
ＮＴＫセラミック株式会社

所在地　：　岐阜県中津川市茄子川１６４２番地４

創　 　立 ：　２００９年（平成２１年）１０月

社　 　長 ：　河合　忠男

資本金 　 ：　５０百万円

主要事業　：　セラミックパッケージ・

　　　　　　　　　自動車用センサー部品製造　

従業員　 ：　１３７９人　（2010.8.1現在）

SITE REPORT ２０１０

　当社は２００９年１０月に中津川セラミック、飯島セラミック、可児セラミック、日
本特殊陶業小牧半導体セラミック部門を合併し、ＮＴＫセラミック株式会社とし
て設立した会社です。
　日本特殊陶業グループの一員として、半導体関連及び自動車関連のセラミッ
ク部品を製造しております。
　自主自営の旗印のもと、生産性の向上を図り、環境負荷の少ない物づくりを
進めていきます。
　企業の社会的責任を果たすべく、環境コンプライアンスはもちろん、持続可能
な地域社会の発展に向けて、省エネルギー、省資源等の積極的な活動を従業
員一丸となって実施していきます。

取締役社長　河合　忠男

■　代表者の緒言

■取得年月

　　２００２年１２月

■認証機関

　　財団法人　日本品質保証機構

■登録認証番号

　　ＪＱＡ－ＥＭ６４５２

■　ＩＳＯ認証状況

本社・中津川工場

小牧工場 飯島工場 可児工場



■　ＣＯ２排出量推移とエネルギーの効率化　：　２００１年度～２００９年度

ＣＯ２の排出量はこの３年間減少している、特に２００９年度は小牧工場の６ヶ月分を計上したにも関わらず、
他３工場の減少により全体で減少している。原単位も良くなってきており、生産性の向上が見られる。

■　廃棄物排出量推移と有効利用率　：　２００１年度～２００９年度

廃棄物の排出量は２００３年度からは安定し減少傾向にも見られたが、２００９年度は小牧工場の6ヶ月分を計上
したため増加している。生産量に大きく影響されるため大幅な削減対策が必要。
有効利用率は２００６年度以降９８％以上を達成しており、ゼロエミッションを継続している。
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■　マテリアルバランス　：　２００９年度

廃棄物排出量
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ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ基準

■ 使用エネルギー
　　によるＣＯ2排出量

　　　生産　　　　　 ３０,９１７トン
　　　輸送　　　　　　　　　３５トン
■ ＰＲＴＲ法対象物質排出量
　　　大気　　　　　　　　１３０トン

　　　公共用水域　　　　　 １トン
■ 廃棄物
　　　リサイクル　　　２１６９トン

　　  埋立・焼却　　　　 　　７トン
■ 排　水
　　　排　水　　　１５５，４７０トン

■ 容器・包装材料
　　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　　　２２２トン

　　　紙類　　　　　　　　　　１トン

　　　ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ　　　　　　　１５トン

■ エネルギー
　　購入電力　　　　５,２７５万ＫＷＨ
　　都市ガス　　　　　　　８２４トン

　　ＬＰＧ　　　　　　　　３,７９１トン
　　ガソリン　　　　　　　　　１０ＫＬ

　　軽油　　　　　　　　　　　　５ＫＬ

■ 紙
　　紙類　　　　　　　　　　　　 ５トン
■ その他材料・補助材料
　　ガス類　　　　　　　　２,６２１トン
　　プラスチック　　　　　  １５７トン
　　化学物質　　　　　　４,０８８トン
　　油類　　　　　　　　　　　　 ９トン
　　その他　　　　　　　　　　２１トン

■ 水
　　上水　　　　　　　　８８,３６７トン
　　井水　　　　　　　２７９,６１１トン
　　リサイクル水　　１８２,３８２トン
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■　主な環境目的・目標と実績　：　２００９年度

