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低炭素社会への貢献と
地域社会との共存共栄をめざして

Environmental Report 2013

環境報告書2013



「環境報告書2013」は、環境省発行の「環境報告書ガイド
ライン(2012年版)を参考に、当社が2012年度に実施
した環境への取り組みとその成果をまとめたものです。
株主･取引先の皆様方をはじめ、近隣住民の皆様、従業員と
その家族の皆様方に広く情報を発信することを目的として
作成しました。
●対象期間：2012年4月1日～2013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、 
 環境事業部

編集にあたって
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ご　挨　拶

私達は、会社を持続的に発展させるために、
革新性と柔軟性を持って情勢の変化に
素早く対応し、顧客をはじめ関係する人々の
信頼を得、そして広く社会に貢献する。

経 営 理 念

1.  省資源、省エネルギーの推進及び廃棄
物の再資源化と有効利用の拡大に取り
組み、地球温暖化を防止し、資源循環型
社会の構築に貢献します。

2. 環境法規制及び協定を遵守し汚染の
予防、環境負荷低減に努めます。

3. 環境目的及び目標を設定し、その達成に
努めるとともに定期的に評価見直しを
行います。

4.  環境マネジメントシステムの有効性の
維持とシステムの継続的改善を図ります。

5.  低炭素社会形成に重要な位置づけを
なす、スラグ関連製品の製造・販売に
軸足を置いた体制を強化します。

6. 環境方針は従業員を含め関係する全ての
人々に周知を図り、外部にも開示します。

環 境 方 針

当社は、社会に対する役割と責任として、
企業活動を通じて地球環境及び地域環境の
保全に努めます。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、低炭
素社会形成への貢献と地域社会との共存共
栄を目指します。

