


イントロダクション 

 

株式会社デイ・シイは、2003 年 10 月 1 日に旧第一セメント株式会社と旧中央商事株式会社が合併し、誕生しま

した。 

 私達のコア事業は、旧第一セメント株式会社のセメント・スラグ関連事業および旧中央商事株式会社の骨材（砂・

砂利）関連事業であり、社会性の高い事業です。 

私達は、これら事業を柱としながら、環境と共存できる企業をめざし、あらたなる分野へチャレンジを続けていま

す。現在、環境リサイクル事業を当社のあらたなる柱と位置付け、副産物や廃棄物の有効活用を積極的に推進し

ています。 

地球環境との調和と地域社会との共存共栄を基本方針に、私達は革新性と柔軟性をもって変化に対応し、お客

様をはじめ関係する方々の信頼を得、広く社会に貢献して参る所存です。 
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編集にあたって 

 

「環境報告書２００４」は、環境省の「環境報告書ガイドライン（２０００年版）」を参考にしながら、当

社が２００３年度に実施した環境への取り組みと成果についてまとめたものです。株主・取引先のみなさ

ま方をはじめ、近隣住民・従業員ならびにその家族のみなさま方に、広く情報を発信することを目的とし

て制作したものです。なお、本報告書の対象は、つぎのとおりです。 

 

対象期間：２００３年４月１日～２００４年３月３１日 

対象範囲：株式会社デイ・シイ セメント事業本部 川崎工場および環境リサイクル事業推進部 



 
ごあいさつ 

 

 

当社、株式会社デイ・シイは２００３年１

０月１日に合併により創立された新しく若

い会社です。しかし、その沿革をたどります

と、１９１７年に川崎の地で操業を開始して

以来、８０有余年セメントの製造販売に携わ

り、微力ではありますが、社会資本整備の一

助に貢献できるよう事業活動をしてまいり

ました。そして、今回更にコンクリート用骨

材の製造販売にも事業を拡大して、一層の社

会貢献に努めてまいります。 

 
 
 

