
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 ： 水野 文夫

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 ： １３２０人 （2011.8.1現在）

SITE REPORT ２０１１

当社は日本特殊陶業株式会社のグループ企業の一員として、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います。

有益な環境側面に着目し、生産性・品質の向上を図りつつ、環境負荷

の少ない物づくりを進めます。

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とより、

持続可能な地域社会の発展に寄与すべく、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 水野 文夫

■ 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～２０１０年度

ＣＯ２の排出量は減少傾向にありましたが、２０１０年度は小牧工場分を１年分計上したこと、また、他３工場でも増産
により増加したため、全体で約２０％の増加となりました。それにつれて原単位も悪化しました。

■ 廃棄物排出量推移と有効利用率 ： ２００１年度～２０１０年度

廃棄物の排出量は２００３年度からは安定し減少傾向に見られましたが、２００９年度は小牧工場の６ヶ月分を、
２０１０年度は１年分を計上したため増加しています。生産性を向上させ削減します。
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ます。
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■ マテリアルバランス ： ２０１０年度

■ エネルギー
　　購入電力　　　　　　 ６,６５６万ＫＷＨ

　　都市ガス　　　　 　　 １,４３８トン

　　ＬＰＧ　　　　　　　 　　３,９３７トン

　　ガソリン　　　　　　　　　　　８ＫＬ

　　軽油　　　　　　　　　　　　  ５ＫＬ

■ 紙

　　紙類　　　　　　　　　　　　  ４トン

■ その他材料・補助材料

　　ガス類　　　　　　　 ３，６５４トン

　　プラスチック　　　　　　１７４トン

　　化学物質　　　　　　３，０３９トン

　　油類　　　　　　　　　　　　１８トン

　　その他　　　　　　　　　　 ３３トン

■ 水

　　上水　　　　　　　１０５，９１８トン

　　井水　　　　　　　４６６，５３３トン

　　リサイクル水　　２３９，３４９トン

■ 使用エネルギー

　　によるＣＯ2排出量

　　　生産　　　　　　３７,４８３トン

　　　輸送　　　　　　　　 　３１トン

■ ＰＲＴＲ法対象物質排出量

　　　大気　　　　　　　　 １３８トン

　　　公共用水域　　　　　　１トン

■ 廃棄物

　　　リサイクル　　　 ２,６１０トン

　　  埋立・焼却　　　　 　１０トン

■ 排　水

　　　排　水　　　 １５４，５７１トン

■ 容器・包装材料

　　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　　　 ２３４トン

　　　紙類　　　　　　　　　　 ２トン

　　　ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ　　　　　　　２６トン
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１．目標に対し９９．１％と達成できました。中津川工場セラミックパッケージ部門が達成でき全体を押し下げました。
２．目標に対して９６．６％とわずかですが達成できませんでした。
３．小牧工場、飯島工場の大きな追加削減対策により、目標を大幅に上回りました。

■ 環境データ（PRTR対象物質排出量） ： ２００５年度～２０１０年度

トルエンの排出量を削減してきましたが、２０１０年度の日本特殊陶業グループ排出量の９９．１％を占めており、
大きな課題と認識して今後も削減に取り組みます。

■ 水使用量推移 ： ２００３年度～２０１０年度

水使用量は比較的安定していますが、２００９年度は小牧工場の６ヶ月分、２０１０年度は１年分を計上したため、
急激に増加しました。

■ 主な環境目的・目標と実績 ： ２０１０年度

水使用量
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№ 地区／目的・目標 具体的目標値 実績 評価

総排出量

　３７,８３０トン／年　以下 〈 実績 〉

〈計画〉 　３７,４７６トン／年

　３７,８３０トン／年

排出量削減

　３５０．４トン／年　削減 〈 実績 〉

〈計画〉 　２４件　３３８．５トン／年　削減

　２１件　３５０．４トン　削減

上水使用量削減

　１,３４７．６ｍ３／年　削減 〈 実績 〉

〈計画〉 　７件　３７,５７７．２ｍ３／年　削減

　４件　１,３４７．６ｍ３／年　削減
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■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） ： ２０１０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 ： ２０１０年度

■主な環境取組み概要 ： ２０１０年度

■ 主な環境目的・目標 ： ２０１１年度

環境経営
　エネルギーコスト、廃棄物処理
　コストを見える化する

事業活動

　セラミックＰＫＧ
　　排出量　：　３３７３７ton以下／年
　　原単位　：　１．０８１ton以下／百万円
　センサー
　　排出量　：　　５０１４ton以下／年
　　原単位　：　０．５０６ton以下／百万円 社会連携

事業活動

　廃棄物・有価物排出量の削減
　　２０１０年度比　原単位１％減

　水使用量の削減
　　２０１０年度比　原単位４％減

　地域清掃活動の継続実施 ： 年２回以上実施
　社外の各種環境活動への参加

回収物重量

2010年10月13日 23名 4.6Kg

2011年3月9日 19名 1.0Kg

工場周辺の清掃

飯島工場

回収物重量

2010年10月27日 14名 1.8Kg

2011年3月18日 13名 10.2Kg

工場周辺の清掃

可児工場

その他、小牧工場では工場周辺清掃を２回実施し計１０名が参加、中津川工場でも２回実施し計１９名が参加。
飯島工場では天竜川水系環境ピクニックに２０名が参加、可児工場では可児川清掃活動に１９名が参加しました。

　・ 省エネ型脱臭炉導入によりＣＯ２を削減しました。

　・ 空調機更新（省エネ型）により、ＣＯ２を削減しました。

　廃棄物の削減 　・ 取り数アップ、メッキの鉛フリー化により、廃液を削減しました。

　水の使用量削減 　・ 焼成炉冷却送水配管を変更し、効率を向上させ水使用量を削減しました。

　省エネルギー