環 境 理 念

　当社グループは2012年度を最終年度とした12中期

経営計画を、事業構造改革基礎固めの3ヵ年と位置

付け、「低炭素社会にあった事業構造への変革を

目指し、スラグ混合関連製品へ軸足を置いた事業経

営への転換」、「低炭素社会への積極的な取り組み」を

基本テーマに取り組んで参りました。その結果、スラグ

関連製品の年間販売数量は当初の予定40万トンから

60万トンと約50%の増加となり、スラグ関連製品に

軸足を置いた事業転換は着実に進展をし、また、低炭

素社会への積極的な取り組みにつきましては、川崎

工場の使用燃料を、廃プラスチック等の利用により、

石炭代替率30%強まで引き上げたのを始め、骨材輸送

車両の大型化、資源グループ企業の連携による生産・

出荷の効率化を図り成果をあげました。

　当社のセメント製造拠点である川崎工場の、高炉

セメントを始めとしたスラグ混合製品の比率を高める

ことは、低炭素化に直接効果があり、低炭素社会形

成に重要度を増すものであります。一方、セメント製

造における廃棄物、副産物の受け皿としての静脈産

業として、循環型社会の構築に向けた役割も、セメント

工場の大きな使命であり、この二つの課題の両立が

図れるように、製品の開発を含めて、今後検討を進めて

参ります。

　2013年度から新たにスタートする新3ヵ年中計に

おきましても、低炭素社会にあった事業構造改革への

取り組みを堅持し、グループの持続的発展を実現する

為の次のステージへステップアップをするとの意志を

こめて、“FOR NEXT STAGE”のスローガンの下、

「既存事業の収益力の向上」と「将来の柱の一つと

なる新たな事業の立ち上げ、育成」の２つの大きな課

題に取り組むこととし、　

　重点テーマとして

　　・企業体質の強化

　　・企業価値の向上

　　・企業存在感の向上

の3点を掲げ、達成の為の基本戦略を

　　・既存事業の骨太化

　　・新規事業の立ち上げ、育成

　　・成長戦略と財務体質改善の両立

として、グループの総力を挙げて取り組んで参ります。

　今後も当社がこれまで培ってきた技術を最大限に

活かし、低炭素社会および循環型社会の形成を目指し

た事業活動を、グループ一体となって進めて参ります。

　本環境報告書を通じて、当社が取り組んでいるさま

ざまな活動をご理解して頂き、当社の取り組みを更に

有効なものにする為、皆様の忌憚のないご意見やご助

言をいただければ幸甚です。

　今後ともご理解・ご支援を賜りますようお願い申し

上げます。
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当社のマテリアルバランス（2012年度）

セメント製造工程

1,180（千m3） COD  4.7（t）
N       2.5（t）
P       0.2（t）

CO2 586（千t）
ばいじん 30.8（t）

SOX　  4.7（t）
NOX　527（t）

石灰石

高炉スラグ
微粉末

原料ミル ロータリーキルン セメントミル

混合機

サスペンション
プレヒーター

主な原料 原料工程 焼成工程 仕上げ工程

粘土類

調合・粉砕 焼成・冷却 粉砕
混合

予熱

製品 出荷
普通セメント

高炉セメント

水
1,160（千m3）
排　水

大気放出2,838（TJ）
エネルギー

1,132（千t）
天然原料、仕入品

47（t）
外部処理委託廃棄物等

101（t）
金属くず等有価物

セメント
及び関連製品

978（千t）
廃棄物・副産物

材　料

1,467（千t）

INPUT OUTPUT

出荷製品

産業廃棄物
廃プラスチックなど

燃料として活用

建設発生土 産業廃棄物

原料として活用

汚泥・燃え殻など
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環境マネジメント体制 セメント事業における環境問題への取り組み

内部環境監査及び外部審査の実施

環境意識の向上と環境教育

環境マネジメントシステム・
ISO14001認証取得状況

当社は、1999年に環境マネジメントシステム・ISO14001
を導入し、運用を開始しました。環境方針に従って「環境
整備マスタープラン」を策定し、環境影響評価に基づく環
境側面の継続的改善を進めています。
具体的には、関係部署が密接に連帯して日常業務と一体
化したシステム運用ができるように、環境管理責任者、総
括環境管理者、主任環境管理者及び環境管理者から構
成される環境管理委員会を設け、「環境目的・目標」の設
定・見直し、「環境整備マスタープラン」の検証、環境情報
の共有、是正・予防処置の確認、環境影響評価の審議など
を行っています。これら一連の活動結果は、社長の招集に
よる年2回のマネジメントレビューで報告されます。今後
も、環境マネジメントシステムを効果的に運用し、当社が
関与できるあらゆる環境側面の継続的改善に取り組んで
いきます。

年に2回、内部環境監査員による内部環境監査を定期的
に実施しているのに加え、外部審査としてISO審査登録機
関等が行う第三者審査を実施しています。これらの活動を
通じて環境保全活動の実態、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、環境法規制等
の遵守状況を適宜監視するとともに、環境パフォーマンス
を評価・検証しています。

環境マネジメントシステムの周知徹底と効果的運用を図る
ため、ISO14001内部環境監査員教育、環境汚染防止教育、
省エネルギー教育等を行っています。こうした教育活動を通
じて環境マネジメントシステムへの理解を深めるとともに、
従業員一人ひとりの環境保全意識の向上に努めています。

1999年11月、川崎工場においてISO14001環境マネジメ
ントシステムの認証を取得しました。その後適用範囲の拡
大をはかり、2008年3月には、株式会社デイ･シイとして認
証を取得しました。

中央制御室

川崎工場

出荷設備

環境管理委員会

当社は、地球環境問題に対する企業としての社会的責任を自覚し、環境負荷低減や循
環型社会構築への取り組みを経営の重要課題として位置づけています。環境方針に基
づいて環境マネジメント体制を整備し、持続可能な環境経営の推進に努めています。

環境マネジメント
システム

当社は、セメント・スラグ関連製品や骨材（砂・砂利）を中
心とする建設基礎資材の生産・販売活動を通じて社会資
本の整備に貢献しています。
セメント事業の生産拠点である川崎工場では、石灰石等
の天然資源や建設発生土、高炉スラグ等の廃棄物・副産
物を原料として、また石炭のほか、廃プラスチック等の廃棄
物を燃料としてセメントを製造しております。
その過程で排水、大気放出物及び外部処理委託廃棄物等

が発生いたしますが、これに対応するため水質・大気・土壌
汚染対策を生産体制にしっかり組み込んでおり、また外部
処理委託廃棄物等についても自社工場内で処理し排出量
を減らすように努めております。
今後も、セメント原燃料としての廃棄物・副産物の最大・有
効利用により循環型社会の構築に貢献するとともに、省エ
ネルギーとCO2削減に取り組み環境負荷低減を図ります。