企業が社会に対する責任を果たすことは、企業の存在そのものとして、当然のことでありますが、環

境問題に対してどのような姿勢で具体的にどのように行動して行くかと言うことが最重要課題のひと

つであります。 

環境問題も時代とともに変遷し、公害対策、緑化活動から資源循環型社会の確立あるいは二酸化炭素

削減等による地球温暖化防止など、よりグローバルな見地での対応が求められるようになりました。 

 当社といたしましても、従来からの地域環境問題対策の継続・推進を図りながら、資源循環型社会の

実現に向けて、例えば川崎市で発生する下水道焼却灰のほぼ全量の受入処理をはじめ、各自治体及び各

産業から発生する廃棄物を原燃料として積極的に有効活用し、またエネルギ費の低減を図り地球環境保

護を目指すなど、環境に対する社会のニーズに積極的に対応するよう事業活動に取り組んでおります。

 その事業活動の展開についての基本的な考え方と行動は「共存共栄」に置いています。 

 即ち、「地球環境との調和」「資源循環型社会の構築」を目的とした地球環境との、あるいは地域社会

との共存共栄を目指しています。 

 ここに私どもの環境に対する具体的な取り組みを基本方針とともに環境報告書として纏めました。 

 今後とも、当社の取り組み姿勢と実績を地域住民、自治体をはじめ、皆様に理解して頂けるよう一層

の努力をしてまいる所存でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 

２００４年７月１日 

                             株式会社 デイ・シイ 

                        取締役社長 塙本隆弘 
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環境方針

理念

私達は、企業活動を通じて地球環境及び地域環境の保全に貢献する

ことが、その社会的使命であると認識し、保有する経営資源を積極

的に活用して地球環境との調和を図るとともに、資源循環型社会の

構築に取組み地域社会との共存共栄を実現します。

基本方針 川崎工場全景

セメント、混和材、地盤改良材を主力商品とする都市型製造企業として社会に貢献するとともに、環境リサイ

クル事業の展開拡大等新規事業も含めたすべての事業活動のなかで環境に与える主要な影響の継続的な改善を

図り、且つ地域社会の再生、街づくりに貢献します。

１．環境と共存する事業活動を展開する。

事業活動が環境に及ぼす影響を認識し、環境汚染防止に努めるとともに、環境負荷の低減に役立つ技術・

商品を導入開発し、常により良い環境づくりに努めます。

２．省資源、省エネルギーを推進する。

資源保護ならびに地球温暖化防止をはじめとする地球環境及び地域環境の汚染防止を主要観点として省資

源、省エネルギーをより一層推進します。

３．廃棄物の再資源化と有効利用を推進する。

保有する経営資源を積極的に活用し、且つ新しい技術開発と設備投資を図り、産業廃棄物等の再資源化と

有効利用を拡大推進します。

行動指針

１．環境管理組織を整備し、環境マネジメントシステムの継続的向上を図る。

環境保全活動を推進するために、環境管理組織を整備し、その役割と責任の所在を明確にして機能させる

とともに、環境マネジメントシステムの継続的向上を図ります。

２．法律、規制、協定を遵守する。

環境関連の法律、規制、地方自治体との協定を遵守するとともに、汚染の予防、環境負荷の低減に努めま

す。

３．環境目的及び目標を設定し、定期的に評価、改訂を行う。

環境方針達成のため環境目的及び目標を設定し、定期的に評価見直しを行い、状況に合わせて改訂して行

きます。

４．環境方針は全従業員に周知を図り、外部にも必要に応じ開示する。

環境方針は文書化して関連会社、協力会社を含めて全従業員に周知徹底し、理解を深めて自らの積極的な

取組みを図るとともに、外部からの要求があった場合にはそれを開示します。
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環境マネジメントシステム

