
 

　　　　　　　　　　　　再発防止対策進捗状況表

作成日 ：　平成19年 9月 20日

更新日 ：　平成20年 5月 28日

項　　　　　目 原因に対する対策方針 具体的な内容 対象箇所 備考

１） 操業部門に対する法令教育 ・ ● 継続実施
継続実施

1.操業管理･設備面
　について

   平成20年度
10月 11月

平成19年度
2月 3月12月 4月1月9月

ﾎﾞｲﾗｰ
操業部門

大気に関わる基準値・協定値・届出値について、
ﾎﾞｲﾗｰ操業部門の管理職による全操業員・ｽﾀｯﾌへ
の教育実施。

再発防止策

操業員・ｽﾀｯﾌに対して法令教育
を実施する。

10 20 10 2

8月15日完了

・ ● 継続実施
継続実施

・ ● ● ● ● ● ● 　　● 　● 継続実施
第1回基準書教育第2回基準書教育 　　第3回基準書教育 法令・基準書ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ教育

訓練 訓練 訓練

２） ・ 　　　　　● ● 完了
       法令ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ作成

３） 環境評価制度の導入 ・ 継続実施

継続実施

5月7日配布

9月13日基準書作成完了

　9月10日開始

ﾎﾞｲﾗｰ
操業部門

合理化工事等設備改造時の関係
法令確認と環境への影響を配慮
した設備とする

　9月4日開始

操業主任にﾎﾞｲﾗｰ停止の権限を
与えることで異常時の対応を迅
速化する。

全工場

ﾎﾞｲﾗｰ
操業部門

環境測定値が、届出値を超過する恐れが生じた時
は、操業主任の判断でﾎﾞｲﾗｰの負荷を下げ、さらに
操業主任にはﾎﾞｲﾗｰを停止できる権限を与える。ま
た、当権限を運転管理基準書への規定化。

ﾎﾞｲﾗｰ
操業部門

電気事業法の報告規則について、操業部門の管理
職に対し、電気主任技術者・ﾎﾞｲﾗｰﾀｰﾋﾞﾝ主任技術
者が教育を実施。

環境関連法令の主旨、目的、内容を理解させるた
め、公害防止管理者（大気関係第1種）による、操業
員・ｽﾀｯﾌを対象とした教育の実施。

操業主任へのﾎﾞｲﾗｰ停止権限
の付与

合理化計画書に予測される環境値を記載し、工事
完了後には測定結果に基づく環境評価を実施す
る

78月22日完了

４） ・ ● 完了

11号・15号・20号ﾎﾞｲﾗｰは9月20日設置完了

4月16日、3期工事完了

５） ・ 11号ﾎﾞｲ ● ● ● 完了

15号ﾎﾞｲ 2月26日、

1期工事完了

20号:10月10日完了 完了

６） ・ 11号ﾎﾞｲﾗｰ ●

20号ﾎﾞｲﾗｰ

15号:10月19日完了

測定場所の環境改善を図る。 ・ 15号ﾎﾞｲﾗｰ ● 完了

20号ﾎﾞｲﾗｰ

3月14日、2期工事完了

　　20号:11月21日完了

11号:9月3日完了

その他１１基は10月30日完了

垂直ﾀﾗｯﾌﾟを止め、歩廊・安全柵および屋根付測定
ｽﾃｰｼﾞを設置し、測定者の安全を確保する。

測定場所を排出ｶﾞｽの流れがより安定する直道部
に変更する。

した設備とする。

ｽﾗｯｼﾞ供給量が連続で監視できる記録計を設置す
るとともに、搬送ｺﾝﾍﾞｱに設置されたﾀﾞﾝﾊﾟｰをｵﾝｵﾌ
制御から可変式に改造し、ｽﾗｯｼﾞを一定量安定して
投入できる設備とする。

ｽﾗｯｼﾞﾎﾞｲﾗｰの燃焼を安定させ
る。

届出値（基準値）を逸脱する恐れ
が生じた時に警報を出し操業員
に周知する。

る。

常にNOx・SOx・CO濃度について、任意の10分間平
均値を表示するとともに、警報器を設置することで、
１時間平均値および燃焼温度が届出値（基準値）を
超えない操業を可能にする。

