
環境との
かかわり
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環境方針
　地球温暖化防止や環境負荷低減などに関する6
つの環境方針を定めて、環境保全活動を推進して
います。また、一人ひとりが環境方針を記載した環
境カードを携帯し、意識向上に努めています。

環境マネジメント体制
　エネルギー使用量は、九州本社（鳥栖工場を含
む）と宇都宮工場で、約80%を占めています。筑波
研究所が約10%、東京本社と支店営業所が約10%
のエネルギー使用状況になっています。
　当社は、環境負荷の大きい九州本社および宇都
宮工場を対象にISO14001の認証を取得し、環境
マネジメントシステムを運用しています。
※ 2015年からガソリン使用量を追加したことで、エネルギー使

用量の割合が変わりました。

■ エネルギー管理委員会
　また当社では、エネルギー使用の効率化を推進
するためにエネルギー管理委員会を設置していま
す。
　委員会では各事業所毎に管理委員を選任し、電
気や燃料の使用状況を管理しています。これらの使
用情報に基づき、エネルギー使用の改善指導を行う
とともに情報の共有化を行っています。
　2014年からは、エネルギーの使用側面に応じて
3つの分科会を設置し、よりきめ細かいエネルギー
管理を推進しています。

　環境保全の取り組みを通じて豊かな生活環境を維持す
ることは、当社の経営理念と合致するもので、私たちの重
要な課題の一つとして認識しています。この課題に対処す
るため、私たちは「青い地球」の一員として、社会からの信
頼関係が得られるよう環境保全活動に取り組んでいます。

環境管理

環境マネジメント体制

エネルギー管理委員会体制

九州本社部門

の範囲については、ISO14001の認証範囲となっています。

1課部門

2課部門

管理部門

工場部門

3課部門

製剤部門

4課部門

鳥栖工場

環境管理部門

物流管理部門

鳥栖研究所部門

宇都宮工場

東京本社

筑波研究所

支店営業所
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エネルギー管理統括者

エネルギー管理企画推進者 特定建築物分科会
特定荷主分科会
ピーク電力分科会委員会事務局

九州本社

東京本社 業務本部

宇都宮工場 筑波研究所

［2014年設置］
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九州事業所正門の緑地

環境目的および目標

　環境負荷低減や環境側面の社会貢献活動は目標を達成
することができました。しかし、エネルギー原単位の削減
目標は、製造ラインの新設に伴う生産テストの増加で目標
は達成できませんでした。その他、改善活動を通じた省資
源および廃棄物の削減は、目標の80%を達成しました。

環境方針 環境目標（2015年度） 環境実績（2015年度） 環境目標（2016年度）

省資源

① 今期の改善活動等のテーマに従い
省資源化に繋がるテーマを推進する

ロス率削減および生産収率の改善テー
マは、8割が目標を達成した。目標達成
できなかったテーマも、目標の数％程
度不足したものが大半であった。

① 今期の改善活動等の改善テーマに
従い省資源化に繋がるテーマを推進
する

② 今期の原価低減活動において、省資
源化に繋がるテーマを推進する

薬袋の仕様変更や配送用ダンボール
の使用方法の改善を行った。コンプレッ
サーを更新し、油使用量を減らした。

②  今期の原価低減活動において、省資
源化に繋がるテーマを推進する

省エネルギー

① 工場部門のエネルギー原単位を前
年比に対して１％削減する

① エコパトロールやノー残業デーの指
導を行った。しかし、製造ラインの変
更などで工場のエネルギー使用量
が大きく増えたため、エネルギー原
単位の削減は達成できなかった。