当社は、操業当初から環境問題への取り組みを重視し、廃棄物・副産物の最大・
有効利用や省エネルギー、CO2削減、大気や水の汚染対策といった諸施策を実
施し、環境負荷低減を追究した生産体制を創り上げています。

事業の
マテリアルバランス

環 境 管 理 責 任 者

マネジメントレビュー

社 長 ・ 経 営 者

環
境
管
理
委
員
会

総 括 環 境 管 理 者

主 任 環 境 管 理 者

環 境 管 理 者



廃棄物を利用した都市型セメント製造プロセス

セメント製造は、大量の廃棄物・副産物を原料や燃料として大量かつ安全に利用
できるという特長を持っています。当社はこの特長を活かし、廃棄物・副産物の最大・
有効利用を図るなど循環型社会の構築に向けた取り組みを行っております。

資源循環の推進

ペーパースラッジ灰
製紙工場から発生する灰を
代替原料としてリサイクル
処理します。

フライアッシュ
石炭火力発電所から発生する
フライアッシュは、セメント混
合材および代替原料として幅
広くリサイクル使用します。

燃え殻
火力発電所等から発生する
灰を代替原料としてリサイ
クル処理します。

建設発生土
再開発等で発生する土壌を
代替原料としてリサイクル
処理します。

無機系廃棄物

都市型セメント

石炭灰、ペーパースラッジ灰、
浄水ケーキ、建設発生土、
廃硅砂、鉄ケーキなど

有機系廃棄物
汚泥、廃酸など

可燃性廃棄物
廃プラ、木くずなど

脱水ケーキ
浄水場から発生する汚泥を
代替原料としてリサイクル
処理します。

廃プラスチック
必要に応じて適切なサイズ
に破砕し、代替燃料としてリ
サイクル処理します。

汚　泥
有機汚泥類は代替燃料およ
び代替原料として、無機汚泥
類は代替原料としてリサイク
ル処理します。

廃　酸
廃飲料等をキルンに投入し
処分します。

高炉スラグ
製鉄所から発生する高炉ス
ラグは、セメント混合材およ
び代替原料として幅広くリサ
イクルしようします。

代替燃料として処理し、残渣
等も代替原料としてリサイク
ル処理します。

木くず、紙くず

早くから資源循環を実現したセメント製造技術 廃棄物、副産物の有効利用

原料として

燃料として

産業道路
・首
都高
速横
羽

線

産業道路
・首
都高
速横
羽

線

産業道路
・首
都高
速横
羽

線

京急大師線

廃棄物・副産物等の普通ポルトランドセメント原燃料利用
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‘10

465

591591591

422

571571571

副産石膏

高炉スラグ、石炭灰

セメントクリンカ

セメント

廃棄物・副産物等の全処理量
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781
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セメントへの廃棄物、副産物の有効利用
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専用ヤード内の建設発生土 廃プラスチック破砕設備

ロータリーキルンロータリーキルン

キルン内部

アクアライン

サスペンションプレヒーター

（＊） 下水汚泥焼却灰から放射能が検出されたため、セメントの二次汚染を
避けるべく2011年5月13日より下水汚泥焼却灰の使用を自粛してい
ます。

当社は1970年代頃から廃棄物のリサイクルに積極的に取
り組んできました。セメント製造には、原料を調合・粉砕す
る原料工程と原料を焼成する焼成工程があり、そこでさま
ざまな廃棄物を原料や燃料として再利用することが可能
です。こうしたセメント製造業としての特長を最大限に活

かして、産業界で発生する多種多様な廃棄物・副産物を有
効利用するセメント製造技術を築き上げてきました。現在
では、循環型社会の構築に向けて、首都圏はもちろん全国
から廃棄物を受入れ、セメントリサイクルのより一層の推
進に努めています。

廃棄物・副産物には、高炉スラグ、石炭灰、副産石膏、ス
ラッジ、建設発生土、汚泥などが挙げられます。当社は長
年にわたって培ったそれらのリサイクルと資源化に関わる
技術とノウハウを活かして、セメント原料や混合材として有
効利用してきました。2012年度では、97万t以上の廃棄
物・副産物を処理しています。また当社が立地する神奈川県
及び周辺都・県からは、浄水場で発生する汚泥等を原料と

