
2018.5

C o m p a n y  P r o f i l e

Nomura Future
水銀と地球の未来に向き合う



1 2

ＩＳＯ14001の取得
自主的な環境保全や継続的な改善を効果的に行う
ために、ISO14001を全事業所で取得し、PDCA
（計画・実施・チェック・見直し）サイクルに則した環境
マネジメントシステムを構築、運用しています。

野村興産株式会社
代表取締役社長  藤 原　 悌

やすしふじ　  わら
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　弊社の歴史は日本の水銀リサイクル処理の歴史でもあります。

　国内で発生する水銀廃棄物の処理を事業として会社を設立

したのが昭和48年（1973年）です。昭和50年（1975年）中頃に、

使用済み乾電池の環境に及ぼす影響が社会問題化したことを

受け、昭和59年（1984年）にはイトムカ鉱業所に日本で唯一の水銀

含有廃棄物再資源化実証プラントを建設し、稼働させています。

　弊社の水銀リサイクルの拠点となっているイトムカはかつて水銀

の大鉱床があった場所であり、鉱山業が営まれていました。この

鉱山に携わった人々の技術と設備を買い取り、水銀廃棄物から

水銀を回収する技術に適用してきたものです。

　私たちの水銀リサイクル事業が他社に真似ができないとすれ

ば、それは確かな技術力のほかに地元の理解と協力にあります。

　私たちは地域行政や住民、お客様向けの定期的な情報開示

や小中学生向けの環境教育などを通じて、地域社会との信頼を

築いてきました。この信頼関係こそが、弊社における実績と大きな

価値だと自負しています。

また、水銀廃棄物処理の重要性が広く理解され、社会的な風潮

が高まれば、弊社の廃棄物取扱量は増えると考えられます。

水銀廃棄物処理は今後さらに重要な事業になっていきます。

　ただ私たちは、それを単に事業拡大と捉えるのではなく、今まで

以上に厳しい周囲の目に晒されていくものと覚悟しなければ

いけないと思っています。誰もが納得できる「適正処理」、これが

問われていく訳です。

　環境規制の動きは昨今慌ただしさを増していますが、我々は

過去の実績に胡座をかくのではなく、環境へのリスク低減に更に

進んでいかなくてはなりません。野村興産にはお客様をはじめ多く

の方が施設見学にいらっしゃいますが、弊社の管理体制を見て、

安心して帰っていかれます。「日本で唯一」を誇るのではなく、日々

真摯に技術研鑽を積み重ねて、安心と信頼を築いていくことこそ、

私たちに課せられた使命だと思っています。

私たちは日本で唯一の水銀リサイクル処理企業です。
水銀のこと。これからのこと。
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レアアース原料

グラスウール原料 セメント原料蛍光灯ガラス原料

管理型最終処分場
（自社所有）

■ボタン形電池の種類
アルカリボタン電池▶玩具、防犯ブザー、
タイマー等の小型機器用が大部分
酸化銀電池▶大部分が腕時計用
空気亜鉛電池▶大部分が補聴器用外国製電池、ボタン形電池、日本製でも古い電池に