① 工場部門のエネルギー原単位を前
年比に対して１％削減する

② 生産拠点における燃料転換（LNG
化）を推進する

② LNG化への基礎調査を行ったが、コ
ストパフォーマンスで継続検討が必
要となった。

② 九州本社における燃料転換（LNG
化）実施準備をする

③ 製品輸送で発生するCO₂排出量の
削減を推進する

③ 鳥栖工場/東京物流センター間およ
び九州物流センター/東京物流セン
ター間の輸送（一部）を海上輸送にし
た。

③ 製品輸送で発生するCO₂排出量の
削減を推進する

④ 営業車両のハイブリッド化を推進す
る

④ 営業車両をハイブリット車に切り替
えた（全車両のおよそ２０％弱）。

④ 営業車両のハイブリッド化を推進す
る

廃棄物削減 今期の改善活動のロス低減テーマに従
い廃棄物を削減する

製造ロス率の低減を行った結果、改善
テーマの80％で目標を達成した。

今期の改善活動のロス低減テーマに従
い廃棄物を削減する

グリーン調達 環境にやさしい原材料、建築資材及び
設備機器の使用を推進する

事務用品の年間グリーン購入率は、
８０％を超えた。

環境にやさしい原材料、建築資材及び
設備機器の使用を推進する

環境関連の
法規等の遵守と
環境汚染予防

環境測定データの自主基準違反ゼロ
を維持する

総合廃水槽のBOD値が自社基準を超
えた月があり、目標達成にはならなかっ
た。

環境測定データの自主基準違反ゼロ
を維持する

環境にやさしい
商品づくり

新規商品の開発及び製品の仕様変更
時に環境への影響（分別、有害物質の
不使用、バリアフリー等）を配慮するこ
とにより環境にやさしい商品づくりを
推進する

エアゾール缶の製品仕様を変更し、樹
脂の使用量を削減した。
新規材料について製品環境アセスメン
トを3回実施し、問題なかった。

新規商品の開発及び製品の仕様変更
時に環境への影響（省資源、分別、有害
物質の不使用、バリアフリー等）を配慮
することにより環境にやさしい商品づく
りを推進する

地域社会に
おける

環境保全活動

① 生物多様性保全活動を継続する 生物多様性保全活動（除草活動及び植
樹活動など）に参加した。 ①生物多様性保全活動を継続する

② 地域社会における環境保全活動を実
施する

事業所周辺の美化作業を実施した。自
治体主催の美化活動にも参加した。

② 地域社会における環境保全活動を実
施する

③  「久光製薬株式会社ほっとハート倶楽
部」を通じて地域社会の環境団体へ
寄付する（5件/年以上）

環境関連の5団体へ活動支援（寄付）を
行った

③  「久光製薬株式会社ほっとハート倶
楽部」を通じて環境団体へ寄付する

（5件/年以上）

環境マネジメント
システムの
継続的改善

① ISO14001:2015 規格への対応準
備を行う

【達成】  ISO14001:2015規格への
対応として、①FDIS規格の内容確認、 
②ISO14001:2015と現行規格の
GAP分析を行った ISO14001:2015 規格の運用準備を

行う
② ISO14001システム運用データベー

スの更新による業務効率化を実施す
る

全事業所の環境情報を集中管理できる
コンピュータシステムの導入は継続検
討となった。
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90.91%
1.13%
0.31%
4.81%
0.63%
0.04%
0.01%
0.03%
2.13%

購入した製品・サービス
90.91%

資本財 1.13%

スコープ1,2に含まれない燃料及び
エネルギー関連活動 0.31%

輸送、配送（上流） 4.81%
事業から出る廃棄物 0.63% 出張 0.04%

雇用者の通勤 0.01%
輸送、配送（下流） 0.03%

販売した製品の
廃棄 2.13%

マテリアルバランス
　国内の2工場でエネルギーの80%、水の90%を
使用しており、生産活動の状況によって当社のマ
テリアルバランスが大きく変化します。2015年度
の生産数量は前年並みですが、新製品のための生

産ライン増設によりエネルギー使用量は4%増加、
CO₂排出量は10%増加しました。また、全社の水使
用量は、5%の削減となりました。トルエンの使用量
は、生産品目の変化で増加傾向にありますが、燃焼
装置を使い大気への放出を抑える努力をしていま
す。

大 気

電 気

35,970MWｈ
（太陽光発電24MWｈ）

燃 料
重　　油：1,970kℓ
都市ガス：870千㎥
灯　　油：470kℓ
ガソリン:１,３９５ｋℓ

水

上水　　：104,400㎥
工業用水：51,500㎥

CO　
２：31,900ｔ

SOx ：1,860㎏
NOx    ：5,970㎏
トルエン：156㎏

排 水

排  水：72,000㎥
BOD：13,780㎏
ＳＳ    ：4,980㎏

廃棄物

一般および産廃：3,796ｔ
トルエン 　   ：145㎏
アセトニトリル：3,702㎏

対象範囲 ： 久光製薬単体　　集計期間 ： 2015年3月～2016年2月
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化学物質

