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ごあいさつ  

 

 

本年は新型コロナウイルスの感染拡大で、日本では緊急事

態宣言、海外でもロックダウンと、経済活動に対し甚大な影

響が継続しています。一方経済活動が停滞する中、世界の大

都市に澄んだ青空が戻っている様子はこれも何かの啓示かな

と思います。地球温暖化が進展すると気象災害のリスクは更

に高まるといわれ、2019 年だけでも欧州をはじめ世界で記録

的な熱波を経験するととともに、我が国でも令和元年房総半

島台風、令和元年東日本台風等の激甚な気象災害に見舞われ

ました。政府は、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体と

してゼロにするという目標を掲げました。また東京都では

2030 年まで純ガソリン車販売禁止の目標を表明しました。こ

れから「脱炭素社会」への取り組みは加速していくでしょう。

環境問題は気候変動だけではなく、海洋プラスチックごみ問

題や生物多様性の損失なども深刻さを増しています。 

2015 年に国連総会で採択された持続可能な開発目標（SDGs）

では、「地球上の誰一人として取り残さない」という共通理念

のもと、持続可能な世界を実現するための 17 のゴールを設定

しています。環境に関しては、そのうち少なくとも 12 のゴー

ルが関連しています。こうした環境対応を経営の戦略として

前向きに位置づけることが求められており、ESG（環境・社

会・企業統治）への取り組み評価は投資の重要な判断基準と

なっています。 

私たちは日々新たな製品、サービスを開発提供しています

が、製品のライフサイクル全般の環境負荷について可能な限

り配慮することが求められています。日本バルブ工業会でも

「環境配慮バルブ登録制度」がありますので、会員会社の皆

様にも活用ならびに登録を推進していただければ幸いです。 

日本バルブ工業会では、環境活動の情報開示への社会的関

心の高まりに呼応し、会員企業の活動状況を幅広く公開する

ため「環境活動報告 2020」を刊行いたしました。環境アンケ

ートには前年を上回る 65 社もの会員の皆様のご協力をいた

だき、この場をお借りして感謝申し上げます。今後とも、環

境委員会として皆様のお役に立てるよう活動を続けてまいり

ますので、引き続き御指導、御協力の程よろしくお願い申し

上げます。 

平島 孝人 

一般社団法人日本バルブ工業会 

環境委員会 委員長 
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環境委員会の活動 

 

 

活動目的 

バルブは、あらゆる産業で流体制御の要として広く使われている製品です。様々な環境規制が日々強化

され、産業界全体が環境保全への意識を高めている今日において、当工業会会員企業が製造するバルブは、

その品質や性能のみならず、環境側面でも優れた製品でなければなりません。環境委員会は「環境配慮バ

ルブ登録制度」の運営や、環境に係る情報の収集と提供、ガイドラインの発行等を通じて、会員企業の環

境への取り組みをサポートし、バルブの環境配慮設計のよりいっそうの推進を目指しています。 

 

当工業会の組織図 （2020 年度）        環境委員会 （2020 年 11 月 1 日現在） 

区分 氏名 所属 
委員長 平島 孝人 (株)キッツ 

幹 事 古谷 元洋 アズビル(株) 

委 員 堀尾 暁成 (株)オーケーエム 

〃 浅井  修 (株)キッツ 

〃 野上 典秀 SANEI(株) 
〃 桶川 智也 (株)タブチ 

〃 清水 祐介 (株)テイエルブイ 

〃 砥川 裕行 TOTO(株) 
〃 長野 誠二 日立金属(株) 

〃 吉原  豊 (株)フジキン 

〃 鎌田 友道 (株)大和バルブ 

〃 佐藤 浩司 (株)LIXIL 
顧 問 渡辺 正春 環境カウンセラー 

 

 

活動目的 

『環境活動報告 2019』発行以降の活動を中心にご紹介します。 

 

「環境関連情報」の提供 

当工業会ホームページのコンテンツ「環境関連情報」

では、コンテンツ開設から 10 年以上に渡り、毎月 2

本の記事を掲載しています。 

継続的に取り上げているテーマとしては、国内外

の温暖化対策の動向や REACH 規則改正情報などが

あります。化学物質規制に関する記事が特によく読

まれています。 

2020 年は、新型コロナウィルスに関する真偽が不

確かな情報が飛び交う中、公的機関から発せられて 

 

