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１．経営理念 環境方針 

１－１．経営理念 

     「本物を創る」 
日本特殊光学樹脂株式会社は、「本物を創る」という社訓のもと、社員が一丸となって、「本物」のモノづく

りに取り組んでいます。他ではできない、最高の品質・性能の製品生産を日々追求し、常に工夫を、挑戦を、忘

れずに、最先端の加工技術で、お客様のご要望にお応えします。 

同時に地球環境への配慮、個人情報の保護など、「本物」を創造する企業に必要不可欠な要素も経営の最

重要課題の中にあげ、「本物の町工場」を目指す。 それが日本特殊光学樹脂株式会社の経営です。 

１－２．環境方針 

NTKJ は高度な製品を世に送り出すとともに、地球環境の保全にも取り組み、豊かで快適な地球環境を次世

代に引き継いでいくことを責務と考え、以下環境方針を定め、企業として社会に貢献していきます。 

事業活動に伴う環境負荷を最小にするために、次の取り組みを行います。 

・生産工程における歩留向上 

・二酸化炭素排出量の削減 

・排出物の分別による再資源化と廃棄物の削減を推進 

・節水による水使用量の削減 

・グリーン購入の促進 

・化学薬品類の管理の徹底 

事業活動に伴う環境関連法規等を順守します 

・地域活動における環境活動に参加し、社会貢献活動を推進します。 

・教育・訓練により、従業員の環境に関する知識と意識を高めます。 

・環境方針を公開し、全従業員に周知します。 

１－３．リサイクル・リユース 

当社からの廃棄物を極力低減し、リサイクル活動に努めます。 

・プラスチック原材料のリサイクル・リユース 

・金型原材料のリサイクル・リユース 

・産業廃棄物の分別による資源のリサイクル 

従業員の環境への意識を高め、全員で環境問題に取り組みます。 

2011 年 1 月 5 日制定 

代表取締役 佐藤公一  
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２．事業活動の概要 

２－１．事業活動の概要 

日本特殊光学樹脂株式会社(NTKJ)は，高精度プラスチックレンズメーカーとしてフレネルレンズ，レンチキュ

ラーレンズ，平面プリズム，リニアフレネルレンズ，フライアイレンズ，導光板、非球面レンズなどプラスチック製

光学部品に関して、小型の製品から、超大型の製品まで特殊レンズの製造・販売を行っております。 

２－２．事業所名および代表者名 

事業所名： 日本特殊光学樹脂 株式会社 

代表者名：  佐藤 公一 

２－３．所在地 

本社：       東京都板橋区蓮根 2-16-10 

熊谷工場：      埼玉県熊谷市御稜威ヶ原 138-6 

２－４．環境管理責任者氏名および連絡先 

責任者：    佐藤 章志 

連絡先： info@ntkj.co.jp 

２－５．事業の規模 

資本金：     1000 万円 

従業員数：        29 人 (2021 年 5 月末時点) 

設立：           1978 年 6 月（昭和 53 年） 

工場延べ床面積：   7700m2 

２－６．認証・登録の対象組織・活動 

登録組織名：  日本特殊光学樹脂株式会社 

関連事業所：  本社事務所 

           熊谷工場 

活動：      プラスチックレンズ及び金型の製造販売  
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３．組織 

３－１．実施体制図 

 

３－２．各役割の責任と権限 
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４．環境目標とその実績 

４－１．目標値と実績値 

生産量増加により使用エネルギーが増加したため、生産量の統計がとれている 2019 年度を基準年度とし 

各項目で原単位を計算。 

中長期目標として「2025 年度までに各項目を 80 にする」と新たに目標を設定した 
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５．環境活動の取り組み結果とその評価 

５－１．歩留(直行率)向上 

歩留では端材などがあり指標として適さないので、より直接的な数値として直行率を[生産量/材料購入量]

と定義し、2019 年度を 100 とした時の原単位を 2025 年度までに 80 にする、と改めた。 

 

■主な取り組みと効果/進捗 

 

■実績値 

 

 

■評価 

良品率が昨年に続き、悪化。毎月、フィードバックしているが慣例化しているように思える。各自が原因を考 

え、再発しない対策の仕組みづくりを早急に進める。また、不良品が全く使用不可なのかを再考する。 

 

■次年度の取り組み 

・良品率の向上 

・不具合時の対策の仕組みづくり 

・不良品の救済措置方法 

 

 

大項目 主な取り組み 実施状況 効果や進捗など

良品率の向上 × 良品率は悪化

生産の効率化 △ 全体的にまだ底上げが必要

取数の見直し △ 全体的にまだ見直しが必要

歩留(直行率)向上

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

目標値 [%] 100 97 93 90 87 83 80
原単位 [%] 100 106
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５－２．二酸化炭素排出量削減 