任意の１０分間平均値の表示
及び警報器の設置

精度の高いばいじん測定値を得
る。

ﾎﾞｲﾗｰ
操業部門

ばいじん測定場所の変更

ｽﾗｯｼﾞﾎﾞｲﾗｰの燃料供給設備の
改善

10

・ 完了

（三島工場）

11月10日導入完了

（三島工場）

７） ・ 完了

１) ・ ● 完了

２) ・ ● 完了

環境測定値の異常発生時・操業形態変更時の操業
手順の見直しを行い、運転管理基準書を整備する
とともに、協定値・届出値を明記する。

固定式環境値測定計器の調整時に代替で計測でき
る携帯式の排ｶﾞｽ測定器を3台購入。

ﾎﾞｲﾗｰ

ﾎﾞｲﾗｰ
操業部門

ばいじん測定・測定計器の校正等を、他部門並びに

公害防止管理者と連携した環境改善に取り組むた
め、保安規程を改訂した上で、ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技
術者の増員（現状1名）を行い、電気工作物の保安
の監督業務が確実に実行できる体制へ変更する。

ﾎﾞｲﾗｰ
操業部門 9月3日導入完了

ｷﾙﾝ
操業部門

全工場
（三島工場）

2.組織・監査体制
　について

ﾎﾞｲﾗｰ・ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者と公
害防止組織の連携強化

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者の増員
と電気工作物の保安監督業務が
確実に実施できる体制に変更。

環境値の変動時並びに運転条
件変更時の運転管理基準書の
見直し

環境値の変動時並びに運転条件
変更時の運転管理基準書の見直
し。

携帯式排ｶﾞｽ測定器の購入する。

第三者による測定および ﾎﾞｲﾗｰ操業部門以外での測定・

9月13日完了

10月から開始、継続実施

17

継続実施操業部門 9月分10基完了第三者機関で実施するように変更する。評価の導入 校正の実施。



 

項　　　　　目 原因に対する対策方針 具体的な内容 対象箇所 備考

   平成20年度
10月 11月

平成19年度
2月 3月12月 4月1月9月再発防止策

10 20 10 2

３) ・
1月30日完了 三島工場は完了

可児工場 可児工場は6月末完了

6月末完了予定 予定

再生填料:3月15日完了

・ 完了

ｷﾙﾝ：1月27日完了

・ 関係会社 完了

月 日完了

測定ﾃﾞｰﾀの不適切な取扱いがで
きないｼｽﾃﾑの導入。

法令遵守のための社内監視ｼｽ
ﾃﾑの導入

ｷﾙﾝへのNOx・SOx自動連続測定
装置の設置。（三島工場）

関係会社1社に監視ｼｽﾃﾑの導
入

三島工場

ｷﾙﾝ
再生填料

ばい煙発生施設を有する関係会社1社に独立した
監視ｼｽﾃﾑを導入する

ｷﾙﾝ、再生填料へのNOx・SOx自動連続測定装置を
設置するとともに、社内監視ｼｽﾃﾑにﾃﾞｰﾀを取りこ
む。

環境保全部の監視機能を高める目的で、三島工場
と可児工場の環境値を常時監視可能な監視ｼｽﾃﾑ
を導入する。監視ｼｽﾃﾑへのｱｸｾｽ権限者を環境保
全部の特定の者に限定する。

2月25日完了

・ 本社 ● 継続実施

４） ・ 本社 ● 継続実施

１) ・ 完了

２） ・ ● 継続実施

1回実施

(4/8)

1回実施

(11/10、11、23)

1回実施 1回実施

(1/25) (3/2)(12/1)

3回実施

本社監査部門における監査機
能の強化

監査室に環境面の監査機能を組
み込む。

監査・監視部門は、ｾﾐﾅｰ等への積極的な参加し、
常に 新の環境に関わる情報を入手して操業部門
に配信するとともに、操業員・ｽﾀｯﾌに法令の主旨を
十分に理解させる。

監督・監視部門による環境に関
する 新情報の操業部門への配
信と主旨説明。

監査室は当社並びに関係会社における生産活動が
環境関連法令に従い、適切に実行されていることを
確認する。

入。 監視ｼｽﾃﾑを導入する。

社内及び関係当局への連絡体制
の見直し。

ばい煙濃度を含む大気に関わる環境値の異常発生
時の、社内及び関係当局への緊急体制の見直し。

定期的な住民説明会を継続して行い、地域住民の
皆様との信頼関係を回復してまいります。2ヶ月に1
度の頻度で実施。

3.行政・地域との
　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの改善

地域住民との信頼関係の回復

緊急連絡体制の整備

地域住民との定期的な住民説明
会の継続。

1回実施

(3/28)

全社

全社

8月度:2回実施

(8/21、22)

2回実施

(10/4、6)

8月21日開始、継続実施

9月13日完了

10月から開始、継続実施

10月から開始、継続実施
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