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  私たちは「EV・HV用電池事業を通じて、環境・エネルギー領域で社会に貢献する」と 

いう企業理念のもと、車載用2次電池の生産を通じて環境車の拡大に貢献しています。生産 

台数は2018年7月に累計1,300万台を達成致しました。主要顧客であるトヨタ自動車様の 

HV車販売も1,000万台（2017年1月）を超え同等クラスのガソリン車に比べ約7,700万 

トンのCO2削減に繋がったと試算されています。（トヨタ自動車（株）環境報告書2017） 

  その一方で電池の生産過程においてCO2や廃棄物を排出しています。当社はオールトヨタ

環境取り組みプランに基づき年度目標を設定し、CO2や廃棄物の削減を行っております。また

今後新設する工場については、トヨタ環境チャレンジ2050の“工場CO2ゼロチャレンジ” 

目標に沿って、2020年は基準年に比べCO2原単位で半減、2030年には1/3化を目指して 

取組みを進めております。 

  以上のように当社は様々な環境取り組みを通じて、広く社会から信用、信頼され、明るい 

未来を構築できるよう全社一丸となって邁進してまいりますので、今後ともご支援、ご鞭撻を 

お願い致します。 

プライムアースＥＶエナジー株式会社 
取締役副社長（統括環境管理責任者） 

 片桐 秀典 １ 

１．ご挨拶 

私たちの思い 
「環境に優しい製品をつくる当社は、 
 環境に優しい工場造り、人づくりを 
 進めています」 



  当社は、ＥＶ電池事業を通じて広く世界に製品を供給し、地球環境の維持向上 

と新しい未来の創造に努め、社会の皆様から愛される企業を目指すという基本理念のもと 

環境に優しい３つの活動を行っています。 

２．環境方針 

１．ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを推進し、適切な評価と 

  見直しを行うことにより、環境保全・改善活動を効果的、継続的に実践する。 

２．関係法令、協定、規制および関連する要求事項を法令順守するとともに、 

  さらに必要に応じて自主規制を制定し、環境保全の質的な向上を図る。 

３．CO₂・廃棄物の削減、部品の再利用化、リサイクルなど、ゼロエミッション 

  に向けた技術開発に取り組み、環境と経済の両立を実現する。 

４．商品に、あるいは事業活動に伴って使用する、原材料、部品または 

  物質の環境に及ぼす影響を的確に把握し、環境汚染の監視と予防に注力する。 

５．全従業員に環境教育を実施し、環境に対する自覚と責任を促す。 

６．社内外から見える環境保全活動を実施する。 

２ 

環境方針 

①環境に優しい製品づくり ②環境に優しい工場運営 ③地域に優しい行動 

ＰＥＶＥアリーナ「結」 

自動車メーカー 

リサイクル（３Ｒ） 

車輌用バッテリー 
性能の向上 

ハイブリット車 
ＣＯ２排出量の削減 

地域の清掃活動 

ふれあいフェスタ 

森林の復元/希少動植物の保護 

・環境法令の順守 
・CO2、廃棄物の削減 
・工場緑化 

エコドライブ 

・地域の方とのふれあい ・電池性能の向上による 
 CO2排出量の削減 
 希少資源の使用量削減 



３．環境目的・目標（2017年度）  

（１）環境法令の順守 

（２）CO2排出量の削減 

大村SJ・脇SJ 

脇SJ 

項 目 目標 プロセス目標 

 

①環境異常・苦情※１  

 

 

 

②環境ヒヤリ※２ 

 

③届け出漏れ  

 

0件 

 
 

 

0件 

 

0件 

 

① ・建設工事に伴う異常・苦情ゼロの取組 

  ・構内運搬作業のリスクアセスによる評価と対策 

  ・役員、工場長による環境リスク設備点検（各工場２回/年） 

  ・緊急事態訓練（各工場１回/年以上） 

② ・環境教育（新入・転入社員、工事業者など）の継続 

  ・構内乗り入れ車両からの油漏れチェック（各工場２回/年） 

③ ・業務カレンダーに基づき環境法令の確実な届出実施 

※２・・・環境ヒヤリとは 
     環境異常・苦情を発生させない為に、環境事故にならないような 
     構内の油漏れ等の発生についても発生抑制の対象としている 

項 目 目標 プロセス目標 

 

①ＣＯ２削減活動  

 

 