して受け入れています。
2012年度は、普通ポルトランドセメントの生産量1t当たり、
608kgの廃棄物・副産物を原燃料として有効利用すること
ができました。



エネルギーを大量に消費するセメント製造業にとって、省資源、省エネルギーは、化石
燃料の保護、地球温暖化防止の観点からも重要なテーマです。当社は、省資源、
省エネ型の製品づくりと製造技術の導入を通して、環境負荷低減に貢献しています。

環境配慮型の
製品と製造技術

当社川崎工場は、首都圏唯一のセメント焼成窯を有する臨海工場として、高度な
廃棄物処理技術を駆使して、首都圏の多様な廃棄物処理・リサイクルのニーズ
にお応えしています。

環境事業

高炉セメント（省資源・省エネ型製品） 廃棄物・副産物の中間処理

設備面における省資源、省エネ技術

廃プラスチック・可燃物の処理と有効利用

排出土壌の処理と再資源化

川崎市より汚染土壌処理施設として認定

高炉セメントの特長
（ポルトランドセメントとの比較）

高炉セメントとポルトランドセメントのCO2排出量比較
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製品別生産量の推移
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スラグ関連製品　　高炉セメント　　普通セメント
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1,643

‘11
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521521

1,545

467467

512512

566566

344344

CO2排出量（Kg/t）

VPC DC OPC AKC BKC MKC TypeⅢ

2012年度のセメントの国内総需要は、4,457万tと前年度と比べ192
万tの増加となりました。このような状況のもと、生産面では製造原
価の低減に努めるとともに、セメント・スラグ関連製品製造設備の老
朽化対策工事を実施して安定運転に注力しました。また、販売面で
は需要環境の改善に加え、営業力の強化を図り、販売数量の増加と
収益の確保に取り組みました。
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高効率の竪型スラグ粉砕機

廃プラスチックの投入

土壌置場

土壌の改質

原料置場

（　　　）ポルトランド
セメント（　　　）ポルトランド

セメント （　　）高炉
セメント （　　）高炉

セメント （　　）高炉
セメント

１. 製造過程でのエネルギー消費が少ない
２. 製造過程でのエネルギー起源CO2排出量が少ない
３. 製造過程での石灰石起源CO2（＊）排出量が少ない
４. 製造に必要な天然鉱物資源（石灰石）の消費が少ない
（＊） セメントの主原料である石灰石の主成分は、CaCO３（炭酸カルシウム）

という鉱物組成です。石灰石は、セメント製造過程で焼成され、CaOと
CO２に熱分解されます。この過程で発生するCO２が、いわゆる石灰石
起源CO２です。また、工業プロセス起源CO２ともいわれています。

当社川崎工場では、燃え殻、汚泥、がれき類、ばいじんなど
14種類の処分業許可を取得し、浄水場で発生する汚泥
ケーキ、火力発電所から排出される石炭灰をはじめ、さま
ざまな廃棄物・副産物を受け入れ、焼却処理や再資源化
を行っています。排出される廃棄物は多様化し、高度な処
理技術が要求されています。当社は1,450℃を超えるセメ
ント焼成技術を核に蓄積してきた高度なノウハウを活かし、
新たな技術の導入を図りながら、多様な廃棄物の処理に
取り組んでいます。
また、廃棄物の受け入れ方法も、ダンプ車バラ積みで搬入
したり、粉体は圧送船や圧送車、フレコンで搬入するなど、
排出元のニーズに合わせた受け入れ態勢を整えています。

2011年11月4日付で、当社川崎工場が「優良産廃処理業
者」として、川崎市より認定を受けました。
（特別管理産業廃棄物は処理対象外です。）

粉砕時のエネルギー効率の高い竪型ローラミル、熱回収
効率の高いクリンカクーラの導入など、設備面でも省資
源、省エネルギーを目的としてさまざまな新技術の導入を
行っています。また故障ロス低減のための設備保全体制の
見直し、キルン排ガス系への漏入空気低減など、地道な省
エネルギー活動も併せて実施しています。

川崎工場では、燃料用として廃プラスチックの可燃性廃棄
物の有効利用を行っています。その他、紙くず・木くず、そ
れらの混合物まで、各種の可燃性産業廃棄物の処理が可
能です。搬入はダンプ車、パッカー車などがあり、段ボール
詰、袋詰などさまざまな形態に幅広く対応できます。
（塩ビ及び塩ビ混合物は営業対象外です。）