トルエン　　　：3,262㎏
アセトニトリル：3,702㎏

生産・物流 営業オフィス研究・開発

マテリアルバランス中のCO₂量は、スコープ１、２の値。

カテゴリー別CO₂排出率 ：
サプライチェーンの各過程で
排出されるCO₂の割合

　私は入社2年目になりますが、今年か
ら製造エリアの空調保全業務を担当し
ています。空調設備の細かなチェックが
工場におけるエネルギーの高効率化と
なり、GHG（温室効果ガス）の低減にも
繋がると考えています。
　環境管理にかかわる者として、省エネ
や環境配慮に関して他部門の模範とな
るように心がけたいと思っています。現
在、地球環境保全の大切さを強く意識

するようになり、奥が深い仕事に日々や
りがいを感じながら励んでいます。
　今後は知識と経験を重ね、省エネ設
備の導入に携わるとともに、自分自身
でエネルギー削減の積算や計画等を進
められるよう、日々修練していきたいと
思っています。

更なる環境保全活動を目指して

製造統括部
立石 幸太

●サプライチェーンにおけるCO₂排出量（スコープ3）
　久光製薬では、温室効果ガスの削減を推進
する上で自社の活動の他にサプライチェーン
を含めた上流（原料の製造など）から下流（製
品の販売など）までの排出量削減が不可欠で
あると考えています。2015年からスコープ３

（製造、輸送、出張、通勤等）を管理し、積極的
な情報開示と排出量削減に努めています。
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ユーティリティ設備の点検

二酸化炭素の排出
　二酸化炭素の排出量は前年比で10%増加しまし
た。当社は、事業所におけるエネルギー原単位を前
年比で1%削減することを目標に二酸化炭素の削減
に取り組んでいますが、今後も、サプライチェーン
の上・下流も含めた二酸化炭素の排出削減に努め
ていきます。

二酸化炭素の排出量

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2014年度 2015年度2013年度
（t）

全社 九州本社 宇都宮工場 筑波研究所
ガソリン使用に伴うＣＯ２排出量は含まず

エネルギー使用量の推移
　当社は、エネルギーの多くを九州本社（鳥栖工
場）と宇都宮工場で使用しています。これらの事業
所では、エネルギー管理士を任命し、設備の高効率
化や生産ロスの削減、機器管理標準の見直しなど
を通じてエネルギー使用の効率化に取り組んでい
ます。
　当社で使用するエネルギーの種類は電力が
66%、石油類が17%、ガスが7%の比率（熱量比）に
なっています。
　2015年度は、生産増加により全社のエネルギー
使用量は4%の増加となりました。

事業所別電力使用量

全社 九州本社

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
宇都宮工場 筑波研究所

2014年 2015年2013年（MWh）

（MWh）

2013年度 2014年度 2015年度
全社 33,469 33,177 35,967

九州本社 20,848 20,359 21,921
宇都宮工場 7,426 7,684 8,842
筑波研究所 4,045 4,053 4,075

ユーティリティ設備の高効率化
　2015年度は、省エネ対策としてエコキュートの導
入の他に、長期使用のさまざまな機器を高効率タイ
プへ更新しました。エコキュートは、ボイラー水の余
熱用として導入しました。また、宇都宮工場では、熱
源機器（吸収式冷凍とターボ冷凍機）を季節毎に切
り替えることで設備の高効率運用に努めています。

　照明や冷暖房、モーターなどに使う電気（エネルギー）
は、現在約80%が化石燃料（石油や石炭など）を使って発
電されています。電気の使用は、発電所を通じて多くの二
酸化炭素を発生させていることを意味します。
　温室効果ガスである二酸化炭素の発生を抑え、私たち
の豊かな生活や事業を継続させていくためには、エネル
ギーを効率よく使用することが求められます。

地球温暖化防止

エアーコンプレッサーの更新
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太陽光発電
　太陽光発電設備を鳥栖工場（佐賀県）と宇都宮工
場（栃木県）の製造棟屋上に設置しています。年間
発電量は、総計24MWhで、製造装置の一部および
オフィスの電源として使用しています。鳥栖工場は、
40Wの蛍光灯を500本点灯できる発電能力を備
えています。

