 ヒテイジョウサギョウ		その他 タ		旧押出事務所入り口前にあった駐輪場をE1工場へ移設する為、前日より掘り起し作業を行なっていた。支柱を掘り終えたので支柱をユニック車の荷台に積み込み、運転を始めた時、ユニック車のブームを伸びたまま走行してしまい、ブームが通信用ファイバーさせてしまった。（地面よりケーブルまでの高さ約4.5ｍ） キュウオシダジムショイクチマエチュウリンジョウコウジョウ

																		製造派遣 ハケン		速報書は協力会社区分 ソクホウショキョウリョクカイシャクブン

																		製造請負 ウケオイ

																		協力会社（派遣） ハケン

																		工事業者 コウジギョウシャ





発生傾向まとめ

		

				2015年度小山事業部門災害発生傾向まとめ ネンドオヤマジギョウブモンサイガイハッセイケイコウ

																																																												12/10/15				総務部環境安全G ソウムブカンキョウアンゼン

				発生曜日 ハッセイヨウビ

				月曜日 ガツヨウビ		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日		土曜日		日曜日		3.0																																				作業、設備の状態　								発生比率 ハッセイヒリツ

		件数 ケンスウ		0		0		1		0		1		1		0																																						定常作業 テイジョウサギョウ		非定常作業 ヒテイジョウサギョウ		その他 タ		計 ケイ		定常作業 テイジョウサギョウ		非定常作業 ヒテイジョウサギョウ		その他 タ

		比率％ ヒリツ		0		0		33		0		33		33		0																																						2		0		0		2.0		100		0		0

				発生昼夜 ハッセイヒルヨル								発生比率％ ハッセイヒリツ																																										非定常作業内訳 ウチワケ				0

				昼 ヒル		夜 ヨル		N				昼 ヒル		夜 ヨル																																								段取替中 ダンドカチュウ		ﾒﾝﾃ作業中 サギョウチュウ		清掃中 セイソウチュウ		ﾁｮｺ停復元・復帰
（品質、設備） テイフクゲンフッキヒンシツセツビ		その他 タ

				2		1		3				66.7		33.3																																								0		0		0		0		0

																																																				比率 ヒリツ		0		0		0		0		0

				被災者区分 ヒサイシャクブン

				従業員 ジュウギョウイン		準社員		製造派遣 ハケン		製造請負 ウケオイ		協力会社（派遣） ハケン		工事業者 コウジギョウシャ		3.0

		件数 ケンスウ		1		0		1		1		0		0

		比率％ ヒリツ		33		0		33		33		0		0

				経験年数 ケイケンネンスウ

				　　　　　～１年未満 ネンミマン		１年以上～２年未満 ネンイジョウネンミマン		２年以上～３年未満 ネンイジョウネンミマン		３年以上～５年未満 ネンイジョウネンミマン		５年以上～１０年未満 ネンイジョウネンミマン		１０年以上～２０年未満 ネンイジョウネンミマン		２０年以上 ネンイジョウ		3.0

		件数 ケンスウ		1		1		0		0		0		0		1

		比率％ ヒリツ		33		33		0		0		0		0		33

				災害

				休業災害 キュウギョウサイガイ		不休災害 フキュウサイガイ		微傷災害 ビショウサイガイ		3.0

				0		2		1

				災害の型		N-		3.0

				墜落・転落 ツイラクテンラク		転倒 テントウ		激突 ゲキトツ		飛来･落下 ヒライラッカ		崩壊・倒壊 ホウカイトウカイ		激突され ゲキトツ		挟まれ巻込まれ ハサマコ		切れこすれ キ		踏み抜き フヌ		溺れ オボ		火傷（高低温） ヤケドコウテイオン		有害物質の接触 ユウガイブッシツセッショク		感電 カンデン		爆発 バクハツ		破裂 ハレツ		火災 カサイ		車両交通事故 シャリョウコウツウジコ		公共交通事故 コウキョウコウツウジコ		反動・無理な動作 ハンドウムリドウサ		その他 タ

		件数 ケンスウ		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		比率％ ヒリツ		0		67		0		0		0		0		0		0		0		0		33		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				墜落・転落		有害物質の接触 ユウガイブッシツセッショク		激突され ゲキトツ		挟まれ巻込まれ		切れこすれ キ		飛来･落下 ヒライラッカ		転倒 テントウ		反動・無理な動作 ハンドウムリドウサ		激突 ゲキトツ		火傷（高低温） ヤケドコウテイオン