②CO2台辺り原単位※４ 

（参考） 

 ｵｰﾙﾄﾖﾀ第6次環境取組ﾌﾟﾗﾝ 

 ※5 

 原単位  72.74kg/台 

 

▲1,500 

t/年 

 

66.7 

㎏/台 

 

① ・'17ECO-PLANの確実な推進とフォロー※３ 

  ・省エネ推進会議の開催（4回/年） 

 

② ・エネルギーの見える化推進と省エネ推進体制の再構築 

    ・省エネ技術開発（熱利用の高効率化） 

※３・・・ECO-PLANとは 
     年度毎に省エネ活動の計画を行う。'17年度は40以上の活動テーマを上げて計画に取り組んだ 

※５・・・オールトヨタ第6次環境取組プランとは 
     トヨタグループで共有する5ヶ年毎の環境取り組み（第6次は2016年～20年） 
     CO2の削減目標 台辺り原単位 期間▲８％削減 

３ 

※１・・・環境異常・苦情とは 
     工場から発生する排ガス、排水、騒音、振動などが法令や協定で定められた 
     基準値を超過したり、地域の方からの苦情について対象としています。 

※４・・・ＣＯ２台辺り原単位とは 
     １台の製品を作る際に発生したＣＯ２排出量の事 



 化学物質の製造・使用による人への健康と環境への悪影響
の最小化のため、 
世界各国で化学物質の規制が強化されています。(主な規制は
下表参照) 
 当社は、自動車メーカーへのHEV用電池等の供給会社とし
て、これらの規制に対応するため、各国・地域の規制情報入
手に努め、当社のサプライヤー各社と連携して、「製品に規
制物質を含まないことを確実にする」ための化学物質管理体
制を構築・運営しています。 

 

対象 
国名 

自動車 全て 

成形品 化学物質(混合物・成形品を含む 

日本 化審法(化学物質審査規制法) 

欧州連合
(EU) 

ELV指令 
(End of Life Vehicles:廃自動車指令) 

REACH規制 
(Registration,Evaluation,Authorisation and 
Restriction of Chemicals) 

水銀、六価クロム、 
カドミウム、鉛 
の4物質 

認可対象候補物質(SVHC)・ 
認可対象物質・制限物質 
の約300物質 

（３）廃棄物の削減 

項 目 目標 プロセス目標 

 
①廃棄物削減活動 
 
 
 
②廃棄物台辺り原単位※６ 

（参考） 
 ｵｰﾙﾄﾖﾀ第６次環境取組ﾌﾟﾗﾝ 
 ※7 

 原単位目標  0.55kg/台 

 
▲４ 
  t/年 

 
 

0.33 
  kg/台 

 
① 梱包資材の再資源化推進 
 （引続き製造各課への排出物分別フォロー） 

 
 
② 工場別廃棄物比較による低減の探索（３Ｒ視点） 
 （各廃棄物におけるﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ工場の取組を横展） 

項 目 目標 プロセス目標 

製品含有化学物質法規の 
確実な把握と順守 
 
 ①法規対応漏れ 

 
 ②工程内への不適合 
  マーカー持込み 

 

 
0件 

 
0件 

 

 

①・REACH※8第5回要認可物質の情報入手と対策推進 

 ・環境保全委員会議による進捗フォロー（4回/年） 

② 抜打ちチェック実施（2回/年） 

（４）製品含有化学物質の管理 

項 目 目標 プロセス目標 

 
 
 
製品含有化学物質法規
の確実な把握と順守 
 

 

法規対応漏れ   

   ：0件 

 

不適合品持込 

   ：0件 

 

①REACH第5回要認可物質の情報入手と対策推進※３ 

 環境保全委員会議による進捗フォロー（4回/年） 

 

②間接者･工事業者への抜打ちチェック実施（2回/年） ※7・・・ｵｰﾙﾄﾖﾀ第6次環境取組ﾌﾟﾗﾝとは 
     トヨタグループで共有する5ヶ年毎の環境取り組み（第6次は201６年～20年） 
     廃棄物の削減目標 台辺り原単位 期間▲５％削減 

４ 

※5・・・REACHとは 
     欧州の化学物質に関する規制であり約300物質が対象。欧州が最も進んで 
     いるが、世界各国で規制強化の傾向にある。 
     製品にこのような規制物質が含まれないことを確実にするため、サプライチェーンと 
     連携して化学物質管理体制構築に取り組んでいる。  
      