日本バルブ工業会は正
会員 114 社、賛助会員 66
社で構成されています

(2020 年 11 月 1 日現在)。 

2020 年に「環境関連情報」で取り上げたテーマの例 

○REACH 規則附属書 XIV が更新 ～11 物質が追

加され 43 物質が 54 物質に～ 
○動物由来感染症について ～新型コロナウィル

ス感染症に関する正しい情報～ 
○地球温暖化による気候変動の今 ～「インド洋

ダイポールモード現象」との関連～ 
○二酸化炭素排出量増大によるもう 1 つの環境

問題 ～海洋酸性化の影響と今後～ 
○世界の投資家が注目する 3 つの国際イニシア

ティブ ～RE100、EP100 と EV100 とは～ 

https://j-valve.or.jp/env-info/
https://j-valve.or.jp/env-info/
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いる情報だけを集めたコラムを掲載するなどし、会員への注意喚起も行いました。 

その他、環境と金融に関する話題や、SDGs 対策、法改正動向などの話題を幅広く扱う「環境関連情報」

は、2019 年には当工業会ホームページで 2 番目に多く見られるコンテンツとなりました。2020 年になって

からも閲覧数の上昇傾向は続いています。 

 

セミナー「中小企業の SDGs 対策」開催 

このセミナーは、大企業が SDGs に取り組む事例を多く目にするのに対し、中小企業にとっての SDGs

の重要性が今一つわかりにくい、中小企業がどのように取り組めばよいのかわからない、という問題意識

から企画されました。プログラムは次のとおりです。 

 

（セミナー「中小企業の SDGs 対策」プログラムと講師） 

1.「企業を輝かせる SDGs の活用法」（9 月 2 日開催） 

島崎 奈穂子 様（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 コンサルティング事業本部 

社会システム共創部 チーフコンサルタント） 

2.「日本ニューロンの SDGs 宣言～伸縮管継手メーカーによる SDGs 実践事例～」（9 月 15 日開催） 

岩本 泰一 様（日本ニューロン株式会社 代表取締役） 

 

当初は 2020 年 6 月に対面式での開催を予定していましたが、新型コロナウィルスの問題があったため、

当工業会として初めてのオンラインセミナー（ウェビナー）形式での開催となりました。会場のキャパシテ

ィの制約もなくなったため、多数の会員に受講いただくことができました（9 月 2 日＝37 名、15 日＝41 名）。 

 

見学会の開催 

2019 年 11 月に、環境委員会メンバー9 名で「横

浜市北部汚泥資源化センター」と株式会社クレハ環

境が運営する産業廃棄物処理施設「ウェステックか

ながわ」（川崎市）を見学しました。 

環境委員会ではこのような先進事例見学会を定

期的に実施して委員個々が研鑽するとともに、得ら

れたヒントを委員会活動に活かしています。 

新型コロナウィルス感染対策のため、当面は見学

会開催が難しくなるかもしれませんが、状況が改善

すれば、また企画したいと考えています。 

 

環境活動調査の実施 

2020 年 9 月～10 月に正会員 114 社を対象としてアンケート調査を実施し、65 社からの回答を得られま

した。その調査結果を p.4 から掲載しております。 

 

 

 

「ウェステックかながわ」では、搬入された産業廃棄物の分

別・破砕の工程を見学。ここでは、廃棄物処理からサーマル

リサイクル発電が行われている。 
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環境配慮バルブ登録制度 

 

 

「環境配慮バルブ登録制度」は、当工業会発行の『バルブ製品アセスメントガイドライン』（最新版は

2016 年 9 月発行の第 3 版）に沿って環境側面の評価が実施された製品を対象とする当工業会独自の環境ラ

ベル制度で、2016 年 11 月から運用を開始しました（登録製品検索サービス開始は 2017 年 1 月から）。 

 

 
 
