
有効利用の定義
当社定義として、発生
した廃棄物のうち、資
源として利用価値のあ
るもの、リユース、リサ
イクル（熱回収を含む）
できるものをいいます。
有価物として売却した
ものも含みます。

ゼロエミッションの
定義
当社定義として、産業
廃棄物および事業系
の一般廃棄物を含め
て、有効利用率が98％
以上であることとしま
す。

有効利用率 ＝  　　
リユース＋リサイクル 
リユース＋リサイクル（＋埋立・焼却 ）
≧ 98％

W eb
各事業所の
廃棄物排出量

39 CSR Report 2011

環境報告

廃棄物

基本的な考え方
　当社グループは、資源を最大限に有効利用するため、廃棄物排出量の削減を第一に取り組むとと
もに、排出する廃棄物は再資源化されるよう処理しています。

2010年度目標とエコビジョン2010に対する結果 W

　2010年度は、グループで794トンの廃棄物削減
を目標に取り組みました。しかしながら、大きな削
減量を見込んでいたオーガニックパッケージ工程
での歩留改善が進まず、削減量は678トンとなり、
目標を達成できませんでした。
　エコビジョン2010では、廃棄物排出量の削減と、
廃棄物による環境負荷低減としてリサイクル残渣
の削減を目指しました。2010年度の廃棄物排出量
は16,819トンであり、2003年度に比べて2％削減
しました。また、有効利用率は99.2%であり、2005
年度以降、ゼロエミッションを維持しています。一
方、廃棄物処理業者や処理方法の見直しを行い、リ
サイクル残渣の低減を図りました。

■ 2010年度目標と結果

目標（削減量） 結果
グループ 794トン 678トン

■ 廃棄物排出量の推移
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2015年度目標と2011年度目標
　エコビジョン2015では、廃棄物排出量（有価物含
む）の削減を目指して、原単位目標を設定しました。
　2015年度は、原単位0.068トン/百万円（2007
年度比30％減）を目標とします。また、2011年度は、
0.072トン/百万円（2007年度比26％減）を目標と
して、薬品の使用量削減や寿命延長によって廃棄
物の削減に取り組みます。

┃PICK UP┃

集塵機の経路見直しによる回収屑の再利用 - 小牧工場
　アルミナ素地のプレス・削り工程では、発生した
削り屑を集塵機で回収しています。回収した屑を
原料として再利用するには、複数の素地が混在し
ていないことが必要です。そのため、従来は4号
機の回収屑しか再利用していませんでした。
　そこで、ダクトの経路を見直して素地Bの回収
を1号機に集約し、2、3号機は素地Aのみとしまし
た。これによって2、3号機の回収屑も再利用が可

能となり、年間87トン(64％)の廃棄物を削減する
ことができました。
対策前

廃棄

1号機

廃棄

2号機

廃棄

3号機

再利用

4号機
素地
A 素地

C

素地
B

素地
A

素地
B

素地
A

素地
A

素地
B

対策後

廃棄

1号機 2号機 3号機

再利用再利用再利用

4号機
素地
A 素地

C

素地
B

素地
A

素地
A

素地
A

Voice

　小牧工場のリサイクルセンターで、廃棄物の管理を
担当しています。各部署が排出する廃棄物の分別方法
や廃棄場所を明確にして、分別間違いが起きないよう
注意しています。廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際
は、マニフェストを発行し、確実な処理をお願いしてい
ます。また、廃棄物処理業者を訪問
し、処理施設などを確認しています。

環境安全部　主任　中村 善徳
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水資源

基本的な考え方
　当社グループは、水資源を重要な資源と認識し、事業活動に使用する上水、井水の使用量の削減に取り
組んでいます。

2010年度目標、エコビジョン2010に対する結果
　2010年度は、グループで9,755m3の使用量削
減を目標に取り組みました。その結果、46,075m3

の削減対策を実施し、目標を大きく達成しました。
　エコビジョン2010では、水資源の有効利用とし
て、事業活動に使用する上水および井水の総使用
量の削減を目指しました。2010年度の使用量は
187万m3であり、2003年度に比べて3％削減する
ことができました。

■ 2010年度目標と結果

目標（削減量） 結果
グループ 9,755m3 46,075m3

■ 上水・井水の使用量の推移
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┃PICK UP┃

バイパス配管の設置による節水 - NTKセラミック株式会社
　NTKセラミックの飯島工場では、冷却水を循環
して使用しています。
　1階系統、2階系統にそれぞれポンプで送水し
ていますが、1階系統の末端で水量が不足し、井
水を補給して水量を確保していました。しかし循
環システムのため、井水を補給した分だけ冷却水
タンクで冷却水がオーバーフローし、無駄になっ
ていました。その一方で2階系統の水量は十分で、
余裕がありました。
　そこで、1階系統と2階系統をつなぐバイパス
配管を設置し、1階系統でも十分な水量を確保で

きるようにしました。これによって井水の補給が不
要になり、井水使用量を年24,000m3削減するこ
とができました。
対策前 対策後

設備
2F

設備

熱
交換器

熱
交換器

冷却水
タンク

P P

1F

井戸水

バイパス配管

オーバー
フロー

設備
2F

設備

熱
交換器

熱
交換器

冷却水
タンク

P P

1F

2015年度目標と2011年度目標
　エコビジョン2015では、水使用量の削減を目指
して、原単位目標を設定しました。
　2015年度は、原単位6.98m3/百万円（2007年
度比8％減）を目標とします。また、2011年度は、
7.77m3/百万円（2007年度比2.5％増）を目標とし
て、めっき工程の合理化、冷却装置の見直しなどに
よる水使用量の削減に取り組みます。

Voice

　私たちは小牧工場に井水と上水を供給しています。
井水は、地下水を汲み上げて、装置を使って鉄・マンガ
ンなどを除去してから送水しています。上水は、一旦貯
槽に貯めてから工場へ送水しており、飲料用としても
使用されているため、水質管理には特に気を使ってい
ます。井水・上水とも、断水しないように設備の維持管
理をして、安定供給に努めています。

工務部　酒井 勝治
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