１．目標に対し１１０．５％と達成できませんでした。中津川工場での大幅な増産が大きな要因となりました。
２．全ての工場で達成できました。特に小牧・飯島工場は予定を大幅に上回りました。
３．目標に対して９１．２％とわずかに達成できませんでした。小牧・中津川工場は予定どおり実施できました。

■　環境データ（PRTR対象物質排出量推移　：　２００５年度～２００９年度

トルエンの使用は減少してきているもののまだまだ多く、今後どう削減するかが大きな課題である。

■　水使用量推移　：　２００３年度～２００９年度

水使用量は比較的安定しているが、2009年10月の合併により、小牧工場の6ヶ月分を計上したため、急激に
増加している。

水使用量

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度

万ton 上水 井水

PRTR対象物質排出量

0

50

100

150

200

250

300

350

'05年度 '06年度 '07年度 '08年度 '09年度

ton その他

銀及びその水溶性化合物

ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ（DOP）

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物

鉛及びその化合物

三価ｸﾛﾑ化合物

ｷｼﾚﾝ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙ（DBP）

ﾄﾙｴﾝ

№ 地区／目的・目標 具体的目標値 実績 評価

総排出量

　３２３０６トン／年　以下 〈 実績 〉

〈計画〉 　３５７００トン／年

　３２３０６トン／年

排出量削減

　３５．５トン／年　削減 〈 実績 〉

〈計画〉 　１２件　１０２トン／年　削減

　１１件　３５．５トン　削減

上水使用量削減

　３４１５．４ｍ３／年　削減 〈 実績 〉

〈計画〉 　６件　３１１４．８ｍ３／年　削減

　８件　３４１５．４ｍ３／年　削減
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ＣＯ２総排出量

廃棄物排出量削減

水資源の有効利用

×



■お問い合わせ先　　総務部　ＴＥＬ　０５７３－６８－５３００

■　地域清掃活動　（４工場で　１０回／年　実施）　：　２００９年度

法規制違反、罰金、訴訟の件数 ０件

利害関係者からの苦情の件数 ０件

■　法規制遵守状況　：　２００９年度

■主な環境取組み概要　：　２００９年度

回収物重量

2009年4月2日 １６名 ０．９０Kg

2009年9月28日 ９名 １．７５Kg

工場周辺の清掃

中津川工場

回収物重量

2009年9月22日 ２３名 ９．８０Kg

2010年3月11日 １７名 ３．７０Kg

工場周辺の清掃

可児工場

※ ２００９年１０月に４工場を合併し、ＮＴＫセラミックを設立しました。今回のデータは４工場の数字を合計

　　したものですが、小牧工場分は２００９年１０月からの６ヶ月分のみ計上しています。

■　主な環境目的・目標　：　２０１０年度

　・ 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ発停制御による電力使用量を削減しました。

　・ 圧縮エアー圧力の見直しによる電力使用量を削減しました。

　廃棄物の削減 　・ 歩留まり改善により廃棄物を削減しました。

　水の使用量削減 　・ スクラバーのオーバーフローレベルを見直し、水使用量を削減しました。

　省エネルギー

マネジメント
　ＣＳＲ経営の推進
　　　緊急事態対応訓練を実施する

　ＣＯ２総排出量

　　　３７，８３０トン／年　以下

　廃棄物排出量削減
　　　３５０トン／年　削減

ファクトリ
／オフィス

　環境に配慮した設計・製品づくり
　無電解Au,Niﾒｯｷに使用される鉛材を廃止する。（技術G)
　LCA手法を理解し、事業部製品（ｾﾗﾐｯｸ)へ導入する。（設計G）

コミュニケーション
　自然保護と社会貢献の推進
　　　工場周辺の清掃
　　　自治体等の環境イベントへの参加

　キシレン排出量削減　（小牧製造部）
　環境負荷の少ない処理方法の採用　（中津川工場）
　　（業者見直しによる処理費用等の削減）

ファクトリ-
／オフィス

プロダクツ

　水使用量削減

　　　１，３４７ｍ
３
／年　削減