『バルブ製品アセスメントガイドライン』では、2 種類の評価 ――会社として環境対応のしくみを整備

できているかを評価する「しくみ評価」と、製品自体やその製造工程の環境側面を評価する「製品評価」

―― を行うことを特色としています。本制度に製品を登録する場合には、必然的にこの 2 つの評価を行う

こととなりますので、結果として、会員企業における環境配慮設計やその他の環境に係る取り組みが推進

されます（『バルブ製品アセスメントガイドライン』と「環境配慮バルブ登録制度」の詳細は、当工業会ホ

ームページに掲載しています）。 

本制度は、ISO が規定する 3 つのタイプの環境ラベルのうち、タイプ II（事業者の自己宣言による環境

主張）の規程に倣って運用のしくみを構築しているもので、2018 年 2 月には、環境省の「環境ラベル等デ

ータベース」にも本制度のラベルが登録されました。 

2020 年 11 月 1 日現在で、本制度に登録されている製品は次のとおりです。環境委員会では本制度の価

値を向上させ、より多くの製品が登録されるための活動を継続して行ってまいります。 
 

「環境配慮バルブ」登録製品（2020年 11 月 1日現在。登録日が新しい順） 

 
p.18～p.20 に登録製品を写真付きで紹介しています。 

登録日 会社名 製品名 型番 製品種別
2020-06-05 (株)キッツ 耐塩素EPDMシート　アルミ製バタフライ弁 G-10BJUCE 手動弁
2020-04-02 SANEI(株) サーモシャワー混合栓 SK181Ｄ-13 給水栓手動式キッチン用
2020-03-27 SANEI(株) シングルワンホール混合栓 K8721EJV-13 給水栓手動式キッチン用
2019-04-24 (株)ヨシタケ Wi-Flo　ワイヤレス流体監視システム　蒸気バルブ監視子機 WIF-1T スチームトラップ類
2019-01-17 SANEI(株) シングルワンホールスプレー混合栓 K87121EJV-13 給水栓手動式キッチン用
2018-09-25 SANEI(株) シングルワンホール混合栓 K87111JV-13 給水栓手動式キッチン用
2018-05-01 (株)ヨシタケ バキュームブレーカ VB-20 自力式調整弁
2018-01-09 (株)大和バルブ 黄銅鍛造600型ねじ込み式ボールバルブ VEB 手動弁
2017-09-28 東洋バルヴ(株) 一般ビル用湿式流水検知装置 10-FAMF80,100 手動弁
2017-06-14 (株)テイエルブイ モニタリングセンサー搭載可能型スチームトラップ i-J3S-X スチームトラップ類
2017-06-13 (株)キッツ 小型直流電動比例制御弁(RDH) RDH124-UTxx、RDH124-Txx 調節弁電気式
2017-04-17 アズビル(株) インテリジェントコンポ　アクティバル 流量計測制御機能付 FVY51 調節弁電気式
2017-04-17 アズビル(株) 電動二方弁　アクティバル VY51ｘExxx 調節弁電気式
2017-04-17 アズビル(株) アクティバル ミニ ファンコイル用 VY55x2A10xx 調節弁電気式
2017-04-17 アズビル(株) アクティバル電動二方弁　高差圧対応シリーズ VY51x3xxx 調節弁電気式
2017-01-31 (株)フジキン P メガーMINI LASタイプ FPR-PSD-21-6.35UGC#B 調節弁空気式
2016-12-27 SANEI(株) サーモシャワー混合栓 SK1813D-13 給水栓手動式バス用
2016-12-27 SANEI(株) シングルスプレー混合栓（洗髪用） K37610EJV-13 給水栓手動式洗面用
2016-12-27 SANEI(株) シングルワンホールスプレー混合栓 K87101JV-13 給水栓手動式キッチン用

環境配慮バルブ登録制度のラベル 

https://www1.j-valve.or.jp/environmental-valve/
https://j-valve.or.jp/pdf/valve-dfe/valve-dfe-assessment-guideline_3rd.pdf
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環境活動調査結果 

 

 

企業活動と環境問題の関わり 

当工業会会員企業の環境への取組み状況を見る前に、まず、世界や日本における、企業活動と環境問題

の関わりの最新動向を簡単に見ておきたいと思います。 
 

前回発行した「環境活動報告 2019」で、「パリ協定」採択以降の SBT（※）参加企業数の推移を示しま

したが、その最新版を図-1 に示します。 

（※）SBT は“Science Based Target”の略で、パリ協定が求める水準（気温上昇を産業革命前より 2℃以内に抑える）

と整合する、企業の温室効果ガス排出削減目標のことです。 

 

  