建設発生土をはじめとする各種の排出土壌を、川崎市や
神奈川県全域、さらに関東一円から受け入れています。受
け入れた土壌は、改質や改良を加え、セメント原料用の粘
土として再資源化し、再利用を行っています。受け入れ性
状も、高含水の土壌から、石・砂利・コンクリート塊・レンガ
くずなどの異物が混入した土壌まで、幅広く対応し、発生
元の負担をできるだけ軽減できるように努めています。
（水銀による汚染土壌は営業対象外です。）

当社川崎工場のセメント製造施設及び浄化等処理施設
（不溶化）が、川崎市より、2010年4月1日付で、汚染土壌
処理業の用に供する施設として認定されました。（改正土
壌汚染対策法第22条第1項）これにより、新たに規制対象
区域（形質変更を伴う3,000㎡以上の土地）の汚染土壌に
ついてもセメント原料として処理できるようになり、また、
不溶化処理後に許可取得済セメント工場への処理委託が
可能となりました。

当社の主力製品のひとつである「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たもので、従来
のポルトランドセメントの約40％を高炉スラグの微粉末に
置き換えて製造されています。高炉セメントの製造ではエ
ネルギー消費やCO2排出量、使用する天然資源も少ないと
いう特長があり、まさに省資源・省エネルギー型の環境に
やさしい製品ということができます。



京浜工業地帯唯一のセメント工場という立地条件を活かして、廃棄物・副産物の
積極的な利用を進め、地球温暖化防止に向けたCO2排出削減を継続的に推進し
ています。

地球温暖化防止への
取り組み

セメント製造では、ばいじん、Sox、NOx、ダイオキシン、排水、廃棄物等が少なか
らず発生します。当社は、大気、水、土壌まで、環境を汚さず公害を出さないこと
を最優先に、徹底した環境保全対策に取り組んでいます。

環境保全への
取り組み

エネルギー消費量
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排水処理設備

日本経団連の「環境自主行動計画」に参画しているセメン
ト産業では、1996年12 月に「セメント産業の環境保全に
関する自主的行動計画」を策定（1998年10月改訂）し､
2010年度におけるセメント製造用エネルギー原単位（セメ
ント製造用+自家発電用+購入電力）を1990年度比3.8%
低減させることを目標としています｡当社は2007年度に

この目標を達成し、2011年実績で26.9％低減を実現して
います。さらに閣議決定により排出量取引の国内統合市
場の試行的実施が2008年10月から開始されることに
なり、当社はこれにも参加登録し、2008年度から2012年
度の5カ年平均目標である3,600MJ/t-cem以下に対し、
実績2,946MJ/t-cemと18.1％の削減を実現しました。

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。当社は
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。

経団連と国のCO２削減目標を達成

セメント製造における当社のエネルギー消費量は、生産数
量の増加に伴い、11年度2,699TJから’12年度は2,839TJ
に増加しました。エネルギー原単位は、'11年度2,879MJ／
t-cemから’12年度は2,930MJ／t-cemに増加しました。

これは高炉セメント製品の比率が下がったことによるものです
が、過去5年間のエネルギー原単位を見ると、塩素バイパス設備
新設による故障の減少、代替燃料の積極的な活用、さらに電力
原単位の改善等により2009年度を境に大きく改善しています。

エネルギー消費の削減

セメント事業における当社のCO２排出量は、年間約59万tで
す。これらは化石燃料起源と石灰石起源（工業プロセス起
源）とに大別されます。現在、当社が排出するCO２の内約
60％が石灰石起源です。石灰石起源CO２は、石灰石の主成
分であるCaCO3が、セメント製造プロセスで焼成される際の
熱分解により発生します。なお、本報告書におけるCO２排出

量には、廃棄物燃料から発生するCO２は算入していません。
当社は、天然化石燃料の利用削減と石炭起源CO２排出量の
低減を目的として、可燃廃棄物の利用拡大を推進しています。

CO２排出量の低減

水域・土壌汚染対策

SOx、NOx、ばいじんの低減

硫黄酸化物（ＳＯx）窒素酸化物（ＮＯx）、ばいじんは、セメント
製造におけるキルンやボイラーなどの燃焼排ガスに含まれる
大気汚染物質です。当社は、ＳＯx低減には硫黄含有量の少な
い原燃料を可能な範囲で使用し、ＮＯx低減には低ＮＯxバー
ナの導入や運転操作により対応しています。ばいじんは、電気
集塵機の増設と更新により排出抑制を図っています。これら
の排出量はすべて規制値を下回るレベルで推移し、川崎市へ
常時モニタリング用として排出量の数値を送信しています。