オフィスでの省エネ推進
　事務部門では、夏季のクールビズ、冬季のウォー
ムビズを実施し、適切な空調温度設定に努めるとと
もに、夏場はブラインドの活用や必要に応じてサー
キュレーターを利用しています。また、不在時の小
まめな消灯や機器の電源を切るなど従業員各自で
工夫した省エネルギー活動を推進しています。東京
本社においては、6月から9月まで環境対策強化月
間として、共有エリアの消灯、給湯器の温水停止、ト
イレ便座のヒーター停止など、エネルギー使用の削
減に努めました。九州本社では体育館の照明を水
銀灯からLED照明に切り替えたほか、応接室、共用
スペースの蛍光灯も電力使用量が少ないLED照明
に切り替えています。

輸送・車両の省エネ対策
　製品の輸送と営業車両による環境負荷について
対策を進めています。
　営業車両については、2015年度に全612台のう
ち、20%弱に当たる100台をハイブリッド車両に切
り替えました。
　この結果、燃料使用に伴うCO₂量を232t削減し
ました。
　製品輸送の多くは、トラック輸送を行っています
が、輸送量の多い主要経路では、二酸化炭素の排出
量が少ない船舶輸送に切り替えるモーダルシフト
を行いました。
　2015年度は、3,082トンの製品輸送を、船舶輸送
に切り替えて176tのCO₂排出を削減できました。

海外工場のエネルギー使用量
　海外工場では、生産拡大に伴い電力使用量が増
えています。新工場が稼働した久光インドネシアは
５０％近い電力の増加となりました。

2013年度 2014年度 2015年度

ノーベン社
電力 MWh 10,410 11,972 11,581
ガス ㎥ 264,850 365,493 338,396

久光ベトナム
電力 MWh 2,085 2,055 2,855
重油・軽油 ㎘ 0.7 0.9 0.8
ガス ㎥ − − 20,451

久光
インドネシア

電力 MWh 861 978 1,450
軽油 ㎘ 96 72 72

久光ブラジル
電力 MWh 1,941 2,368 2,600
重油 ㎘ 51.5 43.3 36.0
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トラック

トラック

フェリー

トラック

モーダルシフト
切り替え前

モーダルシフト
切り替え後

太陽光発電のパネル

主要輸送経路における船舶へのモーダルシフト



2016 HISAMITSU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 51

環境負荷低減

NAS電池： 電力使用を平準化する為、夜間電気を
貯めて昼間放電します

廃棄物の削減 / 改善活動
　環境への負荷を低減するために、生産部門では、
輸送に使うパレットをアルミパレットに交換すること
で枚数を少なくしました。また、生産効率の改善活
動を通じて生産過程で生じる基準外品の低減に取
り組みました。
　2014年度から遡及的に東京本社の廃棄物を加
算しましたが、2015年度の全社の廃棄物量は3%
の減少となりました。今後は、さらに資源の有効利
用を推進し、廃棄物の削減に努めていきます。

廃棄物量

全社 九州本社
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リサイクルの推進
　生産過程で生じる基準外品は、セメント工場の熱
源としてサーマルリサイクルさせています。焼却後
に発生する灰は、セメントの混合材料として使用し
ています。このため、リサイクル率は100%となって
います。また、輸送用の資材は分別収集し、古紙の
原料やクッション材としてマテリアルリサイクルさ
せています。

水使用量の抑制
　鳥栖工場では、地下水を冷却水として使用してい
ますが、地下水の使用を抑えるための再利用を進
めています。
　宇都宮工場では、およそ3.3万㎥／年の水を使用
しますが、市水と工業用水の併用で、環境負荷の低
減に努めています。その他、事務所では、水圧を調
整することで、節水に努めています。

　宇都宮工場の排水量は25%増加しましたが、鳥
栖工場での排水量が下がったため、全社としては
4%減になりました。

　鳥栖工場の冷却水は、水質汚濁がないことを確
認し、河川へ放流しています。製造に使用した排水
は、BOD（生物化学的酸素要求量）やSS（浮遊物質
量）などを常時監視し、公共の下水施設に排水して
います。
　宇都宮工場の排水も、敷地内の浄化槽で処理し
た後に、工業団地の浄化施設に排水しています。
　いずれの工場から出る排水も、定期的な水質検
査を行い、基準内であることを確認しています。

