
(株)南勢セラミック　    所在地  ： 三重県度会郡南伊勢町斎田９１-１７

サイトレポート２００７

■　代表者の緒言

 創　立    ： ２００１年（平成１３年）６月

 社　長    ： 脇田 尚正   資本金   ：  ３０百万円

■ISO 14001認証状況 取得年月2002/12/1  主要事業：　 電子部品、自動車用センサ部品の製造

 従業員   ： 48人（2007．3．31現在）

■法規制遵守状況 ■安全衛生
法規制違反、罰金、訴訟の件数 0件 0件

利害関係者からの要求の件数 0件

■2006年度マテリアルバランス

エネルギー 購入電力 932.3万Ｋｗh 使用エネルギーによる 生産 308t

ガソリン 0.4KL 　　　　ＣＯ２排出量 輸送 　9ｔ

軽油 3.1KL

紙 コピー紙 0.14ｔ PRTR対象物質 大気 0.0ｔ

容器・ プラスチック 0.4ｔ 排出量 水域 0.0ｔ

包装材料 紙 0　ｔ

ダンボール 1.4ｔ 　廃棄物 リサイクル 17.2t

その他の材料 プラスチック 1.9t 埋立・焼却 0.1ｔ

　　・補助材料 化学物質 27.2t

油類 1.6t 　排水 生活排水 852t

その他 0.３t （0.6）t

水 上水 153.0t

井水 699t （　　）内は廃棄物　リサイクルの内数

■　環境測定　　 排水

項目 種類 単位 規制値
自主

基準値 平均 MAX 項目  測定場所 単位 規制値
自主

基準値 平均 MAX
排水 ｐＨ - - 8.6 7.1 7.1 騒音 朝方 東 dB 55 55 47.1 47.1

ＳＳ mg/l - 90 14 20 西 51.3 51.3
ＢＯＤ mg/l 20 20 12 14 南 52.7 52.7
ＣＯＤ mg/l - 40 9.67 12 北 48.4 48.4

ｎ－ヘキサン mg/l - 5 <1 <1 昼間 東 60 60 50.4 50.4
鉛 mg/l - 0.1 <0.01 <0.01 西 52.4 52.4
窒素 mg/l - 100 9.63 12 南 57.8 57.8
リン mg/l - 16 0.87 0.99 北 58.4 58.4
大腸菌 個/cm - 1000 17 29 夕方 東 55 55 45.0 45.0

＊排水は排水量（３ｍ3/日）が法規制量以下のため 西 48.6 48.6
　　法規制非該当　　ＢＯＤは町との公害防止協定 南 50.1 50.1

北 47.1 47.1

■ＰＲＴＲ法対象物質 夜間 東 50 50 42.3 42.3

鉛及びその化合物 1052Kg 西 46.6 46.6
南 48.8 48.8

（※リサイクル率 １00％） 北 46.1 46.1
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　南勢セラミックは　『チーム・マイナス６％』　に参加,登録しています。　温室効果ガス排出量の削減に努めます

操業開始以来6年連続無事故．無災害継続中

労働災害

廃棄物（廃アル
カリ）

騒音

弊社は、2001年からの環境取り組みで
   ゼロエミッション・環境負荷物質の使用量
   削減・廃棄物排出量の削減等 大きな効果
   上げることが出来ました。 又、従業員参加
   による工場周辺清掃活動を継続実施して
   参りました。
弊社は、自然豊な環境の中にあり、
   この立地環境を強く意識した企業活動を
   進めて参ります。

INPUT

OUTPUT



■200７年度主な目的・目標

EMS,遵守・確認 　法的、その他要求事項遵守表の見直しと、評価を徹底する
環境経営情報管理の一元化 　スリムオフィス利用ルールに従い、安定した運用を行う

ＣＳＲ経営の推進・環境リスクの削減

　13トン/年のＣＯ２ 削減対策を実施する
　0.7トン/年の廃棄物削減対策を実施する
事務用品エコ化率１００％の維持と輸送燃料使用量の継続管理
ゼロエミッションの維持とリサイクル残渣の調査実施

環境負荷物質の管理の徹底　　　　　　　　　　 ハロゲン系有機溶剤の使用管理を徹底する
社会貢献の推進　　　　　　　　　　　　　 地域清掃活動の継続実施　　年4回以上
ステークホルダーミーテイングの開催 1回／年以上開催する

■２００６年度環境取り組み 　　　　　　　　　　　○：目標達成　．×：目標未達

２００６年度実績

コピー紙の使用量削減 ２００１年度実績の５０％削減 　　削減率　　50％　

　　エコ化率１００％

工場周辺地域清掃活動　年４回以上実施 清掃活動　6.9.12.3月 年4回実施

ステークホルダーミーテイングの開催

■　地域清掃活動

2006．6．13 17 人
2006．9．14 18 人
2006．12．18 16 人
2007．3．18 16 人
場所
 会社周辺の国道沿線

道路側溝清掃 回収 したごみと参加者

■緊急時対応訓練の実施  　■総合防災訓練の実施
　　　2006年11月、従業員と南勢志摩広域消防組合南勢分署

リサイクルセンター の協力で総合防災教育、訓練を実施した
　　廃油漏れ対応、
排水処理棟貯槽、

漏水対応 小型消火器

洗浄剤（ＮＳＦ－７０　） 　による模擬

　　　　漏れ対応等の 訓練

訓練を実施した

環境に配慮したグリーン調達
の推進

事務用品エコ化率１００％の維持と輸送燃料　使
用量の継続管理

ハロゲン系有機溶剤の使用量管理方法を確立
し管理を徹底する

グリーン購入推進と燃料管理

3.7トン/年のＣＯ２ 削減対策を実施する．　上期
で目標達成のため、　目標変更：18トン/年

1.8トン/年の廃棄物削減対策を実施する．上期
で目標達成のため、　目標変更：5.5トン/年

温室効果ガス排出量の削減

温室効果ガス排出量の削減

目的・目標取り組み項目

　　有効利用率　99.6％ゼロエミッションの維持

環境負荷物質の管理の徹底

　　削減量　36ｍ3／年上水。井水使用量削減

廃棄物排出量の削減 　　削減量　6.1ｔ／年

５ｍ３/年の水削減対策を実施する．上期で目標
達成のため、　目標変更：35ｍ3/年

○

○

○

　環境関連事故、苦情、法規制違反ゼロの維持．緊急時対応機器点検実施、
.　緊急時対応訓練の実施：年1回以上

廃棄物の有効利用率９８％以上　の維持

廃棄物排出量の削減

使用済廃液は売却の為、蒸発量管
理とし蒸発量削減方法を徹底

○

○

　　削減量　19.4ｔ／年

○

お問い合わせ先      総務課       0599-65-3366  

○

○

実施年月

６月地元自治会役員とのミーテイング
を開催した

地域社会の環境に配慮

2006年9月、

参加人数

実績評価
【達成度】

○

廃棄物による環境負荷の低減

管理項目 目的・目標