は水銀が含まれています。
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選別

乾電池処理フロー

水銀は100％リサイクル、 他の構成成分も 可能な限り循環できるシステムです。
リサイクル品 リサイクル品

リサイクル品

リサイクル品

リサイクル品

蛍光灯処理フロー

手作業による選別

乾電池の外缶

形状選別機

亜鉛滓

■単3形アルカリ乾電池の
　組成例

破砕
 選別

洗浄
 選別

水銀
スラッジ

解砕
 磁選

洗浄し、微細な異物や
水銀を取り除きます。

コンデンサー
ロータリーキルン

焙焼
 工程

ばい しょう

ヘレショフ炉

凝縮

精製

コンデンサーを通過しながら、水銀蒸気は冷却され再び
液体の水銀となります。

回収された粗水銀は
精製され、高純度の
金属水銀になります。

異物や二次電池を選別します。

蛍光灯の
口金など

カレット

蛍光粉

微量要素肥料原料

C
C

ガラス工芸品原料

亜鉛地金原料

Zn

Y La Ce Eu Tb

製鉄原料

Fe

アルミ原料

Al

■蛍光灯の構造

二酸化
マンガン
38％

亜鉛
20％

真鍮 5％
水分 4％ 紙、プラスチック 3％

鉄外装
20％

黒鉛
10％

水銀
 蒸気

焙焼
 残渣

鉄くず

■血圧計▶水銀含有量 50g/台
■体温計▶水銀含有量 1g/本

アルミ原料

Al

前処理

水銀
付着物

リサイクル品

Fe

水銀血圧計・体温計処理フロー

水銀含有汚泥
処理フロー

解体
 選別

使用済み乾電池からの水銀抽出量　　
⇒年間約200kg

直管形、環形、ボール形、コンパクト形等、様々な
種類の蛍光灯に水銀が使用されています。

使用済み蛍光灯からの水銀抽出量　　
⇒年間約300kg

■酸化銀電池の
　組成例

酸化銀
34％

亜鉛
11％

水銀
0.1％

鉄 10％
その他 44.9％
【電解液、グラファイトセパレータ（不織布）、
ガスケット（ナイロン）】

■直管40W形
　蛍光灯の
　組成例

ガラス 92.2％

鉄、ニッケル
3％

蛍光体 2.4％

（約6mg）

水銀
4×10－3％ アルミ、黄銅 2.4％

（プラスチック）

600～800℃で加熱し、
水銀を気化させて（廃
棄物中の水銀を）回収
しています。

選別した二次電池（ニカド
電池等）は専門業者で
リサイクルされます。

お問い合わせください

■リサイクル品の販売先会社名等を公開しています。

■イトムカ鉱業所、関西工場では視察を受け付けています。

■水銀の製造や販売には、毒物劇物取締法上の登録が必要となります。

　弊社が取得しています登録票を随時提供できます。

ガラス管

口金

可視光 フィラメント（電極）
蛍光体

水銀原子 紫外線 電子

未破砕で搬入
された場合は破砕
作業を行い、ガラス
と口金部分の選別
をします。

リサイクル品

Hg Hg

Hg

Hg

蛍光灯、特殊計測機器製造工場等
リサイクル水銀は再び蛍光灯、特殊計
測機器の材料として使用されます。

大学や研究機関
水銀試薬は各種実験、研究に使用され
ます。

水銀

水銀試薬の
各種製造

▶

▶

歴史的建造物、漆器
水銀と硫黄を化合させ
朱をつくりだします。
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RECYCLING
水銀リサイクル処理システム
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弊社の中核的な水銀リサイクル拠点と
なっているイトムカはかつて水銀の大鉱
床があった場所であり、鉱山業が営ま
れていました。この鉱山に携わった人々
の技術と設備を買い取り、水銀廃棄物
から水銀を回収する技術へ応用し、
中間処理設備や最終処分場を整備
した施設がイトムカ鉱業所です。
自然に囲まれたのどかな環境の中で
自然との共生をはかりながら、廃棄物の
組成分析、中間処理、最終処分場の
維持管理などを専門スタッフが責任を
持って管理しています。
現在は鉱山の面影を残すものは選鉱場
跡とイトムカ発祥の地の記念碑のみです。

技術研究所
水銀系をはじめ多種多様な廃棄物の受入前性
状分析、焙焼試験を行い、最適な焙焼条件等を
確認します。

管理型最終処分場
二重遮水式鉄筋コンクリート製です。管理型埋設槽を設置し、自社敷地内にて中間処理から最終処分
までを完結しています。

使用済み乾電池異物手選別ライン
常時、人員を配置しカミソリ、ライター、ビニール
袋等の異物や二次電池（ニカド電池等）をピック
アップしています。

水銀精製室
中間処理プラントから抽出した水銀を精製し、
鉄瓶へ充填しています。

選鉱場跡
前身の野村鉱業時代には、水銀鉱石から比重
差により金属水銀を抽出していました。昭和19
年（1944年）に建設された鉱山時代から残る
唯一の建物です。

イトムカ鉱山発祥の地の記念碑
かつて東洋一の水銀鉱山と呼ばれ、世界的に
も珍しい自然水銀が産出する鉱山として栄えた
歴史があります。

総合休憩所「恵泉」
施設には食堂、更衣室の他、洗身・洗濯施設等
も完備。身体や作業着に付着した僅かな塵埃も
敷地外に持ち出さない配慮をしています。

使用済み蛍光灯カレット化工場
蛍光灯はガラスと口金を選別した後、ガラスはカレット
としてグラスウール・セメント・ガラス工芸品の原料とし、
口金はアルミ原料として再資源化しています。

