
㈱中津川セラミック

所 在 地 　：　岐阜県中津川市茄子川１６４２番地４

創　 　立 ：　１９９３年（平成５年）７月

社　 　長 ：　北村　太

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　 ：　641人（2006.8.1現在）

代表者の緒言 ＩＳＯ認証状況

マテリアルバランス

環境データ（調査期間：２００５年４月～２００６年３月

　取得年月

　■　２００２年１２月

　認証機関

　■　テュフ・ラインランド・ジャパン㈱

　登録認証番号

　■　０９　１００　６８０５／２

ＯＵＴ

ＰＵＴ

ＩＮ

ＰＵＴ

■　エネルギー
　　　購入電力　　 ２８１１万ＫＷＨ
　　　ＬＰＧ　　　　　　 ２０６万Ｋｇ
　　　ガソリン　　　　　　　　 ２ ＫＬ

■　紙
　　　紙類　　　　　　　　　　 ５トン

■　その他材料・補助材料
　　　ガス類　　　　　　　８７１トン
　　　プラスチック　　　 　７７トン
　　　化学物質 ４２８トン

　　　油類　　　　　　　　　１６トン
　　　その他　　　　　　　　 ２トン

■　水
　　　上水　　　　　　　４４０４８トン

■　使用エネルギー
　　 によるＣＯ2排出量
　　　生産　　　　　　 １５４８１トン
　　　輸送　　　　　　　　　　 ４トン

　　　
■　ＰＲＴＲ法対象物質排出量
　　　大気　　　　　　　　１１１トン

■　廃棄物
　　　リサイクル　　　　 ２５５トン
　　 埋立・焼却　　　　 １１８トン

　　　
■　排　水
　　　排　水　　　　　 ４４０４８トン

■　ＰＲＴＲ　

■　大気・騒音・排水　

SITE REPORT ２００６

（単位 ： Kg ）

　当社は日本特殊陶業グループの一員として、
グループの環境宣言・環境方針に基づき当社
の環境行動計画を策定し実行して行きます。
　省エネルギー・廃棄物の削減・資源の有効利
用・環境負荷物質の削減管理等、環境活動を
社員全員で継続的に実行し、地球環境・地域社
会に対しての企業責任と貢献を図って行きます。

（中津川工場全体の複数測定個所のデータ）

大気 公共用水域 土壌 公共下水道 廃棄物

63 　キシレン 13014 4866 7987 161

64 　銀及びその水溶性化合物 1680 1680

68 　クロム及び３価クロム化合物 11611 1816 2832 6963

227 　トルエン 106704 105776 928

230 　鉛及びその化合物 3355 1286 2069

270 　フタル酸ジ-ｎ-ブチル（ＤＢＰ） 28914 3693 8993 10922 5306

272 　フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）（ＤＯＰ） 2360 2031 236 93

346 　モリブデン及びその化合物 4411 650 705 3056

搬出量
対象化学物質名
（報告対象物質）

政令№ 取扱い量
排出量

リサイクル量
移動量

除去処理量

項目 単位 規制値
自主

基準値
平均 ＭＡＸ 項目 単位 規制値

自主
基準値

平均 ＭＡＸ

ｍｇ/Ｎｍ
3 50 20 3 6 - 5.8～8.6 6.2～8.6 7.6 8.5

Ｎｍ
３
/ｈ 0 0 0 0 ｍｇ／Ｌ 50 35 1.6 6.5

ｄＢ 60 58 47.8 52 ｍｇ／Ｌ 15 13 3.3 8.5
ｄＢ 65 63 51.3 54 ｍｇ／Ｌ 40 30 6.9 14.0
ｄＢ 60 58 50.3 53 ｍｇ／Ｌ 5 4 0.5 0.5
ｄＢ 50 50 48.4 50 ｍｇ／Ｌ 10 10 3.2 6.5

ｍｇ／Ｌ 3 2.5 0.2 1.2
個／㎝3 3000 1000 12.4 210.0 大腸菌

種類

 ばいじん
 ＳＯｘ

 ＢＯＤ
 ＣＯＤ
 ｎ-ヘキサン抽出物
 窒素

種類

排水
（公共水域）

 リン

 ｐＨ
 ＳＳ

大気

騒音

 朝方
 昼間
 夕方
 夜間



２００６年度の主な環境目的・目標

２００５年度の環境目的・目標と実績

２００５年度主な環境取組み概要

地域清掃活動

■お問い合わせ先　　総務部　ＴＥＬ　０５７３－６８－５３００

２００５年　９月　２１日　　　９名

工場周辺の清掃

２００６年　４月　６日　　　９名

工場周辺の清掃

法規制遵守状況（２００５年度）

０件

法規則違反、罰金、訴訟の件数

０件

利害関係者からの苦情の件数

No 目的・目標 目標値 実績 評価

原単位当りのCO2
総排出量削減
（直接部門）

2001年度比（原単位）
▲４％

(14.44Kg / Hr)

▲１４．３％
(12.89Kg / Hr)

○

原単位当りのCO2総排出量
削減（センサー）

2004年度比（原単位）
▲1％

(1.287Kg / Hr)

▲３．１％
(1.26Kg / Hr)

○

CO2総排出量削減
（間接部門）

2001年度比（総排出量）
▲15％

(13.4t / 月）

▲１７.２％
(13.1t / 月）

○

2 産廃の有効利用率の向上
ゼロエミッション９８％以上

（３ヶ月以上継続）

10月 99.7%　　1月99.8%
11月 99.7% 　 2月99.7%
12月 99.4%  　3月99.8%

○

3 産廃の総排出量の削減
2003年度比　▲５％

（28.7ｔ / 月）
＋２．７.％

（31.0ｔ / 月）
×

4 上水の使用量削減
2003年度比　▲５％

(3201t / 月）
＋9.0%

(3671t / 月）
×

5 ｸﾞﾘｰﾝ調達推進
事務用品のエコ化率

今期　９２％以上
92.70% ○

6
大気放出されるPRTR法対
象物質の排出量の削減
（ｼｰﾄ原料分除く）

2001年度比（原単位）
▲７０％以上の維持

(4.77g / Hr)

▲７５.３％
(3.94g / Hr)

○

7 その他 周辺清掃回数（２回/年） ２回実施 ○

1

　・ 空冷チラー更新により電力使用量を削減しました。

　・ 真空ポンプ更新により電力使用量を削減しました。

　廃棄物のリサイクル化 　・ 埋め立てしていたシート屑をリサイクル化しました。

　上水の使用量削減 　・ ボイラードレントラップ改善により使用量を削減しました。

　省エネルギー

　環境保全に関する法律・条例・協定及び自主基準を遵守 　ゼロエミッション(有効利用率98%以上)達成（武並工場含む）

　環境関連事故、環境苦情を発生させない

プロダクツ 　ｸﾞﾘｰﾝ調達ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの活用を図る

コミュニケーション 　地域清掃活動の継続実施 ： 年２回以上実施

ファクトリ-
／オフィス

マネジメント

ファクトリ-
／オフィス

　ＣＯ２排出量削減
　　７８０トン／年
　　　　中津川　１７７トン／年
　　　　事業部　６０３トン／年

　シート成形工程から大気放出される溶剤の回収装置導入
　（中津川工場）

 上水使用量削減

　　４０００ｍ
３
／年

　　　　中津川　１０８０ｍ３／年

　　　　事業部　２９２０ｍ３／年

　廃棄物排出量削減
　　２０トン／年
　　　　中津川　　４トン／年
　　　　事業部　１６トン／年