当社は、環境マネジメントシステムを構築し運用しています。本マネジメントシステムをもとにＰＤＣＡサイク

ルを確実にまわすことで環境影響への継続的改善につとめています。

推進組織

２００１年７月に環境管理委員会を設置しました。本委員会を通じて、環境活動計画の精査、実施状況の把握、

検証と見直しを行っています。

環　境　管　理　委　員　会

ISO最高責任者 総括環境管理者

(社　　　長) （川崎工場長）

ISO環境管理責任者
委員

（生産課長）

委員

主任環境管理者
（工務課長）

委員

（業務課長）

委員

（環境リサイクル

　事業推進部課長）

委員

（総合企画室事務局）

環境マネジメントシステム認証取得状況

当社は、ISO14001環境マネジメントシステムが、持続的に環境改善活動を維持する上で、有効且つ効果的で

あるとの認識のもと、1999年11月に認証を取得しました（認証取得範囲：セメント事業本部川崎工場）。

審査登録証（写）
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環境活動の成果と計画

　 地球環境との調和と地域社会との共存共栄をめざし、積極的に環境活動を展開しています。

２００３年度活動実績

活動目的 活動計画 活動実績

2003年度煤煙発生量

39t/年（前年度比46t減）

環境と共存する事業活動
煤煙・粉塵・水質汚濁・悪臭・騒
音の防止

ダストモニタ装置増強による煤煙管理強化

2003年11月実施

2003年度煤煙・粉塵クレーム件数

１件（前年度比２件減）

2003年度エネルギー原単位

3,240KJ/t-ｸﾘﾝｶ（前年度比90KJ減）

省資源・省エネルギーの推進
エネルギー原単位の改善と化石燃
料の使用削減

2003年度総エネルギー使用量

96,462KL（前年度比7,925KL増）

2003年度燃料系廃棄物原単位

9kg/t-ｸﾘﾝｶ（前年度比2kg増）

2003年度原料系廃棄物・建設発生土原単位

廃棄物の再資源化と有効利用 廃棄物・建設発生土等の利用拡大
328kg/t-ｸﾘﾝｶ（前年度比21kg減）

2003年度原料系廃棄物・建設発生土処理量

257千ｔ（前年度比4千ｔ増）

２００４年度活動計画

活動目的 活動計画 活動目標

環境クレーム件数：ゼロ件

環境と共存する事業活動
煤煙・粉塵・水質汚濁・悪臭・騒
音の防止

著しい環境影響の低減および工程内発塵箇所の
特定と改善

環境マネジメントシステムのレベルアップ

電力エネルギー原単位を前年度実績比2.5%改
善

省資源・省エネルギーの推進
エネルギー原単位の改善と化石燃
料の使用削減

燃料系廃棄物の利用を倍増する

石炭原単位を前年度実績比10%以上削減する

廃棄物の再資源化と有効利用 廃棄物・建設発生土等の利用拡大
廃棄物・建設発生土の原料化・再資源化を拡大
する
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環境保全への取り組み