[二酸化炭素排出量/売上高]で「売上高当たりの CO2 排出量を算出。これを指標とし、2019 年度を 100 と 

した時の原単位を 2025 年度までに 80 とする。 

 

■主な取り組みと効果/進捗 

 

■実績値 
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■評価 

生産量、売上高ともに減少しているが、エネルギーの消費量は増加。前年度を基準（100）として、原単位の 

指数は 127 と 27％増。新規増設の施設（成形工場クリーンルーム）で電気を使用する機会が増えたことな 

どが要因として考えられる。エネルギー使用量の 99％を占める電気の効率的な使用の検討が必要である。 

 

■次年度の取り組み 

・全社的な節電に関する呼びかけの徹底、注意突起を引続き継続 

・生産現場における効率的な電気利用施策を検討 

・電気の検針記録等によるエネルギー使用量の継続的な観察 

 

５－３．ゴミ排出量削減 

[ゴミ排出量/売上高]で「売上高当たりの廃棄物排出量」を算出。これを指標とし、2019 年度を 100 とした 

時の原単位を 2025 年度までに 80 とする。 

 

■主な取り組みと効果/進捗 

 
 

■実績値 

 

 

 

 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

目標値 [%] 100 97 93 90 87 83 80
原単位 [%] 100 130

一般廃棄物総排出量 [kg] 890 990

売上高当たりの廃棄物排出量 [Kg/百万円] 3.19 4.13
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■評価 

生産量、売上高ともに減少しているが、ゴミ排出量は増加。前年度を基準（100）として、原単位の指数は 

130 と 30％増。これは、環境レポート（2018 年度版）に記述した、「保管した廃材」を廃棄したことによる増 

加が要因で一過性のものであり、ゴミ排出量が極度に増加したことを示すものではないが、今後も、資材 

の利用を少なくする、ゴミ排出量の削減を意識した取り組み継続を実施する必要がある。 

 

■次年度の取り組み 

・梱包資材のリサイクル、梱包の簡易化など、資材利用の全体的なスリム化を引続き検討 

 

５－４．水使用量 

[水使用量/売上高]で「売上高当たりの水使用量」を算出。これを指標とし、2019 年度を 100 とした時の原 

単位を 2025 年度までに 80 とする。 

 

■主な取り組みと効果/進捗 

 

 

■実績値 

 

 

 

 

 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

目標値 [%] 100 97 93 90 87 83 80
原単位 [%] 100 95

水使用量 [m3] 412 335

売上高当たりの水使用量 [ｍ3/百万円] 1.48 1.40
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■評価 

生産量、売上高ともに減少、それに伴い、水使用量も前年度に比べて減少した。前年度を基準（100）とし 

て、原単位の指数は 95 と若干減少し、目標指数の 97 をクリアしてはいるが、水の効率的な使用、及び節 

約の呼びかけは継続して行う。また、設備の不具合による突発的な水漏れが発生する可能性があるため、 

業者による水設備の定期的な点検実施のほか、検針記録を活用して水使用量の継続的な観察などを行 

い、水漏れの発生に気付くことのできる体制を作っていく。 

 

■次年度の取り組み 

・水の効率的な利用、節約の呼びかけ 

・水使用量の継続的な観察 

・水設備の定期的な点検実施 

 

５－５．化学薬品使用量 

[化学薬品購入量/生産量]で「生産量当たりの化学物質使用量」を算出。これを指標とし、2019 年度を 100

とした時の原単位を 2025 年度までに 80 とする。 

■主な取り組みと効果/進捗 

 

■実績値 

 

 

 

 

 

 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

目標値 [%] 100 97 93 90 87 83 80
原単位 [%] 100 76

生産量当たりの化学物質使用量 [kg/t] 33.8 25.5

化学物質購入量 [kg] 323.9 190.3

出荷 [t] 9.6 7.5
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■評価 

生産量の減少に伴い、使用量も減少。前年度を基準（100）として、原単位の指数は 76 と減少。化学物質の

効率的な使用に関する呼びかけや注意突起などの効果が少しずつ現れてきている様子が伺える。今後も

引き続き、化学物質の効率的な使用、節約を呼びかけていく。 

 

■次年度の取り組み 

・化学物質の効率的な使用、節約の呼びかけ 

 

５－６．その他の取組 

■ 2020 年 6 月 工場内及び工場周辺の排水溝の清掃 

→ 水害の備えとして 
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６．環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

環境法規制違反、及び、関係機関からの指摘及び訴訟、はありません。 

 