		件数 ケンスウ		0		0		0		0		0		0		2		0		0		1		3.0

		比率％ ヒリツ		0		0		0		0		0		0		67		0		0		33

				災害発生部位 サイガイハッセイブイ																1		1

																				2		1

																				3		1

																				4		1

																				5		1

																				6		1

																				7		1

																				8		1

																				9		1

																				10		1

																				11		1

																				12		1

																				13		1

																				14		1

																				15		1

																				16		1

																				17		1

																				18		1

																				19		1

																				20		1

																				21		1

																				22		1

																				23		1
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激突され

有害物質の接触

墜落・転落

災害の型比率％



		



＜参考資料＞
一般的に、
利き手が右、利き目が右（割合７４％）
利き手が左、利き目が左（割合１６％）
利き手が右、利き目が左（割合８％）
利き手が左、利き目が右（割合２％）

件数

比率％

件数

発生比率

被災者経験年数

入社もしくは配置変更等で
勤続年数1年未満者が7割を占める

作業、設備の状態（発生比率％）

非定常作業内訳比率（％）



		



災害発生時間
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社会貢献 

■渡良瀬遊水地クリーン作戦 

2015年4月18日に小山市役所 環境課、 
利根川上流河川利用者協議会主催の 
渡良瀬遊水地クリーン作戦に参加しました。 

 

■おやまｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2015会場清掃 

2015年7月27日に小山市役所 環境課、 
小山サマーフェスティバル実行委員会主催 
の小山サマーフェスティバル会場清掃に参 
加しました。 

■事業所周辺一斉清掃実施 

２回／年（5月､10月）小山事業所周辺の 

一斉清掃を実施しました。 

全従業員を対象とし、5月は117名、 

10月は109名で行いました。 

５．社会貢献 

■ふるさと清掃運動会 

2015年10月18日に小山市役所環境課 
主催の清掃運動会に参加しました。 

渡良瀬遊水地ｸﾘｰﾝ作戦 

事業所東側周辺 

事業所南側周辺 
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社会貢献 

■アルミ缶リサイクル活動 

当事業所では、全従業員がアルミ缶リサイクル活動を行っています。 

    
    回収により得られた収益金は 
     「小山市社会福祉協議会」 
     （会長、大久保市長）へ寄付 
     しました。 
 

■オープンファクトリー開催 

2015年8月26日、27日に従業員家族を対象に、また12月8日には三自治会（犬塚､

土塔１、２）の役員の皆様を対象に、押出製造ライン、廃水処理設備等を見ていた

だく工場見学会を開催しました。 
 

〈来場者数〉 

  従業員家族 ５４名 

  自治会役員 １２名 

2015年7月13日 
小山市役所市長室にて 

製造統括部にて説明 
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■障がい者雇用の取り組み  

当事業所では、経営方針の一つである「ダイバーシティの推進」の立場から、障がいの 

特性を積極的に勉強し理解を深め、障がい者に対する職場の意識を個人レベルで高 

めるなど職場環境の改善を行っています。 

また、他の事業所との情報交換を通じて、障がい者雇用の拡大に取り組んでいます。 

 

社会貢献 

■インターンシップの受け入れ 
近隣地域の学校からのインターンシップ等を積極的に受け入れ、製造工程の見学や

作業を経験していただきました。 
      【２０１５年受入実績】 
        ６月１７日      小山市立小山第三中学校 １年生２３名 
        ７月２８～８月７日 茨城大学大学院 １年生１名 
        ８月１７～３１日   近畿大学大学院 １年生１名 

大学生インターンシップ 小山第三中学校 工場見学 

※民間企業の法定 雇用率2.0%以上 （2015年度） 



      昭和電工株式会社 小山事業所 
         2016年 サイトレポート 
         発行年月 2016年6月 
 
   本レポートの内容に関するお問い合わせ 
 
  昭和電工株式会社 小山事業所 
   環境安全グループ 
   〒323－8678 栃木県小山市犬塚1-480 
   TEL 0285-30-1226 FAX 0285-30-1282 
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