ダイオキシン類の低減

セメント製造工程では廃棄物や副産物原燃料を使用し
ているためにダイオキシン類の生成が懸念されますが、
高温雰囲気の焼成プロセスを経ることでダイオキシン類
が分解されるため、排ガス中の濃度は低レベルで推移し
ています。

※ 2012年度にCO2総排出量が増加したのは、セメント生産量の増加に
よるものです。また、CO2原単位が上昇したのは、高炉セメント製品の
生産量の比率が下がったことによるものです。



活動の成果と計画

活動の成果と計画 環境会計

簡単便利
何度でも無償

具体的な提案に
必要な情報収集
などに

開発方針や
アドバイスを
受けるには

迅速な課題解決には

包括的な技術相談に

有償サポートで
万全な体制づくり

利用可能プログラムレベル

ノウハウを伝授

コンサルティング サービス

ニーズに合わせてフルカスタマイズ

パートナー アドバンテージ

テクニカル サービス コーディネーションを追加購入

パートナー スタンダード

総合的にご支援
テクニカル サービス
コーディネーション

導入・運用時のセットアップや問題解決に

プロフェッショナル サポート

アプリケーション設計や開発のアドバイス

ISV アドバイザリー サービス

顧客のニーズに沿った効果的な提案をご支援

システム提案支援サービス

投稿された技術質問に専任エンジニアがお答え

パートナー オンライン テクニカル コミュニティ

製品の技術的な FAQや重要連絡などを総合的に掲載

Microsoft サポート オンライン

登録メンバー 認定ゴールドパートナー認定パートナー

■当社の環境投資額の累計推移
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当社の環境投資額の累計推移
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1,8701,870

272272

1,8561,856
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費用額

2012年度2011年度

投資額

2012年度2011年度
主な取り組みの内容分　　　類

2013年度活動計画

活動目的 活動計画 活動内容 2013年度活動目標

2012年度活動実績

活動目的 活動計画 2012年度活動実績（前年度実績）

環境と共存する事
業活動の展開

省資 源・省エネル
ギーの推進

地域社会との
共存共栄

地域とのコミュニ
ケーションを図る

エネルギー原単位の
改善と化石燃料の
使用削減

ばい煙・粉塵・
水質汚濁・悪臭・騒
音を防止する

活動内容

環境マネジメントシステ
ムの運用・機能化

地域と連携して環境美化
を図り、セメント産業に
対する理解を深める

安定運転と効率改善によ
りエネルギーロスを低減
する

著しい環境影響箇所の特
定と確実な対応

環境マネジメントシステム
のレベルアップ

●内部監査の充実を図る
　・新規内部監査員養成2名（8名）

●内部監査の充実を図る
　・新規内部監査員養成（2名）

●主力設備（キルン）の故障低減
　・2012年度　窯止め故障13回（29回）
●エネルギー原単位の低減
　・2,930MJ/t-cem（171MJ増）
　※高炉セメント製品の比率低下により増加

●川崎工場周辺の美化活動
　（2012年度4回実施）
●一般市民、教育機関の工場見学を積極的に受入れ、
セメント産業の果たしている社会的役割の理解を深
める。2012年度297名の工場見学受入（268名）

●環境クレーム件数
　・0件（0件）

●内部パトロールの充実
　・毎月実施・検出事項に対応
●環境改善投資工事：6件（5件）
　・仕上ミル減速機更新工事
　・EP移動電極ローラチェーン更新工事
　・粕処理設備改造工事
　・構内道路舗装工事
　・各所安全環境対策工事
　・各所発塵対策工事
●5S・VMの確実な運用と機能化
　・川崎工場全部門での確実な運用
　・5S・ＶＭパトロール実施