※6・・・廃棄物台辺り原単位とは 
     １台の製品を作る際に発生した廃棄物量の事 



 当社では2001年以降、全工場でISO14001を取得し、国際規格を基にした、 

環境マネジメントシステムを推進しています。年1回認証機関による定期審査を受け、

継続認証を取得しています。 

５ 

本社/大森工場 境宿工場 宮城工場 

2010年 ９月 

1996年 12月 2010年 1月 2007年 2月 操業開始 

認証取得 

工 場 

2007年 4月 2001年 11月 

４．環境マネジメントシステムの推進 

② 各工場のISO14001取得状況 

① 管理体制と推進体制 

 
大森工場 

 
境宿工場 

 
宮城工場 

各工場長（環境管理責任者） 

環境保全委員会 

環境保全部会 

省エネ・排出物部会 

製品含有化学物質 
管理部会 

低炭素・循環型社会の推進 

化学物質法規の確実な把握
と順守の推進 

 環境保全委員長 

地域保全と地域共生の推進 

社 長 

統括環境管理責任者 

環境事務局 

各階層に展開 

管理体制 推進体制 

 当社では社長より選任された統括環境管理責任者をトップとした「管理体制」と 

環境保全委員会を中心として活動の推進、審議、諮問を行う「推進体制」を築き、 

環境管理活動を推進しています。 



５．活動状況 

（１）環境法令の順守 

６ 

定期車両油漏れ未然防止チェック 

 工場外への油流出を防ぐため、構内乗入車両

の自主点検を徹底頂いています。 

また、定期的に運用状況の確認を行っています。 

薬品飛散の際、外部流出防止を想定した 

訓練を行っています。訓練は手順書に基づき実施し 

改善点はその都度手順書の見直しを行っています。 

 産業廃棄物の中間処分委託先の現地確認を 

 年1回実施しています。 

①環境異常事態対応訓練 

廃棄物処分先の現地確認 

【訪問先（敬称略）】 

・明輝クリーナー/リサイクルクリーン/チューサイ/ 

 協業仙台清掃公社/宮城第1メタル（廃プラ） 

・中野町チップ/新港リサイクル（木屑）  

・天星精油/オイルプラントナトリ（廃油） 

・太洋サービス/環境開発公社エムシーエム（汚泥） 

・JFE環境（乾電池、蛍光灯） 

アルカリ性薬品の流出防止訓練 

乾電池処理現地確認 

油漏れ運用確認 

① 環境異常事態対応訓練 

② 廃棄物処分先の現地確認 

③ 車輌からの油漏れ未然防止活動 

【訪問先（敬称略）】宮城 

・協業組合仙台清掃公社/宮城第一メタル（廃プラ） 

・新港リサイクル（木屑、蛍光灯） 

・JFE環境（乾電池）  

・オイルプラントナトリ（廃油） 

・環境開発公社エムシーエム（汚泥） 
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ｵｰﾙﾄﾖﾀ環境取組原単位目標 

