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東芝ライテック（株）鹿沼工場 サイトレポート情報

所在地 ：栃木県鹿沼市さつき町１丁目１番地（鹿沼工場）

主要製品：蛍光灯（直管・環型）・コンパクト形蛍光灯・ＣＯＢ

ＩＳＯ１４００１認証取得：１９９６年１０月、最新更新年月：２０１１年１０月
（ＩＳＯ認証番号：ＥＣ９９Ｊ２０２６）

敷地面積： １５１，５１３ｍ２、建家面積：３９，４７０ｍ２、緑化率２２．０％（鹿沼工場）

ごあいさつ

２０１２年度の環境の主な取組み

製品・環境技術開発、環境配慮ポイントの紹介

敷地面積： １０，４３９ｍ２、建家面積：４，２３２ｍ２、緑化率３０．７％

環境事務局責任者 佐藤 健一

所在地 ：栃木県鹿沼市深程９９０番地１０

設立 ：１９５３年９月、従業員：１３５人（２０１３年３月現在）

設立 ：１９７２年７月、従業員：４０２人（２０１３年３月現在）

東芝ライテック（株）鹿沼西工場 サイトレポート情報

主要製品：舞台、スタジオ大型照明調光装置、空港照明制御システム装置
ＭＥＳＬ（メッセル）、照明制御システム装置、表示・映像装置

ＩＳＯ１４００１認証取得：２０００年９月、最新更新年月：２０１２年９月
（ＩＳＯ認証番号：ＹＫＡ０７７２８０１）

☆ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステム 、環境保全体制の充実
鹿沼工場：２０１１年１０月に更新（ＪＡＣＯ） 法令、条例の順守。現場管理の強化。

☆化学物質排出量の削減
鹿沼工場：化学物質の排出量、２０１０度と比べて、３２％削減（目標５４％削減）

☆ＣＯ２排出量削減
鹿沼工場：ＣＯ２（エネルギー）の生産高原単位を、前年度と比べて、５７％削減（目標２％削減）
鹿沼西工場： ：ＣＯ２（エネルギー）の生産高原単位を、２００４年度と比べて、５３％削減（目標５６％削減）

☆廃棄物ゼロエミッションの継続
鹿沼工場：廃棄物総発生量の生産高原単位を、２０００年度と比べて、６１％削減（目標２８％削減）。最終処分率は０．０１５％
鹿沼西工場：廃棄物総発生量の生産高原単位を、２００２年度と比べて、６５％削減（目標６０％削減）。最終処分率は０．２２％

☆資材取引先に関する環境配慮
鹿沼工場：取引先環境保全評価の実施（１０社）、廃棄物委託先現地確認（１２社）

☆全員参加・啓発活動の展開、地域社会との強調
鹿沼工場：環境月間・３Ｒ月間・省エネ月間による環境啓発活動、環境ニュースの発行。

地域社会への各種環境行事の参加（１８件）、清掃ボランティア（４回）。
☆生物多様性の推進
鹿沼西工場：水使用量を２０１１年度と比べて、２％削減

東芝ライテック（株）鹿沼工場は、世界遺産にも登録されている《日光》の南方に位
置し、工場からは男体山が望めます。高速道路ＩＣに隣接した立地条件の中で事業
を展開しています。工場では、東芝のＤＮＡの源流である照明製品（蛍光灯・コンパ
クト形蛍光灯・ＣＯＢ）の製造をしています。また、環境保全活動にも全従業員一丸と
なって取り組んでいます。

蛍光灯（直管・環型）・コンパクト形蛍光灯・COB・舞台、スタジオ照明器具
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環境方針
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環境負荷データ（鹿沼工場）

エネルギー使用量（単位：ＫＬ） ＣＯ２排出量（単位：トンーＣＯ２）

水の使用量（単位：千ｍ３） 排水量（単位：千ｍ３）

廃棄物最終処分量と最終処分率（単位：トン、％）

主な廃物名：ガラス、紙、金属、プラスチック、汚泥等

廃棄物総発生量（単位：トン）

化学物質削減対象物質の取扱量（トン） 化学物質削減対象物質の排出量（トン）

主な化学物質：水銀、酢酸ブチル、エチルアルコール
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遵法管理状況（鹿沼工場）