ゼロエミッションと社会貢献

当社は、企業活動を通じて地域環境の保全に貢献することが社会的使命であると認識し、資源循環型社会の構

築に取り組んでいます。セメント製造業の特徴を最大限に活かし、工場内で発生する排出物の工場内処理をは

じめ、建設発生土や可燃性廃棄物等の再資源化と有効利用を積極的に推進しています。これらゼロエミッショ

ン活動を通じた社会貢献で地域社会との共存共栄の実現を目指します。

公害防止

当社では、全てのセメント焼成炉（ロータリーキルン）を、エネル

ギー効率の良いＳＰキルンとすることで、燃焼に伴い排出される二

酸化炭素（ＣＯ２）、硫黄酸化物（ＳＯｘ）や窒素酸化物（ＮＯｘ）

の発生量低減に努めています。また2000年導入のガスタービン自

家発電設備は、燃料をクリーンエネルギーである都市ガスとするこ

とで、更なる低公害化を図りました。粉じん、ばいじん対策では、

製造工程に電気集塵機、バッグフィルタを設置、その性能の維持・

改善の強化を行っています。また、原料ヤードには散水装置、防塵

ネットを設置することで発塵防止に努めています。一方で社内公害

防止組織を中心とした公害防止活動の推進により、各種法規制や条 　移動極板式の高効率電気集塵機

例および協定に基づく規制値を遵守しています。

省資源、省エネルギー

エネルギー多消費産業であるセメント製造業にとって、「省エネルギー」は永

遠のテーマでありますが、化石燃料の資源保護、地球温暖化防止の観点からも

その重要性がますます叫ばれています。そのような中にあって、当工場におい

てもあらゆる角度から省資源、省エネルギーに取り組んでいます。当社の主力

製品である「高炉セメント」は、製鉄所から排出される高炉スラグを有効利用

しております。「高炉セメント」はポルトランドセメントの約４０％を高炉ス

ラグに置き換えて製造される物で、ポルトランドセメントの製造で消費される

エネルギーと石灰石資源を削減することが出来ます。また、設備面でも省資源、

省エネルギーを目的に数々の新技術の導入を図っています。具体的には、高効

率粉砕機である竪型ローラミルや熱回収効率の高い高効率クリンカクーラ等が

挙げられます。さらに電力負荷平準化を図るため夜間電力使用についても近年

その比率をますます増加させています。加えて、地元を中心とする他産業から

発生する「産業廃棄物」を有効に利用・処理することで、天然資源の保護にも

努めています。 高効率の竪型スラグ粉砕機

内部環境監査

当社では、認証機関による外部監査に加え、内部環境監査を定期的に実施しています。現場の環境保全状況・

環境マネジメントプログラムの実施状況、環境目的・目標の達成状況などを細かく監視し、環境マネジメント

システムが手順通りに運用され、改善効果が現れているかを検証しています。

環境教育

当社では、環境マネジメントシステムの周知徹底をはかるため、環境への著しい影響を防止するための教育や

省エネルギー推進のための教育、内部環境監査を効果的に運用するための教育等を行っています。これら教育

で環境マネジメントシステムの理解を深めるとともに従業員一人一人の環境保全意識の向上につとめています。

５



環境保全への取り組み

廃棄物、副産物の有効利用

国内の各種産業から発生する産業廃棄物は電力、鉄鋼、製紙をはじめとして2001年には約4億t（環境省公表

値）にも達しております。環境意識が高揚するなかで、最終処分場の確保難を背景にその延命を図る必要があ

り、産業廃棄物のリサイクルが強く求められています。このような状況の中で当社は、古くから高炉スラグ、

石炭灰、副産石膏、スラッジ等を原料や混合材として受入れ、有効利用してきました。2003年度における産

業副産物・廃棄物の当社の処理実績は約90万tに達しています。また、90万tのうち、産業廃棄物や建設発生

土等のいわゆる廃棄物の処理実績は約25万tに達しています。特に、当社が立地する神奈川県および周辺都・

県からは、浄水場から発生する汚泥や下水道汚泥焼却灰を受け入れ処理しており、川崎市で発生する下水道汚

泥焼却灰については、そのほぼ全量を受け入れ処理しています。今後の廃棄物、建設発生土、副産物等の有効

利用拡大については、さらなる技術開発を推進し、循環型経済社会の構築に貢献していきたいと考えています。

環境リサイクル事業

かけがえのない地球環境を守り、調和を図りながら生産活動を行うこと

は企業にとって重要なテーマです。限られた資源、あふれる廃棄物を還

元させる循環型の社会では、企業活動が環境に及ぼす影響を認識し、環

境と共存するリサイクルシステムが必要です。当社では環境負荷の低減

に役立つ技術・商品を導入開発し、常により良い環境づくりに努めてい

ます。具体的には1450℃を超える高温焼成技術をベースにこれまで蓄

積してきた高度なノウハウを活かし、各自治体から発生する浄水ケーキ

や下水道汚泥焼却灰や民間企業から発生する汚泥、燃え殻等多品目の産

業廃棄物・副産物を原材料としてリサイクルしています。 石炭灰の受入

燃料用として、廃プラスチックや木くずなどの有効活用も行っています。さ

らに、建設現場等から排出される汚染土壌をセメント原料として再資源化す

るリサイクル事業にも取り組んでいます。今後も廃棄物の再資源化を推進す

るため、保有する経営資源を積極的に活用し、また新技術の開発を図りなが

ら産業廃棄物等の再資源化と有効利用を拡大推進していきます。首都圏で唯

一のセメント焼成窯を有する臨海工場として、当社の果たすべき社会的使命

は大きさを認識し、今後も環境リサイクル事業の拡大に積極的に取り組んで

いきます。

下水汚泥焼却灰の受入
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環境会計