図-1 SBT に参加する世界の企業数（左）と日本企業の認定数（右） （2020 年 11 月 10 日現在） 

出典：環境省ホームページ 「SBT（Science Based Targets）」 

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/intr_trends.html#no07 

 
19 年 4 月から 20 年 3 月までの参加企業数の伸びは、それ以前と比べても衰えていません。20 年 11 月

10 日時点の最新データでも、世界全体で 1045 社、日本企業が 104 社と参加企業数は増え続けており、新

型コロナウィルスの問題が発生した後も、環境が重要な経営課題と認識されていることに変わりはないこ

とが分かります。 
 
また、「ESG 投資」（企業の非財務情報である、環境＝Environment・社会＝Social・企業統治＝Governance

の要素を重要な判断材料とする投資）の動きも拡大しています。新型コロナの状況下においても、大手機

関投資家による ESG 投融資強化の動向を伝えるニュースは多く報道されています。 

企業規模を問わず、ESG への対策の遅れは、機関投資家・個人投資家から潜在的な経営リスクと判断さ

れます。長期収益獲得を図る投資家が投融資の判断基準を厳しくする中、企業が事業拡大・継続の資金を

調達するためには、ESG への取組みがますます不可欠になります。新型コロナウィルスの問題により、企

業の業績下降が見込まれる状況においては、なおさら ESG 投資対策の重要性が増すことが見込まれます。 

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/intr_trends.html#no07
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企業の環境対策に対する社会からの要請は年々厳しくなっています。こうした情勢の変化に会員企業が

対応できるよう、当工業会環境委員会では環境面での取組みをサポートすることを目的に活動しています。

その一環として、今回で 3 回目となる会員各社へのアンケート調査を行いましたので、その結果を次にご

紹介します。 

 
 
調査の概要 

 (一社)日本バルブ工業会会員企業の環境への取組状況を把握するため、「環境経営」「環境負荷低減活動」

「化学物質管理」の 3 つのテーマに関するアンケート調査を行いました。 
 

調査実施期間： 2020 年 9 月 7 日～10 月 9 日 

調査対象： 正会員 116 社 

回答企業数： 65 社（回答率 56%）、社名は p.20 に掲載。 

 ※前回調査（2019 年 8 月～9 月）の回答社数は 60 社／115 社（52%） 
 
 

環境経営の取組状況 

環境経営の取組状況を調査しました（グラフ-1）。 

 

 
注） パーセンテージは回答のあった会員 65 社に対する割合を示します。複数回答可の設問であ

るため、合計は 100%になりません。以下、複数回答可の設問はすべて同様です。 

 

a) 及び/又は b)を選んだ、積極的に環境対応を経営に取入れている会員企業は 50%未満でした。EMS（環

境マネジメントシステム）や MFCA（マテリアルフローコスト会計）を導入している会員企業は 54%（35

社／65 社）で、前回調査の 57％（34 社／60 社）よりも導入割合は減ったものの、社数は 1 社増加しまし

た。 

環境経営を実践していないと回答した会員企業は 25%（16 社／65 社）で、その 16 社に理由を尋ねた結

果をグラフ-2 に示します。 

25%

54%

38%

43%

0% 20% 40% 60%

d） 環境経営は実践していない

c） EMS、MFCAなどの体制を構築

し、環境経営を管理している

b） 環境を取り巻く状況の変化を重要な事業機

会又はリスクと捉え、戦略的に対応している

a） CSRレポート、環境レポートなどで情報を

公開し、社会に環境経営をコミットしている

グラフ-1 環境に関する経営方針

Q1. 環境に関する経営方針について、お答えください。（複数回答可） 
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a)「環境経営を行う目的や効果が分からない」が 2 社（13%）、b)「環境経営の必要性は理解しているが、

どの程度尽力する必要があるかわからない」が 9 社（56%）で、前回調査と同じ結果でしたが、c)「その他」

の回答は 4 社から 8 社に増加しており、前回同様「必要性については認識しているが、製造業としてのモ

ノの品質、性能、コストへの注力度合いが未だに大きい」、「下請けとしての売上比率が高く、環境経営即

自社の好循環との考えには至らない」などのコメントに加え、環境経営に人材、資金、時間を割ける余裕

がないとの回答が増えていました。 

 

次に EMS（環境マネジメントシステム）の導入状況に関する調査結果です（グラフ-3）。 

環境課題への取組み（現状の把握、計画、評価など）を計画的に推進するためには EMS の活用が有効です。 

 