　大量生産、大量消費といった20世紀型社会は、気候変
動、資源の枯渇、生活環境の悪化などさまざまな問題を
引き起こしています。豊かな現在の社会を、将来の人々に
引き継いでいくためには環境負荷の低減が喫緊の課題に
なっています。持続可能な生活や事業活動のために、当社
は適切な資源の利用と、自然環境を維持する取り組みを進
めています。

水使用量

全社 筑波研究所九州本社
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大気汚染物質の管理
　大気汚染物質であるSOx（酸化イオウ）、NOx（酸
化窒素）は、主にボイラーおよび自家発電機から排
出されます。鳥栖工場では、ボイラーを大型の炉筒
煙管ボイラーから小型の還流ボイラーに切り替え
たことでSOｘ、NOｘの発生量が減少しました。宇都
宮工場や研究所は、ボイラー稼働時間が増え、排出
量が増加しています。今後は、ボイラーの運転方法
の改善などを通して大気汚染物質の削減に努めて
いきます。

特定化学物質の管理
　環境に影響を与える化学物質は、大気への放出
量および廃棄した量を把握することが法的に義務
付けられています。当社では、試験分析に使用する
アセトニトリルと製造用のトルエンが該当します。
2015年度は排気燃焼装置の稼働により、トルエン

およびアセトニトリルの廃棄量が減少しました。今
後も、大気への放出を減らす取り組みを継続してい
きます。

緊急時対応訓練
　通常業務中での緊急事態、地震・火災などの状況
における緊急事態などを想定し、環境に与える影響
の種類や範囲、深刻度の評価を行っています。その
評価に基づき、優先度の高い事態に対する12項目
に対して緊急時対応計画を策定し、年に1回以上の
対応訓練を行っています。鳥栖工場では、危険物貯
蔵施設においてタンクローリー車から貯蔵タンクへ
移送中に内容物が漏洩したという想定で対応訓練
を行いました。

（㎥）

2013年度 2014年度 2015年度
全社 91,987 77,654 72,005

九州本社 64,187 46,487 37,259
宇都宮工場 13,069 16,454 20,600
筑波研究所 14,731 14,713 14,146

（kg）

トルエン アセトニトリル
大気排出 産廃処分 大気排出 産廃処分

2011 115 860 0 3,740
2012 37 761 0 3,037
2013 185 1,382 0 3,279
2014 227 2,039 0 4,507
2015 156 145 0 3,702

排水量

（kg）

2013年度 2014年度 2015年度
BOD 排出量 11,870 10,670 13,780
SS 排出量 6,740 5,900 4,980

水質汚濁物質の管理

（kg）

2013年度 2014年度 2015年度
SOx 排出量 1,960 1,940 1,860
NOx 排出量 5,000 4,700 5,970

緊急事態対応計画一覧

部門 緊急事態対応計画名 対象設備、機器
QAQC-G 水素ガス漏れ 水素ガスボンベ、配管

ロジスティクス部 搬送時の液体原料漏れ −

環境管理課

液体廃棄物の漏洩
工場排水槽満水時対策

総合排水
自家発電機
ボイラー

廃棄物集積所
工場廃水槽
総合排水層

自家発電設備
ボイラー

研究開発G
燃料漏れ

水素ガス漏れ
危険物漏洩緊急対策

ボイラー、自家発電設備
水素ガスボンベ、配管

危険物貯蔵施設
鳥栖工場1課 危険物貯蔵災害対策 危険物貯蔵場所
鳥栖工場2課 危険物貯蔵タンク 危険物貯蔵タンク（GL）

NAS電池の緊急時対応訓練
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分　類
2013年度 2014年度 2015年度

（千円） 前年比% （千円） 前年比% （千円） 前年比%
公害防止コスト 56,760 41 51,210 90 27,960 55
地球環境保全コスト 41,260 45 81,250 197 78,250 96
資源循環コスト 179,620 117 157,350 88 151,370 96
上・下流コスト 6,200 75 6,410 103 11,740 183
管理活動コスト 51,930 214 54,210 104 55,000 101
社会活動コスト 10,130 121 12,120 120 13,630 113
環境損傷対応コスト 410 101 400 98 390 98