ＣＯ２排出量（左軸）とCO２台あたり原単位（右軸） 

≪廃棄物削減の主な取り組み≫ 

 ①廃プラスチックの再資源化 

 ②廃液の削減 

今期は４４件のＣＯ２削減活動に取組み 

その内１５件を完了させ1,440tの 

CO２削減につながりました。 

台辺り原単位も62.3kg/台に 

なりました（前年比：▲6.5％） 

７ 

17年度実績に変更 
全体の建蔽率低めに 

表）ＣＯ２排出総量とＣＯ２台辺り原単位の推移 

対策前 

対策後 

図. 窒素発生装置フロー 

改善前 

 窒素の最大使用量に合わせて 

 窒素発生装置は２台常に運転 

改善内容 

 窒素を貯蔵するタンクを設けて 

 窒素の最大使用時には1台でも必要流量を 

 まかなえる事が出来た 

  効 果 

 電力削減量 ▲562MWh/年 

 CO2削減量 ▲208ｔ/年 

  ※ＣＯ２換算係数…1990年経団連係数 

    電力0.3707ＭＷｈ/CO2-ｔ  

    ガス2.15701千m3/CO2-ｔ 

生産設備では 
窒素使用量が変化 
（0～4.6m3/min） 

窒素 

新設タンク 
（3ｍ3） 

窒素発生装置 

窒素発生装置 

「第6次トヨタ環境取り組みプラン」では201６年～20年では5ヶ年で 

ＣＯ２の台辺り原単位▲8％、廃棄物の台辺り原単位▲５%の削減を目標に向けて 

環境パフォーマンスの向上に取り組んでいます。 （２）CO2排出量の削減取り組み 

活動事例 窒素発生装置の一台停止 

待機中 

（千ｔ/年） （㎏/台） 



対策前 

対策後 

廃棄物削減 

 2017年度は 203 tの再資源化を行い、台あたり原単位を0.07kg/台削減しました。 

改善前 

 原材料の計量に使用する柄杓とカップ 

 の洗浄水を産業廃棄物として処分 

改善内容 

 ポンプを使用することで柄杓の洗浄廃止 

 カップの洗浄も廃止して洗浄水の処分 

 を無くした（乾燥および拭き取り処分） 

  

効 果 

 ７年かけて全社横展開が完了 

 前年比▲9.5ｔ、累計▲67ｔの削減 

（３）廃棄物の削減取り組み 
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表）廃棄物排出総量と廃棄物台辺り原単位の推移 

廃棄物排出量（左軸）と廃棄物台あたり原単位（右軸） 

活動事例 廃液処分方法変更による削減 

原材料 

柄杓でカップへ投入 

Ｐ 

廃液 
（洗浄水） 

原材料 

柄杓、カップの 
洗浄水 

廃液 
（洗浄水） 

（ｔ/年） （㎏/台） 

今期は3件の廃棄物削減活動を実施し 

203ｔの廃棄物削減につながりました。 

台辺り原単位も0.26kg/台に 

なりました（前年比：▲21.2％） 



② 社外への環境教育の取り組み 

 全従業員に対し環境教育を実施しています。環境教育は「自分自身」が「環境」や 

「エコ」の「主役」であるということに気づいてもらうことを趣旨とし、環境取り組みの

必要性と、従業員への環境保全に向けた社内ルールの徹底の為に行っています。 

2010～201８年3月までで延べ４,112名が受講しました。 

６．環境教育 

9 

環境教育の様子 

① 社内の環境教育 

環境教育スライド 

 未来の環境の担い手を育てる取り組みとして、近隣の岡崎中学校に訪問し、環境保全の

考え方と当社の取り組みを紹介しています。また、大森工場に岡崎中学校の皆さんを 

招待し当社のビオトープを紹介、実物をみて環境を身近に感じてもらっています。 



（１）HV車輌用電池の３R（リユース、リビルト、リサイクル） 

 HV車輌用電池の３R（リユース・リビルト・リサイクル）に取り組んでいます 

今迄は、レアメタル（Ｎｉ、Ｃｏ）を回収、再利用するマテリアルリサイクルが中心でした

が、201４年から車輌から取り外したＨＶ車両用電池を検査・再組立て（リビルト）し 

 ・車両修理交換用バッテリーとして活用 

 ・太陽光発電用蓄電池システムへの活用 

 に再利用しています 

 （トヨタ自動車様と共同開発） 

１０ 

リビルト・リユース、リサイクルの流れ 

①車両修理交換用電池 ②太陽光発電用蓄電池システム 

検査・選別 

リビルト・リユースの回収対象 
 ・2代目プリウス 
 ・3代目プリウス 
 ・プリウスα 

回 収 

資料提供： 
（株）トヨタ エナジーソリューションズ様 

7．環境保全の取り組み 

ｽﾁｰﾙ鋼板 薄板 

ｽﾃﾝﾚｽ薄板 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 

③マテリアルリサイクル 

表）ＨＶ車両用電池リビルト出荷台数の推移 

214台  
1,390台  

3,071台  

5,526台  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2014年 2015年 2016年 2017年 

②太陽光発電用蓄電池システム出荷数 

①車輛用修理交換用電池出荷数 

累計生産台数 

（台） 



 PRTR制度は、特定の化学物質について 

事業所からの環境（大気、水、土壌）への 

排出量・移動量を、事業者が自ら把握し 

国に届け出るとともに、国は届出データや 

推計に基づき、排出量・移動量を集計し、 

公表する制度です。 

当社ではニッケル、コバルト、マンガン、 

トルエン、塩化第二鉄が対象となっています。 

 