イトムカ鉱業所全景
約1,480,000ｍ2の広大な敷地に中間処理設備、
最終処分場を併設しています。

廃試薬処理プラント
多品種の廃試薬、廃液処理を行っています。

安
全
性
、確
実
性
で

世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
水
銀
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
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ITOMUKA
イトムカ鉱業所

■産業廃棄物処分業許可（北海道）
　第00140004746号
■特別管理産業廃棄物処分業許可（北海道）
　第00190004746号

乾留ガス化焼却炉　
廃プラ（塩化ビニール等）、感染性廃棄物、
廃油の焼却及び廃酸、廃アルカリに含まれる
シアン化合物を分解するプラントです。

高温焼却炉
感染性廃棄物、廃油の焼却及び汚泥、廃酸、
廃アルカリに含まれるシアン化合物を分解する
プラントです。

乾留ガス化焼却炉 高温焼却炉

現在は鉱山の面影を残すものは選鉱場鉱場
跡とイトムカ発祥の地の記念碑のみです。

ロータリーキルン
使用済み乾電池や水銀汚泥を処理する弊社
最大の焙焼施設です。

ヘレショフ炉
水銀スラッジ、汚泥、吸着剤に含まれる水銀を抽出
するための縦型多段式焙焼施設です。
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ガラス洗浄機
ガラスに付着した水銀は水で洗い流します。洗浄
水は再処理を行い、循環使用します。

ガラス乾燥機、異物除去
洗浄後のガラスは乾燥、異物除去を行った後、
カレットとしてリサイクルします。

カレット出荷状況
水銀を除去したカレットは蛍光灯ガラスやグラス
ウールの原料として製造会社へ出荷しています。

下水採水状況排ガス試料採取状況

倉庫内の様子受入状況

■産業廃棄物処分業許可（大阪市）
　第6620004746号

湿式ライン（蛍光灯ガラス・グラスウール原料製造用）

乾式ライン
（蛍光灯ガラス製造用）

使用済み蛍光灯破砕機
直管形、環形蛍光灯を中間破砕し、リサイクルしやすい状態にします。

8

露天風呂 大浴場

大阪市西淀川区中島工業団地にて
使用済み蛍光灯の中間処理（破砕、
選別、洗浄工程）と主に西日本エリア
（九州、中国、四国、近畿、中部）より収集
した廃棄物の積替拠点として事業運営
しています。
中間処理工程で生じた水銀ダストや
洗浄スラッジはイトムカ鉱業所へ運搬
し水銀回収等の処理をします。
カレットは有価物として製造会社へ出荷
をしています。

西
日
本
エ
リ
ア
の
使
用
済
み
蛍
光
灯
の

受
入
及
び
中
間
処
理
拠
点 奈良県宇陀市にて環境分析を中心

に、廃棄物の収集・運搬、積替保管等
を行っています。
汚染土壌分析及び調査・処理、計量証
明事業、飲料水の水質調査、作業環境
測定、アスベスト除去工事等の環境分
析は関連国家資格を有するスタッフが
責任を持ってコンサルティングやアフター
フォローをしています。

北海道北見市留辺蘂町にて温泉宿を
営んでいます。
豊かな自然に囲まれてこんこんと沸き
あがる100%天然のアルカリ泉は、「つる
つる」とすぐに実感できるほどにお肌が
潤っていくのがわかります。
心と体をほぐす贅沢なひとときを過ごせ
る空間です。