2001年度から環境省ガイドライン（2000年版）に沿って環境保全コストの把握をはじめました。環境会計

とは、事業活動の中で環境保全するために要するコストとその効果を把握する手法のことで、環境に影響を与

える個々のパフォーマンスの把握と併せて当社の環境方針、環境目的・目標が十分に達成されたかを判断する

際の重要な指標と考えています。

環境保全コストの集計結果　2003年4月～2004年3月

1.公害防止コスト 公害防止設備の維持管理

2.地球環境保全コスト 省エネルギー

3.資源循環コスト リサイクル

他産業の廃棄物利用

(3)管理活動における環境保全コスト（管理活動コスト） EMS維持

(4)社会活動における環境保全コスト（社会活動コスト） 緑化等

(5)環境損傷に対応するコスト（環境損傷コスト）

環境保全対策の効果　2003年4月～2004年3月

ＮＯｘ排出量

公害防止 ＳＯｘ排出量 6 7

煤塵排出量 39 85

天然資源枯渇防止 天然鉱物資源使用量

化石燃料使用量

廃棄物の再資源化 廃棄物・副産物使用量 906 898

環境投資

当社では、公害防止などを目的とした環境保全設備、エネルギー効率対策や廃熱の有効利用などを目的とした

省エネルギー対策設備、各種廃棄物の積極的な有効活用を目的とした設備を環境に関連する設備として位置付

けて投資しています。当社では、公害防止などを目的とした環境保全設備、エネルギー効率対策や廃熱の有効

利用などを目的とした省エネルギー対策設備、各種廃棄物の積極的な有効活用を目的とした設備を環境に関連

する設備として位置付けて投資しています。設備投資につきましては、各年度毎にその年の重要項目を決定し、

計画的に実施しています。

当期発生費用

105,290内訳

分類 主な取り組みの内容 投資額

1,796

(2)生産・サービス活動に伴って上流又は下流で生ずる環境負荷を
抑制するためのコスト（上・下流コスト）

112,044

75,000

37,044

ー

(1)生産・サービス活動により事業エリア内で生ずる環境負荷を抑
制するための環境保全コスト（事業エリア内コスト）

457,166

効果の内容 環境負荷の指標 単位

ー

排出量および使用量

２００３年度 ２００２年度 対前年度比(%)

合計

5,394

ー

569,210

309,426

202,338

2,165,531

22,411

2,514,171

ー 11,409

ｔ 474 446 106.2

97.3

ｔ 85.7

ｔ 45.9

単位：千円

千ｔ 100.9

kg/t-ｸﾘﾝｶ 122 126 96.8

kg/t-ｸﾘﾝｶ 1,184 1,217
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環境負荷の低減

大気への排出

セメント生産プロセスはたくさんのエネルギーを消費するとともに、多量のガスを排出しています。私達はこ

れら排出量を的確に把握することが環境負荷低減を継続的に推進する上での最重要項目と認識し、活動してい

ます。

年　度 年　度

年　度 年　度

煤塵排出量は原料の多様化に伴い2002年度急激に悪化しましたが、最新式の電気集塵機を増設し(2003年

10月完成)対応しました。硫黄酸化物（ＳＯｘ）排出量は可能な範囲で硫黄含有量の少ない石炭を使用し対応

しています。窒素酸化物（ＮＯｘ）排出量は生産数量増に比例して増加の傾向にあります。

水域・土壌への排出

当社川崎工場は、特定施設を有する事業場として水質汚濁防止法の特定事業場の指定を受けています。私達は

工場からの排水を連続監視し、排水処理設備において適正に処理した上、排出しています。

煤塵排出量（ｔ）
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地域活動と環境コミュニケーション

緑化活動

当社は地域環境との調和を目指し、工場構内緑化を推進していま

す。また、当社が位置する臨海部の景観を重視して川崎市の色彩

ガイドラインに沿い魅力的な新しい景観を創り出すための努力を

続けています。

地域のクリーン活動

工場では従業員一人一人が環境を重視するという自覚を持ち、構

内はもとより周辺地域の掃除や緑地整備などに積極的に参加して

います。

地域に密着した工場

地域の住民や各種団体、小・中学生などの訪問を受け入れ、工場

の見学をして頂き、当社の企業活動に対する理解を深めています。

環境報告書の公開

私達の環境保全に対します取り組みや姿勢を広くご理解頂くことを目的に、環境報告書を当社のホームページ

内で公開しています。

品質および労働安全衛生マネジメントシステムへの取り組み

私達は、環境、品質、労働安全衛生の各マネジメントシステムが、事業活動をする上で必要不可欠な三本の柱

として捉え、品質マネジメントシステムおよび労働安全衛生マネジメントシステムを併せて展開しています。

これらマネジメントシステムを効果的に運用し、総合的且つ継続的な改善に取り組んでいます。

1998年 6月： 　ISO9001品質マネジメントシステム認証取得

1999年11月： 　ISO14001環境マネジメントシステム認証取得

2002年 5月： 　BSI-OHSAS18001労働安全衛生マネジメントシステム認証取得

グリーン購入法指定商品の生産

当社が生産します高炉セメントＢ種およびＣ種は、環境負荷の少ない建設資材としてグリーン購入法の対象商

品に指定されています。高炉セメントは普通ポルトランドセメントに比べ製造段階での炭酸ガス（ＣＯ２）排

出量が少ないという特徴をもった環境にやさしい製品です。私達はこれら環境配慮型商品の市場拡大にも力を

入れています。

９
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