法規等名称 該当する可能性のある条項等 条項等 適用される要求事項 該当する設備・項目 能力・規模 適用可否 遵守評価

公害防止組織法

公害防止管理者等の設置 法３条１
公害防止に関する業務を統括管理する者を
選任しなければならない。ただし、小規模の
事業者であるときは、この限りでない。

ばい煙発生施設
ボイラー
伝熱面積 10ｍ2以上

燃焼能力 50l/h以上

伝熱面積　4.95ｍ２
燃焼能力 21.2l/h以上
※基準外であるが設置届

提出済み

否 〇

排水処理施設
排水量 1000m3/日以上

2019年度実績
412m3/年

否 -

騒音・振動関係
指定地域内かつ
プレス機 980kN以上

指定地域外 否 -

大気汚染防止法

ばい煙発生施設の届出 法6条
ばい煙発生施設を設置しようとするときは、
都道府県知事に届け出なければならない

ばい煙発生施設
ボイラー
伝熱面積 10ｍ2以上

燃焼能力 50l/h以上

伝熱面積　4.95ｍ２
燃焼能力 21.2l/h以上
※基準外であるが設置届

提出済み

否 〇

排出基準 法3条
排出口から大気中に排出される排出物に含
まれるばいじんの量の許容限度

ばいじん
0.03ｇ/ｍ3以下

ばいじん
0ｇ/ｍ3

適用 〇

事故時の措置と届出 法17条

故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙
又は特定物質が大気中に多量に排出された
ときは、直ちに、その事故について応急の措

置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧す
るように努めなければならない

事故時に対応 事故なし 否 -

フロン排出抑制法

第一種特定製品の管理者の判
断の基準となるべき事項

法16条

有資格者による定期点検 パッケージエアコン
7.5kW以上1回/3年以上
50kW以上1回/年以上 業者に委託

点検記録の保存

保管済み

簡易点検

1回/3ケ月以上

業者に委託

第一種特定製品廃棄等実施者
による書面の交付等

法43条
廃棄等実施者は、回収業者に引き渡すとき
は、書面を交付しなければならない。

廃棄時は業者に委託

引取証明書 法45条
引取証明書を交付しなければならない。交
付をした日から主務省令で定める期間保存
しなければならない。(3年間)

交付済みのものは保管中

浄化槽法

設置または変更時の届出 法5条 設置または変更時 申請済み 〇

保守点検
法8～10
条

毎年一回 業者に委託 〇

定期検査 法11条 毎年一回 業者に委託 〇

PRTR法
第1種指定化学物質取扱者は排
出・移動量を報告

法5条2
年間取扱量１トン以上で従業員21名以上の
場合

トリクロロエチレン 年間使用量 0.075トン 否 -

性状及び取扱に関する情報（ＳＤ
Ｓ）の受取

法14条 対象化学物質 対象化学物質 SDS更新毎 適用 〇

PCB廃棄物処理特別措置法

事業者の責務 法3条 自らの責任において確実かつ適正に処理 PCB封入トランス 適用 〇

高濃度PCB廃棄物の期限内の
処分

法10条 令和4年(2022年)3月31日まで 適用 〇

消防法
危険物の規制に関する政令 屋外貯蔵所の基準 法16条

湿潤でなく、かつ、排水のよい場所
標識及び防火に関し必要な事項を掲示
など

危険物倉庫 基準内かつ掲示済み 適用 〇

法令等の内容

残り3台処分計画中
(時期未定)

適用

社内判定内容

適用 〇
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法規等名称 該当する可能性のある条項等 条項等 適用される要求事項 該当する設備・項目 能力・規模 適用可否 遵守評価

環境基本法

事業者の責務 法5条
公害を防止し、自然環境を適正に保全する
ために必要な措置を講ずる責務を有する

適宜対応 適用 〇

製品の使用又は廃棄による環境への負荷
の低減に努める

循環型社会形成推進基本法

原材料、製品等が廃棄物等とな
ることの抑制

法5条

原材料にあっては効率的に利用されること、
製品にあってはなるべく長期間使用されるこ
と等により、廃棄物等となることができるだけ
抑制

PMMA、PC
リサイクル業者へ処分を委
託

事業者の責務 法11条 廃棄物なることの抑制

廃棄物処理法

一般廃棄物と産業廃棄物の分別 法2条 一般廃棄物と産業廃棄物の分別表示 適用 〇

一般廃棄物の適正な処理 法6条3 市による処理 一般廃棄物
市処分場への持込み

(運搬の委託はしていない)
適用 〇

産業廃棄物の処理の依頼 法12条
政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び
処分に関する基準に従わなければならない