環
境
分
析
全
般
か
ら

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
ま
で

源
泉
か
け
流
し
の
宿

関西工場
YAMATO

ヤマト環境センター

カレット

Nomura Future
水銀と地球の未来に向き合う

直管形蛍光灯の両端口金分離を
した後は空気を勢いよく吹きつけて
蛍光粉等を除去し、蛍光灯ガラス原
料へ再生しています。

KANSAI

両端カット破砕機

乾式トロンメル 塩別つるつる温泉

受付

新館和洋室

TSURUTSURU
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■商　　号：野村興産株式会社　　　

■代 表 者：代表取締役社長　藤原　悌　

■設　　立：昭和48年（1973年）12月

■資 本 金：1億8,200万円

■社 員 数：195名

■事　　業：産業廃棄物及び一般廃棄物の処理

リサイクル及び再資源化

非鉄金属の製練及び販売

環境計量証明事業

温泉旅館経営

■主な法人株主：野村殖産株式会社

野村土地建物株式会社

株式会社野村合名

野村マイクロ・サイエンス株式会社

野村貿易株式会社

株式会社りそな銀行

北興化学工業株式会社

■主な取引銀行：株式会社りそな銀行

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

株式会社東京都民銀行

株式会社みずほ銀行

■昭和11年（1936年）
■昭和14年（1939年）

■昭和48年（1973年）12月
■昭和49年（1974年）8月

■昭和50年（1975年） 3月
■昭和52年（1977年） 4月

■昭和58年（1983年）4月
■昭和59年（1984年）9月

■昭和61年（1986年）2月

■平成 2年（1990年）1月
■平成 5年（1993年）5月

■平成 9年（1997年）6月

■平成11年（1999年）4月

大雪山入山者により水銀の大鉱床が発見される
野村鉱業株式会社によってイトムカ（アイヌ語で「光輝く
水」の意）鉱山と名付けられ、開発に着手
以後、東洋一の水銀鉱山として生産を続ける
イトムカ興産株式会社を設立
野村鉱業株式会社よりイトムカ鉱業所の一切の技術、
設備等を買収し、水銀廃棄物の処理を中心に廃棄物
処理事業及び温泉業（塩別つるつる温泉）を開始
野村興産株式会社に社名変更
財団法人クリーン・ジャパン・センターにより、再資源化
貢献企業として表彰される
イトムカ鉱業所に環境分析センターを設置
国庫補助事業として、財団法人クリーン・ジャパン・セン
ターと共同でイトムカ鉱業所内に水銀含有廃棄物再
資源化実証プラントを建設
社団法人全国都市清掃会議から「使用済み乾電池
の広域回収・処理センター」に指定される
札幌営業所設置
世界自然保護基金（WWF）日本委員会による第2回
地球環境大賞顕彰制度により環境庁長官賞を受賞
使用済み蛍光灯のガラス素材の再資源化技術開発
で、地球温暖化防止対策に貢献した企業として、環境
庁長官により表彰される
社団法人全国都市清掃会議から「使用済み蛍光灯の
広域回収・処理センター」として追加指定を受ける

■平成12年（2000年） 5月
■平成13年（2001年） 4月

　　　　  　　　　  8月
■平成14年（2002年） 7月
■平成16年（2004年） 3月
　　　　  　　　　  5月
■平成18年（2006年）11月

■平成19年（2007年）10月
■平成20年（2008年） 7月

■平成23年（2011年） 4月

■平成25年（2013年） 8月
■平成26年（2014年） 2月

　　　　  　　　　  4月
　　　　  　　　　  7月
■平成27年（2015年） 2月
　　　　  　　　　 12月

関西営業所設置
関西に於ける事業基盤強化のため、子会社大和金属鉱
業株式会社を吸収合併、ヤマト環境センターとしてスタート
ISO 14001認証取得
フィリピンより使用済み蛍光灯の輸入を開始
関西工場稼動
イトムカ鉱業所の大型ロータリーキルンが稼動
台湾より使用済み乾電池、ボタン電池、水銀ランプ等の
輸入を開始
平成19年度環境大臣表彰受賞
経済産業省「元気なモノ作り中小企業300社 2008年
版」に選定される
社団法人全国都市清掃会議から「使用済み水銀血
圧計、体温計、温度計の広域回収・処理センター」とし
て追加指定される
「優良産業廃棄物処理業者（北海道）」に認定される
国連環境計画（UNEP）Global Mercury Partnershipの
メンバーに加盟
国際連合工業開発機関（UNIDO）と覚書を調印
塩別つるつる温泉改装
「優良産業廃棄物処理業者（大阪市）」に認定される
イトムカ鉱業所新事務棟完成

■産業廃棄物の処理
【廃水銀等】
● 特定の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
● 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物
又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから
　回収した廃水銀

【水銀含有産業廃棄物】
　 水銀使用廃製品

●電　　池：マンガン乾電池、アルカリ乾電池、
　　　　　　ボタン形電池等
●ラ ン プ： 蛍光灯、HIDランプ等
●計　　器：水銀血圧計・体温計・温度計・気圧計・
　　　　　　圧力計等
●機　　器：水銀スイッチ・リレー、水銀整流器等
●薬　　品：医薬、ワクチン保存剤（チメロサール）等
●顔　　料：絵具、塗料、朱肉、着色剤等

