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ISO認証状況 

PRTR

　セラミックセンサ!の2005年度の環境保全活動は、産廃の削減、省

エネ対策、化学物質管理など各分野において昨年よりも一歩進んだ活動

ができるよう努力し、その成果を出すことができました。中でも、産廃

の有価化を総排出量の27％にまで高められたことは処理費用の削減だ

けに留まらず、企業として環境活動をする一つの方向付けとなりました。

今期は、来期以降の増産に向け第1工場の設備増強、第2工場の増築に

取り組みますので自ずと産廃、省エネ等は厳しい状況になります。 

　しかしながら、弊社の製造する酸素センサーはそれ自体が環境に役立

つ製品であり、これを増産することが即ち地球環境に貢献することを意

味します。従って、今期は厳しい条件下でも原単位での削減を推進しつ

つ、効果的な環境保全活動が行えるよう物流を含めた新たな生産体制の

構築に向け、全社を挙げて取り組みます。 

取得年月 
　2000年12月  
認証機関  
　TUVラインランドジャパン  
認証書番号 
　09 104 8237/2

購入電力 4033万 kWh

都市ガス 84万 m3

LPG 74トン 

ガソリン 2.4 kL

軽油 11.1 kL

上水 94300 トン 

紙類 37 トン 

リユース素地 507 トン 

ガス類 891 トン 

プラスチック材料 1153 トン 

化学物質 319 トン 

油類 4 トン 

その他 223 トン 

エネルギー 使用エネルギーによるCO2

排水 

PRTR法対象物質 

廃棄物 

容器・包装材料 

水 

紙 

主要原材料 

その他の材料・補助材料 

生産 15677 トン 

輸送 35 トン 

排水 94300 トン 

水域 0.67 トン 

リサイクル 860 トン 

埋立・焼却 5.0 トン 

プラスチック類（β） 127 トン 

紙類 1.44 トン 

ダンボール 538 トン 

対象化学物質名 
［ 報告対象物質 ］ 

 

政令No.
取扱量 大気 

公共用 
水域 

水処理 
施設へ 

分解 
反応 

埋立･ 
焼却 

有効 
利用 

排出量 共同排 搬出量 除去処理量 廃棄物移動量 

土壌 製品 

ヒドラジン 253 8,680 1,130 7,550

2,195283 2,359

304 2,050

210

463 1,587

フッ化水素酸 

ホウ素及び 
その化合物 

セラミックセンサ（株） 
SITE REPORT 2006 
所 在 地 ： 愛知県小牧市横内字中横内391-5 

創　  立 ： 1989年12月 

社　   長 ： 川村　光義 

資 本 金 ： 2500百万円 

主要事業 ： 自動車用酸素センサーの製造 

従業員数 ： 427人（2006/3/31現在） 

セラミックセンサ(株)、(株)日特運輸を
含んだ証明書です。 



お問合せ先 

大気・排水・騒音 

地域清掃活動 

お問い合わせ先 CS環境事務局 0568-76-5400

2005年度　環境の目的・目標と実績 

項目 種類 

ばいじん (g/Nm3) 0.1 0.1 ＜0.001 ＜0.001

NOx (ppm) 150 150 48.5 55

pH 6.0～8.0 6.0～8.0 7.2 7.6

SS (mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

18 14.4 6.2 8.0

BOD 18 14.4 5.7 8.2

COD 18 14.4 11.7 ＊1　　16

n－ヘキサン 2 1.6 1.0 1.0

窒素 30 24 14.4 ＊2　　29

リン 4 2.4 0.3 1.0

ほう素 10 10 2.2 4.3

ふっ素 8 8 2.3 4.9

昼間 (dB) 70 70 58.7 59.5

夜間 (dB) 60 60 57.3 58.2

排水 

騒音 

単位 法規制値 自主基準値 平均 MAX

大気 

取り組み項目 管理項目（目的・目標） 2005年度実績 実績評価 
［達成度］ 

 
× 
＊1

■廃棄物の有価化推進 

■油分測定用溶剤（HCFC-225）の排出量削減 

■該当法規制について再確認を行う（順守評価の実施） 

■緊急時対応訓練を１回/年以上実施する 

■県条例に基づく、排出物収集運搬及び処理業者の視察 

■水使用削減案件を推進し、進捗管理を確実に行う　06年度CS削減量　1050t/年 

■CO2削減案件を推進し、進捗管理を確実に行う　06年度CS削減量　250t/年 
 ■廃棄物削減案件を推進し、進捗管理を確実に行う　06年度CS削減量　7t/年 
 

○ 

× 
＊2

○ 

× 
＊3

○ 

○ 

○ 

CO2排出量の低減を図り 
地球温暖化防止を図る 

水使用量削減 

効率的な資源の利用 

産業廃棄物のリサイクル化 

2005年4月16日 2名 小牧山美化活動 

2005年9月22日 8名 小牧地区周辺清掃活動 

2005年10月1日 2名 小牧山美化活動 

2006年3月29日 8名 小牧地区周辺清掃活動 

産業廃棄物の有価化 

埋立廃棄物の徹底分別を行い、100％のリサイクル化を達成した 

地域社会の環境に 
配慮する 

廃棄物の総排出量の 
削減推進 

原単位当りのCO2排出量を削減する 
05年度目標　　0.416　t/千個　  ▲1%（04年度比） 
 
qゼロエミッションの維持　　98％以上 

w廃棄物排出量の削減 
　05年度目標　　60,840kg/月　　▲10％（03年度比)

eガラス・陶磁器屑の埋立量削減 
   リサイクル化促進により埋立排出量の削減計画 
　を策定、着手する 
 

上水・井水使用量の削減 
05年度目標　79,540m3/年　　▲2％（03年度比） 
 
05年度 事務用品エコ化率90％以上 

q工場周辺の清掃活動実施　2回/年 

w小牧市主催清掃活動に参加　2回/年 

99.4%

72,113.1kg/月 
＋6.7%（03年度比)

94,351m3/年 

＋15.06%（03年度比) 
 
96.3%

05/9/22、06/3/29

05/4/16、05/10/1

0.425tCO2/千個 
＋1.41%（04年度比） 
 

2005年度　主な環境取り組み概要 

2006年度　主な目的・目標 

法規制遵守状況 
法規制違反、罰金、訴訟の件数  0

利害関係者からの要求の件数  0

 

■工場周辺清掃活動の実施（2回/年） 

2005年度環境取り組み 

 05年度は紙類、金属類、廃プラ類（製品トレー）等の有価化を推進し総排出量のうち27％を有価品とした。 
（有価とは、廃棄物を再生資源として有用価値が高い状態に分別して買取って頂くこと、産廃処理費用削減だけで 
　なく、資源循環という側面から見ても非常に効果の高いプロセスだと考える） 

＊1　浄化槽の異常にて、
自主基準値を超え
ました。 

＊2　浄化槽の自動薬液
調整要因により、
一時的に自主基準
値を超えました。 

＊1 コストダウンの為、
空調チラー2台更新、
電気からガス（ＬＮＧ）
に変更。直接生産設
備の消費エネルギー
ＵＰ(レーザ溶接機等)
によりCO2の排出量
が増加した。  
＊2 今期は'04年度以
前未計上であった廃
棄物を計上した為、
未達成。  
＊3 生産増等の要因に
より使用量は増加し
た。 

100％リサイクル化達成 
埋立廃棄物を全てリサイクル化 

■小牧市主催清掃活動の参加（2回/年） 