産業廃棄物
シタラ興産
東武商事 など

適用 〇

処分業者の許可の確認、契約 法12条5
事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を他
人に委託する場合には省令で定める者にそ
れぞれ委託しなければならない

契約書
シタラ興産
東武商事 など

適用 〇

マニフェスト交付
法12の3
条1,2

・B2・Ｄ票90日、Ｅ票180日以内に送付され
ない場合は30日以内の知事への報告
・A、B2、D、E票の保管（5年間）

マニフェスト
シタラ興産
東武商事 など

適用 〇

マニュフェスト交付状況の報告
法12の3
条7

報告書を作成し、これを都道府県知事に提
出しなければならない

毎年6月まで 熊谷市へ報告 適用 〇

保管基準の遵守 法12条2
産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環
境の保全上支障のないようにこれを保管しな

ければならない

コンテナなど 適用 〇

即8条 表示：60cm角以上、種類、氏名・連絡先 掲示板 適用 〇

資源有効利用促進法
(リサイクル法) 事業者等の責務 法4条

事業者は、原材料等の使用の合理化を行う
とともに、再生資源及び再生部品を利用する
よう努めなければならない

PMMA、PC
リサイクル業者へ処分を委
託

適用 〇

容器包装リサイクル法

事業者及び消費者の責務 法4条 容器包装廃棄物の分別収集 梱包資材の分別廃棄
分別し産廃業者へ処理を
委託
リサイクル業者選定中

適用 〇

温暖化対策推進法

事業活動に伴う排出抑制 法23条
できる限り温室効果ガスの排出の量を少なく
する方法で使用するよう努めなければならな
い

電気、重油、都市ガス、ガソリ
ン

EA21の活動で実施中 適用 〇

埼玉県生活環境保全条例

アイドリング・ストップの実施 40条

自動車等の駐車時又は停車時における原
動機の停止を行わなければならない
事業者は管理する自動車等の運転者が前
項の規定を遵守するよう適切な措置を講じな
ければならない

自動車使用者
集会時並びに掲示にて注
意喚起

適用 〇

駐車場の利用者への周知 41条

規則で定める規模以上の駐車場の設置者
及び管理者は、当該駐車場を利用する者に

対し、アイドリング・ストップを行うよう周知し
なければならない

20台以上収容又は500m2以上
の面積の駐車場

掲示にて注意喚起 適用 〇

法令等の内容 社内判定内容

適用 〇
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７．地域環境活動への参加 

毎年 2 回実施される工業団地内のゴミゼロ運動に参加し、工業団地内のゴミを収集 

今回は、新型コロナの影響で開催中止 

 

８．代表者による評価 

【環境管理責任者の総合コメント】 

     ■良品率が昨年に引き続き悪化。各自が原因を考え、再発しない対策、仕組み作りを早急に進める。 

      ■二酸化炭素排出量については、原単位が目標数値に届かなかったので、まずは目標数値のクリアを 

めざして排出量の削減につながる対策を早急に検討する。 

      ■ゴミ排出量削減については、原単位が目標数値をクリアできなかったが、その原因は一過性であり、 

極度のゴミ排出量の増加を示すものではない。今後も、引き続き排出量の削減につながる対策を行い 

つつ、経過を観察していくこととする。 

■水使用量、化学薬品の使用量については、ともに目標とする原単位指数をクリアしてはいるが、引き 

続き使用の効率化、節約の呼びかけなどを行っていく必要がある。 

■環境関連法規に関する違反はない。 

■近隣住民からの苦情はない。また、関係当局や工業団地会からの指摘もない。 

■新規採用従業員への教育、および全従業員への活動報告兼教育、問題なし。 

■水害の備えとして、工場内、および工場周辺の排水溝の清掃を実施。 

 

【代表者の総合コメント】 

     ■良品率の向上、不具合時の対策の仕組み作りなどは、早急に改善すべき課題ととらえ、全社一丸とな 

って対策を検討していく。 

      ■コンプライアンスが求められる環境下において、環境関連法規に違反がなかったことは評価できる。 

      引き続き法令順守を徹底し、法改正などの情報収集を行い、最新の規制に対応すること。 

なお、違反があった場合、もしくはその恐れがある場合には速やかに報告すること。 

      ■近隣からの苦情がないことは評価できる。引き続き、外部からの苦情にも耳を傾け、近隣企業との関係を

良好に保ち、異常発生時など社内での確認のみならず、外部からも速やかに指摘してもらえる環境を整えて

おくようにすること。 

      ■新規採用の従業員も増加傾向にあり、全社的に共通認識を持てるよう教育し、資料の Update などを行う

こと。 

      ■異常発生時に速やかに対処、行動できるよう体制を整えること。
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