　 水銀含有はいじん等
●汚　　泥：水銀含有汚泥、排水スラッジ、廃触媒等
●吸 着 剤： 活性炭、キレート樹脂等
●焼却残さ：燃え殻、ばいじん
●建設廃材：解体コンクリート、廃木材、スレート等
●そ の 他： 水銀含有廃油・廃酸・廃アルカリ・
　　　　　　廃プラスチック・廃農薬等

【その他廃棄物】
●水銀以外の有害物質を含む汚泥・廃試薬・廃液等
●ナトリウム・硫黄電池、リチウム電池、感染性廃棄物等の
　処理困難物

会社概要

会社沿革

業務内容 事業所のご案内

本　社

〒103-0012　
東京都中央区日本橋堀留町2丁目1番3号
（ヤマトインターナショナル日本橋ビル）
TEL 03-5695-2530（代表）
FAX 03-5695-2540・4335

東京メトロ日比谷線または都営浅草線人形町駅
下車A4出口より人形町通り沿いを小伝馬町方面
へ徒歩3分

電車でのアクセス
やすしふじ わら

（平成30年（2018年）4月1日現在）

札幌営業所

〒060-0032
札幌市中央区北2条東1丁目2番地
（プラチナビル4階）
TEL 011-210-5922
FAX 011-210-5933

JR札幌駅南口より徒歩15分
電車でのアクセス

関西営業所

〒541-0043
大阪市中央区高麗橋2丁目1番2号
（高麗橋野村ビル7階）
TEL 06-4706-1345
FAX 06-4706-1346

地下鉄堺筋線または京阪電鉄北浜駅下車
6番出口より徒歩1分

電車でのアクセス

ヤマト
環境センター

〒633-2204
奈良県宇陀市菟田野大澤55番地
TEL 0745-84-2821
FAX 0745-84-4075

近鉄大阪線榛原駅よりタクシーで10分

奈良交通路線バス古市場水分神社前より徒歩10分

電車とタクシーでのアクセス

バスと徒歩でのアクセス

関西工場

〒555-0041
大阪市西淀川区中島2丁目4番143号
TEL 06-6476-0025
FAX 06-6476-0026

阪神電鉄阪神尼崎駅よりタクシーで10分

阪神高速湾岸線中島ICより5分

電車とタクシーでのアクセス

車でのアクセス

イトムカ
鉱業所

〒091-0162
北海道北見市留辺蘂町富士見217番地1
TEL 0157-45-2911
FAX 0157-45-2912

イトムカ鉱業所環境分析センター
（イトムカ鉱業所技術研究所内）
TEL 0157-45-3451  FAX 0157-45-2912

国道39号線に入り、旭川（北見）方面へ約1時間45分

JR石北線留辺蘂駅よりタクシーで45分

女満別空港から 車でのアクセス

女満別空港から 電車とタクシーでのアクセス

旭川空港から 車でのアクセス
北海道37号鷹栖東神楽線より国道39号線に入り
北見方面へ約2時間30分

塩別
つるつる温泉

〒091-0163
北海道北見市留辺蘂町滝の湯201番地 
TEL 0157-45-2225
FAX 0157-45-3097

女満別空港から 車でのアクセス

女満別空港から 電車とタクシーでのアクセス

旭川空港から 車でのアクセス
北海道37号鷹栖東神楽線より国道39号線に入り
北見方面へ約2時間45分

国道39号線に入り、旭川（北見）方面へ約1時間30分

JR石北線留辺蘂駅よりタクシーで30分

INFORMATION
企業情報

■一般廃棄物の処理
● 自治体で分別収集された使用済み乾電池、
 蛍光灯、水銀血圧計、水銀温度計、水銀含
有農薬、水銀含有顔料、水銀含有医薬物等

■水銀含有再生資源の委託製錬

■環境計量証明
●水質、大気、ゴミ質、土壌、騒音、振動等の
　計量証明
●ダイオキシン類の分析測定にかかる
　特定計量証明
●作業環境測定法に基づく測定
●建築物飲料水、並びに水道水の水質検査
●可燃性天然ガス測定及び温泉成分分析

■水銀及び水銀化合物の製造・販売
●水銀及び水銀化合物の製造
●水銀の国内販売及び輸出
●水銀化合物の国内販売
工業用水銀　99.99％　  34.5kg入
特製水銀　　99.999％　  5.0kg入
高純度水銀　99.9999％  1.0kg入