この制度に基づき当社では測定等により 

排出量・移動量を把握しています。 

（２）化学物質移動量把握（PRTR制度） 

排気ガスの測定 

排水の採取、測定 

１１ 



１２ 

 当社は周辺地域の清掃活動に参加しています。 

  ①浜名湖クリーン作戦（湖西） 

  ②スマイルリング活動（宮城） 

  ③列島クリーン作戦（湖西） 

  ④古見川きれい作戦（湖西） 

  ⑤梅田川ふれあいクリーン作戦（豊橋）  

浜名湖クリーン作戦 

列島クリーン作戦 

スマイルリング活動 

【エナジーフェスタ（境宿工場/7月）】 

 隣接するＧＳユアサエナジー様との共催で 

 ヒーローショーや販売会などのイベントを 

 実施しました。 

【ふれあいフェスタ（大森工場/11月）】 

 岡崎中学校の生徒による演奏や大森自治会の 

 販売会など行われました。 
 

 これらのイベントには当社従業員、家族ならび 

 多くの近隣住民の方もご参加頂きました。 

（３）地域とのコミュニケーション 

ふれあいフェスタ 

（４）エコドライブコンテスト 

自らの行動が環境保全へ繋がる事を意識頂くために 

2015年よりエコドライブコンテストを開催しています。 

車のカタログ燃費を超える参加者も多く、 

今迄の活動でガソリン▲1,606ℓ(ＣＯ₂▲3.7t）の 

効果に繋がっています。 

環境省協賛エコドライブ活動コンクール 
審査員特別賞受賞（2016年） 

 通勤車両に環境の意識を持ってもらうため、2015年からエコドライブコンテストを 

開催しています。車のカタログ燃費を超える参加者も多く、 

今迄の活動でガソリン▲1,606ℓ(ＣＯ₂▲3.7t）の効果に繋がっています。 

環境省協賛エコドライブ活動コンクール 
審査員特別賞受賞（2016年） 

７-１．エコドライブコンテスト 

エコドライブは車にやさしい、 
地球にもやさしい、お財布にもやさしい 
プラス安全運転にもつながると思います。 

参加者の声 

①周辺地域の清掃活動 

②地域の方とのふれあい 



１３ 

残置森林保護 

（里山の保護） 

①森林の復元 
（約１．５万坪） 

ふれあい公園 
（静岡県ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾝｸ） 

②ビオトープ築造 
(希少動植物保護) 

共存の森活動 

屋上緑化 

工場の建設時より自然との共生に向けて、緑化に対する 

環境保全の活動を実施。これらの活動により2015年11月には 

緑化優良工場の表彰を頂きました。 

緑化優良工場表彰 
日本緑化センター会長賞受賞 

③グリーンカーテン 

(夏季限定） 

（５）工場緑化の取り組み 

大森工場の取り組みについて 

2006年 

2017年 



１４ 

 工場建設時、市から工場外からの景観を「大きな森のように」と要望がありました。 
そこで、「異なった樹木を一緒に植えると、お互いの特性を活かし強く成長する。」 
という宮脇方式を取り入れ、森林の復元を図りました。 