＜排水測定結果＞ 河川（工業団地共同暗渠～姿川～渡良瀬川～利根川・江戸川）へ放流

＜大気測定結果＞ （対象施設無し）

＜環境事故・指導指摘・苦情の有無＞

状況

環境事故発生の有無 なし

工場周辺や地域での環境問題発生の有無 なし

行政からの指導・指摘の有無 なし

近隣住民からの苦情の有無 なし

規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

水素イオン濃度(pH) 5.8～8.6（県条例） 6～8 ７．５ １回／１ヶ月

ＢＯＤ（ｍｇ／㍑） 25（県条例） 2 ７．４ １回／１ヶ月

ＣＯＤ（ｍｇ／㍑） 25（県条例） 20 １１．０ １回／１ヶ月

ＳＳ（ｍｇ／㍑） 50（県条例） 40 １３．２ １回／１ヶ月

窒素（ｍｇ／㍑） 120（水濁法） 20 ６．９ １回／２ヶ月

フッ素（ｍｇ／㍑） 8（水濁法） 1 ＜０．２ １回／２ヶ月

法規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

ＮＯｘ（ppm） 対象外 対象外 対象外 対象外

ＳＯｘ（Nm3/ｈ） 対象外 対象外 対象外 対象外

ばいじん（mg/Nm3） 対象外 対象外 対象外 対象外

＜騒音・振動測定結果＞ 特定施設 （騒音：４９台）、振動１４台）

測定場所：時間 規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

騒音（ｄＢ）
敷地境界：昼 ７５以下 ７５以下 ５２ １回／年

敷地境界：夜 ６０以下 ６０以下 ５４ １回／年

振動（ｄＢ）
敷地境界：昼 ６５以下 ６５以下 ３２ １回／２年

敷地境界：夜 ６０以下 ６０以下 ３４ １回／２年

＜その他測定結果＞ （地下水：主な測定結果）

規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

トリクロロエチレン（ｍｇ／ℓ） ０．０３ ０．０３ ＜０．００１ １回／年

四塩化炭素（ｍｇ／ℓ） ０．００２ ０．００２ ＜０．０００２ １回／年

テトラクロロエチレン（ｍｇ／ℓ） ０．０１ ０．０１ ０．００１２ １回／年

1.1.1-トリクロロエタン（ｍｇ／ℓ） １．０ ０．３ ＜０．０００５ １回／年

総水銀（ｍｇ／ℓ） ０．０００５ ０．０００５ ＜０．０００５ １回／年

鉛（ｍｇ／ℓ） ０．０１ ０．０１ ＜０．００５ １回／年
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遵法管理状況（鹿沼西工場）

＜排水測定結果＞ 河川（思川）へ放流

＜環境事故・指導指摘・苦情の有無＞

状況

環境事故発生の有無 なし

工場周辺や地域での環境問題発生の有無 なし

行政からの指導・指摘の有無 なし

近隣住民からの苦情の有無 なし

規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

水素イオン濃度(pH) 5.8～8.6（協定値） 6.0～8.4 ６．９ 月１回

ＢＯＤ（ｍｇ／㍑） 20以下（協定値） 18以下 １４．９ 月１回

ＣＯＤ（ｍｇ／㍑） ― 19以下（参考） ＮＤ 月１回

ＳＳ（ｍｇ／㍑） ― 38以下（参考） １３．４ 月１回

窒素（ｍｇ／㍑） ― なし

フッ素（ｍｇ／㍑） ― なし

＜騒音・振動測定結果＞ 特定施設 騒音：１１施設（機械プレスなど）、振動：１１施設（機械プレスなど）

測定場所：時間 規制値 自主管理値 実測値 測定頻度

騒音（ｄＢ）
敷地境界：昼 ７５以下 ７５以下 ３６．９ 新設（移設）時

敷地境界：夜 ６０以下 ― ― なし

振動（ｄＢ）
敷地境界：昼 ６５以下 ６５以下 ６２．６ 新設（移設）時

敷地境界：夜 ６０以下 ― ― なし
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環境コミュニケーションの紹介

＜環境一斉アクション＞

６月５日の環境の日に合わせ東芝グループグローバルで一斉に
実施した「環境一斉アクション」に参加して、事業所の看板の消灯
を実施しました。

（実施概要）
・日時：２０１３年６月５日 １９：００－翌日の４：００
・工場の広告看板消灯（０．５６kwhのCO2削減）

当事業所では、４回／年、環境保全委員会に合わせ、工場周辺の清掃
活動を実施しています。当日は、工場長以下、各部門長の参加で、沿道
の美化を行いました。今後も地域活動の一環として、継続していく予定です。

（実施概要）
・日時：２０１２年度（４回）
・参加人数：各１０名

＜工場周辺 清掃活動＞

●工業団地内クリーンキャンペーン活動参画（１０月）
●自治体等主催行事（講習会）参画
環境保全講習会（２０１２年５月：水質汚濁防止法改正説明会

＜鹿沼西工場コミニュケーションの紹介＞