環境と共存する事業
活動の展開

省資源・省エネルギー
の推進

地域社会との
共存共栄

地域とのコミュニケー
ションを図る

エネルギー原単位の
改善と化石燃料の
使用削減

ばい煙・粉塵・
水質汚濁・悪臭・騒音
を防止する

環境マネジメントシステム
の運用・機能化

地域と連携して環境美化
を図り、セメント産業に対
する理解を深める

安定運転と効率改善によ
りエネルギーロスを低減
する

著しい環境影響箇所の特
定と確実な対応

●近隣企業とともに周辺の美化活動　　
●一般市民、教育機関の工場見学を積極的に受入れ、セメ
ント産業の果たしている社会的役割の理解を深める

●各会議体及びパトロールで提起された情報・問題点を
環境管理委員会でフォローし、環境クレーム件数0件を
達成する

●内部パトロールの充実
　・毎月実施・検出事項に確実に対応する
●環境改善のための設備投資計画の継続
　・5箇所以上の改善対策を実施する
●VMの確実な運用と機能化
　・川崎工場全部門での確実な運用
　・5S・ＶＭパトロール実施

●故障の低減
　・窯止め故障（12回／年以下）
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（3）管理活動における環境保全コスト

合　　　計

公害防止設備の維持管理

省エネルギー

リサイクル

EMS 維持

（4）社会活動における環境保全コスト　　

（5）環境損傷に対するコスト　

緑化

2. 地球環境保全コスト

1. 公害防止コスト　

3. 資源循環コスト

他産業の廃棄物利用

2012年度の環境保全コスト

環境保全対策の結果

効果の内容 環境負荷の指標

（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

（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

内訳

単　　位

（単位：百万円）

下表は、2012年度の活動目標・内容・実績と次年度の目標を定めたものです。
2012年度の環境活動における活動実績と内外の評価を検証し、さらなる成果をあ
げるために、新たな目標を設定し、環境負荷低減に向けた活動を続けていきます。

2012年度の
活動実績と今度の計画

環境経営に欠かせない要素として、環境会計を導入しています。環境活動における
費用と投資額を集計し、それを把握し評価することにより、より効果的で効率的な
環境活動につなげていきます。

当社の事業活動の中で環境保全に必要なコストとその効
果を把握するために、2001 年度から環境省のガイドライ
ンに沿って環境保全コストの集計を行なっています。環境

会計を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、当社の環境方針、環境目的・目標の達成度を判断す
る際の重要な指標と捉え、集計しています。

環境マネジメントシステ
ムのレベルアップ

下表は、2012年度の活動目標・内容・実績と次年度の目標を定めたものです。2012
年度の環境活動における活動実績と内外の評価を検証し、さらなる成果をあげるた
めに、新たな目標を設定し、環境負荷低減に向けた活動を続けていきます。

2012年度の
活動実績と今後の計画

環境経営に欠かせない要素として、環境会計を導入しています。環境活動における
費用と投資額を集計し、それを把握し評価することにより、より効果的で効率的な
環境活動につなげていきます。

環境会計

デイ・シイの環境保全コストを集計

当社では、環境に関わる設備への投資は、企業経営に欠
かせないものとしてとらえています。公害防止などを目的と
した環境保全設備投資、エネルギー効率改善や廃熱の有
効利用などを目的とした省エネルギー対策設備投資、各種
廃棄物の有効活用を目的とした設備投資等を環境に関連
する投資と位置付けています。これら設備投資は、中長期
計画と各年度毎の懸案事項を勘案しながら計画的に実施
しています。

中長期計画で進める環境投資

（＊） 2012年度はセメント生産量の増加によりNOx、Sox及びばいじんの排出量がそれぞれ増加し、
また高炉セメント生産量の比率が下がったことによりCO2原単位が上がっております。
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会社概要

1. 商 　　　  号
 株式会社デイ・シイ
 （英文名：DC CO.,LTD.）

2. 本 店 所 在 地
 神奈川県川崎市川崎区浅野町1番1号（〒210-0854）

3. 本　　　  社
 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地
 パレール三井ビルディング17階（〒210-0005）