2016年 

大森工場、宮城工場の厚生棟壁面に毎年夏季にグリーンカーテンを設営しています。 

大森工場のゴーヤ、アサガオ 宮城工場のアサガオ 

2012年 

2017年度植栽の様子 

① 森林の復元 

② ビオトープの築造（希少動植物の保護） 

③ グリーンカーテン 

ホトケドジョウ サクラバハンノキ イワタカンアオイ 

▼ビオトープ内に生息する希少動植物 

ビオトープ平面図 

池沼部 
水深10cm～50cm 
（ﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ産卵地） 

湿地（水田） 

止水池 
水深30cm～100cm 
（ﾄﾝﾎﾞ・ｶｴﾙ生息地） 

水田 
自然ろ過2次池 

流路 

自然ろ過１次池 

排水ピット 

 大森用地で発見された、絶滅危惧種と呼ばれる希少動植物の保護増殖に努めています。 
 ※ビオトープ：生物群集が存在できる環境条件を備える地域。生物群の生息場所。 

ビオトープの全景 



１５ 

 自然エネルギーを有効に活用して約60％のエネルギーを削減しています。  

 ＰＥＶＥアリーナ結は従業員の福利厚生施設として 

2018年3月に完成しました。 

活力充電、安全安心、環境保全の3つのコンセプトを 

基に様々な機能を備えています。 

体育館とトレーニングルームを完備し、災害時には 

避難場所としても利用できます。 

自然エネルギーや既存樹木の活用を行い環境にやさしい 

施設となっています。 

自然エネルギーの活用 

既存樹木は家具への利用と種から育てた苗を建物周辺に植樹しています。 

灌水 
トイレ 

水槽 

ロビー 

トイレ 

【雨水を灌水や中水(トイレ)に利用】 

■太陽光発電 

【35ｋWの太陽光発電パネル】 

トイレ 灌水 

■雨水利用 

■地中熱利用 

【エントランスの給気に利用】 

既存樹木の活用 

建物周辺に植樹 

家具や積木として利用 

種子・若木 

製材 
クスノキ 

保
護
・育
成 

加
工 

（6）PEVEアリーナ結が完成 



8．環境保全データーベース 

１６ 

②境宿工場（河川放流水） 

測定項目 規制値 実測値※ 判定 測定頻度 

水素イオン濃度 5.8～8.6 6.8～7.6 ○ 1回/週 

生物化学的酸素要求量（mg/L） 20以下 0.6～4.6 ○ 1回/月 

化学的酸素要求量（mg/L） 20以下 1.0～5.7 ○ 1回/週 

浮遊物質量（mg/L） 30以下 1.0～5.0 ○ 1回/週 

 当社は、大気・水質・騒音・振動に関わる特定施設を設置しています。 

 定期的な測定及び分析を外部機関に委託して実施しています。 

※実測値は最小値～最大値を記載 

①大森工場（河川放流水） 

③宮城工場（下水道放流水） 

測定項目 規制値 実測値※ 判定 測定頻度 

水素イオン濃度 5.8～8.6 6.5～7.4 ○ 1回/週 

生物化学的酸素要求量（mg/L） 15以下 0.5～5.0 ○ 1回/週 

化学的酸素要求量（mg/L） 15以下 2.7～5.4 ○ 1回/週 

浮遊物質量（mg/L） 15以下 1.0～4.0 ○ 1回/週 

測定項目 規制値 実測値※ 判定 測定頻度 

水素イオン濃度 
5を超え 
9未満 

7.2～8.1 ○ 1回/月 

生物化学的酸素要求量（mg/L） 600以下 17～51 ○ 2回/月 

化学的酸素要求量（mg/L） 基準値なし 6.8～26 － 2回/月 

浮遊物質量（mg/L） 600以下 11～40 ○ 1回/月 

（１）排水測定の結果 測定項目の一部を記載 



②境宿工場 

測定項目 測定場所：時間帯 協定値 実測値※ 判定 測定頻度 

騒音（ｄＢ） 
敷地境界：昼 65以下 49～62 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 55以下 46～54 ○ 1回/年 

振動（ｄＢ） 
敷地境界：昼 65以下 31～39 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 55以下 30～38 ○ 1回/年 

①大森工場 

③宮城工場 

測定項目 測定場所：時間帯 協定値 実測値※ 判定 測定頻度 

騒音（ｄＢ） 
敷地境界：昼 55以下 45～55 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 45以下 42～45 ○ 1回/年 

振動（ｄＢ） 
敷地境界：昼 64以下 30～40 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 54以下 30～41 ○ 1回/年 

測定項目 測定場所：時間帯 協定値 実測値※ 判定 測定頻度 

騒音（ｄＢ） 
敷地境界：昼 65以下 46～55 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 55以下 45～54 ○ 1回/年 

振動（ｄＢ） 
敷地境界：昼 対象外 36未満 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 対象外 30未満 ○ 1回/年 

１７ 

②境宿工場 

測定項目 規制値 実測値※ 判定 測定頻度 

窒素酸化物（ｐｐｍ） 150以下 12～28 ○ 2回/年 

ばいじん（g/ｍ³） 0.1以下 ＜ 0.01 ○ 2回/年 

①大森工場 

③宮城工場 

測定項目 規制値 実測値※ 判定 測定頻度 

窒素酸化物（ｐｐｍ） 150以下 10～25 ○ 2回/年 

ばいじん（g/ｍ³） 0.1以下 ＜ 0.01 ○ 2回/年 

測定項目 規制値 実測値※ 判定 測定頻度 

窒素酸化物（ｐｐｍ） 150以下 11～37 ○ 1回/年 

ばいじん（g/ｍ³） 0.1以下 ＜ 0.01 ○ 1回/年 

（２）排ガス測定の結果 測定対象設備：小型貫流ボイラー 

（３）騒音・振動測定の結果 

※実測値は最小値～最大値を記載 
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