合　　計 346,310 119 373,540 108 339,150 91

分　類
2013年度 2014年度 2015年度

実　績 前年比% 実　績 前年比% 実　績 前年比%

エネルギー使用量 （478,020 GJ） （98） （465,830 GJ）
517,460 GJ

（97）
− 

  
540,000 GJ

  
104

CO₂排出量 （28,420 t） （115） （27,720 t）
29,080 t

（98）
− 

 
31,900 t 110

SOx 排出量 1,960 kg 131 1,940 kg 99 1,860 kg 96
NOx 排出量 5,000 kg 104 4,700 kg 94 5,970 kg 127
水使用量 174,870 ㎥ 105 164,000 ㎥ 94 155,880 ㎥ 95
排水量 91,990 ㎥ 116 77,650 ㎥ 84 72,000 ㎥ 96
BOD 排出量 11,870 kg 69 10,670 kg 90 13,780 kg 129

廃棄物排出量 （3,830 t） （93） （3,904 t）
3,913 t

（102）
− 

  
3,796 t 97

※2014年度からエネルギー使用量にガソリン使用量を加算しました。また、東京本社の廃棄物排出量を加算し集計しています。

海外工場の環境負荷低減
　新工場が稼働した久光インドネシアの水使用量を除いて、海外製造拠点の水使用量および廃棄物は減少傾
向にあります。特に、水リサイクルを推進したノーベン社の水使用量は大きく減少しました。久光ブラジルは、
冷却水として地下水を使用しており使用量の把握ができていませんが、節水に努めています。今後も、日本の
環境負荷低減技術を共有し、環境にやさしい工場造りを推進していきます。

環境会計
　環境省の「環境会計ガイドライン」を参考に環境保全コストと環境保全効果を算出しました。2015年度は、
九州本社のボイラー定期点検費を機器維持費としたため、地球環境保全コストが少なくなりました。また、ボイ
ラー更新を翌年に繰り越したため、2015年度の公害防止コストが減りました。
　環境保全効果では、水使用量および排水量、廃棄物量が減少しましたが、新工場稼働に伴ってBODが増加し
ました。この対策として排水方法の見直しおよび監視強化を行っています。

2014年度 2015年度

ノーベン社
水使用量 ㎥ 29,690 6,680
廃棄物排出量 t 594 363

久光ベトナム
水使用量 ㎥ 39,134 27,257
廃棄物排出量 t 88 74

久光インドネシア
水使用量 ㎥ 10,011 11,736
廃棄物排出量 t 17 18

久光ブラジル
水使用量 ㎥ − −
廃棄物排出量 t 211 192
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環境コミュニケーション
■ NPOとの協業　
　九州本社近隣の里山に生い茂った孟宗竹の伐採
と、竹薮に不法投棄された生活ゴミの撤去を、当社
環境クラブと地元NPOとの共同で行いました。 ま
た、伐採した跡地には、在来種の広葉樹100本余り
とトチュウ、キハダなどの薬木を植樹し生物多様性
の保存に努めました。 
　2016年度は植樹した場所の下草刈りと追加の
植樹活動を計画しています。 

■ エヒメアヤメの保存
　絶滅危惧種ⅠAであるエヒメアヤメの種を「天然記
念物えひめあやめ 自生南限地帯自然環境保全会」
様から頂き、繁殖させる活動を始めました（久保泉
町起源の種）。 育て方などの細かな管理について
は、同会の皆さまにご教示いただいています。

 

美化活動への参加
　環境コミュニケーション活動として、地域で開催
される美化活動に参加しています。従業員への参加
呼びかけを行うとともに、環境コミュニケーションの
重要性を啓発する活動も行っています。

美化活動でのゴミ回収量（他参加団体を含む）
「県内一斉ふるさと美化活動」

　総参加者388名、回収ゴミ量80kg

「轟木川清掃」
　総参加者162名、回収ゴミ量390kg

「捨てちゃイ缶バイ! 作戦」
　総参加者290名、回収ゴミ量110kg

エヒメアヤメが自生している地区は、野焼きや
下草刈りなどが行われ、里山の環境が維持され
ていました。

●エヒメアヤメ
　アヤメ科の多年草植物。国の天然記念物
に指定され、九州では、佐賀市久保泉町と福
岡県筑紫野市および
宮崎県えびの町の3
箇所にのみ自生。毎
年3月下旬から4月上
旬に開花します。