4. 資 　 本 　 金
 4,013百万円（2013年3月31日現在）

5.従  業  員  数
 169名（2013年3月31日現在）

6. 売 　 上 　 高
 25,269百万円（2013年3月期）

7. 主要な事業内容
 ○ セメント並びにセラメント・固化材等
   スラグ関連製品の製造、販売

 ○ 骨材（砂、砂利等）の生産、販売

 ○ リサイクル品（建設発生土、可燃性
   廃棄物等）の再資源化

 ○ 自社所有の不動産の賃貸

8. 主 な 事 業 所
 （1）本　社
  神奈川県川崎市川崎区東田町8番地
  パレール三井ビルディング17階（〒210-0005）

 （2）川崎工場
  神奈川県川崎市川崎区浅野町1番1号（〒210-0854）

 （3）吉野事業所
  千葉県君津市吉野字山田250（〒292-0413）

 （4）市原事業所
　　  千葉県市原市万田野字永谷270（〒290-0549）

 （5）環境事業部
　　  神奈川県川崎市川崎区東田町8番地
  パレール三井ビルディング9階（〒210-0005）

9. 主な関係会社
 ■セメント関連事業
  ●ウツイ・デイシイ興産株式会社
   神奈川県川崎市川崎区東田町8
   パレール三井ビルディング9階（〒210-0005）

  ●株式会社イチコー
   神奈川県川崎市川崎区浅野町1-1（〒210-0854）
 ■骨材事業

  ●三盟産業株式会社
   千葉県君津市寺沢863（〒292-0443）

  ●釼持工業株式会社
   千葉県君津市作木237-1（〒299-1124）

  ●三栄開発株式会社
   千葉県富津市湊1260（〒299-1607）
 ■環境事業

  ●株式会社シンセイ栃木
   栃木県那須郡那須町大字高久甲379-5（〒325-0001）
 ■生コンクリート事業

  ●第一コンクリート株式会社
   神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4
   第3安田ビル4階（〒221-0835）

  ●藤沢生コン株式会社
   神奈川県藤沢市亀井野2301（〒252-0813）

  ●野田生コン株式会社
   千葉県野田市大殿井仲坪277（〒278-0017）

  ●大東コンクリートヒダ興業株式会社
   静岡県静岡市葵区宮前町5（〒420-0822）
 ■住生活事業

  ●エバタ株式会社
   東京都葛飾区東金町1-38-2（〒125-0041）

  ●株式会社シンセイ
   千葉県野田市目吹1636（〒278-0001）

工場の緑化

工場周辺道路の清掃

太陽光発電

砂利採取跡地の緑化の一例砂利採取跡地の緑化の一例

脱水ケーキを使用した土壌改良材 桐の植栽試験

当社のような都市型セメント工場は、地域の環境保全に留意し、社会との共存
共栄をはかることが重要です。このため、人 と々の交流や環境活動への参画など、
地域とのコミュニケーション活動を継続的に行なっています。

地域との
コミュニケーション活動

周辺と調和する工場内緑化と景観づくり

無味乾燥になりがちなセメント工場に緑を。周辺環境との
調和をはかり、潤いのある町づくりに貢献するため、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
の景観に調和させるため、川崎市色彩ガイドラインに沿っ
た魅力的な景観づくりに努めています。

地域のクリーン活動への参加

地域社会の一員として、地域の環境保全・美化活動に参加
しています。近隣企業とともに川崎工場周辺や浅野町工場
団地内の道路清掃を実施しています。

太陽光発電事業を4月よりスタート

当社事業開発部では、川崎工場に隣接する技術部事務所棟
屋上へ太陽光発電装置（システム出力23.5kW）を設置し、
本年４月１日より太陽光発電事業を開始しました。これは、
2012年７月１日から、再生可能エネルギー（太陽光、風力な
どの自然エネルギー）の普及・拡大を目的に始まった「再生
可能エネルギーの固定価格買取制度」を受けたもので、年間
約24MWの発送電を行います。
当社にとって、今後の発電事業への取り組みの一歩であると
ともにCSR(企業の社会的責任)的意義による低炭素社会
構築への一助になるものとも考えています。

コンクリート用原料となる骨材資源開発を千葉県で行ってい
る資源事業本部では、砂利採取跡地を豊かな森林へ早期に
復元することを目標として、緑化工事と緑化に関する試験研
究を進めています。
水源涵養機能、土壌保全機能、地球環境保全機能など健全な
森林が有する公益的機能を回復するため、砂利洗浄の過程で
発生する脱水ケーキを使用した土壌改良造粒材を試作し、植
栽に最適な土壌基盤作りのためのフィールド試験を実施して
います。その他、緑化最適植栽種を研究し、ハンノキ、ヤ
シャブシなどの肥料木やバイオマスエネルギーへの利用が期
待されている成長の早い桐のフィールド試験を行っています。

砂利採取跡地を
豊かな森林へもどす緑化工事
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