EMS を導入、または導入予定という会員企業を合わせると 72%（47 社／65 社）でした。前回調査（44
社／60 社）よりも社数は増えています。 

 
EMS の導入／運用にあたっての課題を調査した結果、導入している会員企業、導入していない会員企業

ともに、費用や業務負荷を大きな課題ととらえている状況でした（グラフ-4）。その他の課題としては、「導

入から時間がたち、活動のマンネリ化の雰囲気がある」、導入予定のない理由として「EMS を知らない」、

「EMS 導入は急務ではない」などのコメントがありました。このあたりの傾向は前回調査から変わりあり

ません。 

50%

56%

13%

0% 20% 40% 60%

c） その他

b） 環境経営にどの程度尽力す

る必要があるかわからない

a） 環境経営を行う目的や効果がわからない

グラフ-2 環境経営を実践していない理由

グラフ-3 EMSの導入状況

Q3. 環境マネジメントシステム（EMS）について、お答えください。 

a） ISO1400 を導入している … 58% 

b） その他の EMSを導入している … 9% 

c） 何らかの EMS を導入予定 … 5% 

d） 導入していない/導入予定はない 

… 28% 

Q2. 環境経営を実践していない理由を教えてください。（複数回答可） 

※この設問は Q1 で d を選んだ 16 社が対象 
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環境負荷低減活動の取組状況 

温室効果ガス排出量の削減、廃棄物排出量の削減、グリーン調達、環境配慮設計、その他の環境負荷低

減活動、および、海外拠点での活動状況について調査しました。 
 
温室効果ガス排出量削減 

温室効果ガス排出量は世界全体で削減すべき課題とされており、日本でも、2013 年度比 26%の排出量削

減を 2030 年度までに達成することを世界に約束しています。会員企業の温室効果ガスの排出量削減活動

の状況を調査しました（グラフ-5）。 
 

 

 
前回の調査結果と比較すると、a)「中期の目標、計画がある」の回答は、18 社から 17 社に 1 社減、b)「長

期の目標、計画がある」の回答は 7 社から 5 社に 2 社減になりました（※）。c)「特に目標、計画はない」

の回答は 39 社から 45 社に増加という結果で、温室効果ガス排出量の削減に消極的な会員企業が 70％近く

になることがわかりました。 

（※）前回と今回の調査で回答いただいた会員企業は一部異なっています。前回「目標・計画がある」と答えた会

員企業が、今回「目標・計画はない」に転じたことを意味するものではありません。 

 

8%

11%

65%

52%

0% 20% 40% 60% 80%

未回答

c） その他

b） 業務の負荷が大きくなる

a） 導入／運用に費用（外部審査など）がかかる

グラフ-4 EMS導入／運用にあたっての課題

69%

8%

26%

0% 20% 40% 60% 80%

c） 特に目標、計画はない

b） 長期（6～10年以上）の目標、計画がある

a） 中期（3～5年）の目標、計画がある

グラフ-5 温室効果ガスの排出量削減の目標・計画

Q8-① 温室効果ガス排出量削減の目標、計画がありますか? （複数回答可） 

Q4. EMS 導入／運用にあたっての課題などがあれば教えてください。（複数回答可） 
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温室効果ガス排出量の削減目標を立てるためには、まず、排出量を把握することが必要になります。排

出量は、事業所規模によって国や地方自治体への報告が義務付けられていますので、その状況を調査しま

した（グラフ-6）。 

 

排出量を把握していない会員企業が半数を超える状況でした。また、グラフ-5 の結果と比べてみると、

b) を選んだ会員企業でも削減目標・計画の設定に至っていないケースがあることが分かります。 
 
温室効果ガス排出量は、環境対策の成果を計る際の代表的な指標です。SDGs、ESG 投資などの動きが広

がる中、環境への取組みは事業継続の成否に直結しますので、今後は企業規模にかかわらず、温室効果ガ

ス排出量を把握することが必要になります。環境委員会としても、会員企業が温室効果ガス削減につなが

る活動を計画的に推進していくための施策を検討していきます。 
 
温室効果ガス排出量削減活動の外部への発信状況、削減活動の内容についても調査していますので、そ

の結果をグラフ-7、グラフ-8 に示します。 
 

 
 

外部への発信状況は、前回調査結果から傾向の変化はありませんでした。SDGs や ESG 投資の観点から

も、企業のイメージアップ、計画的な環境負荷低減による社会貢献につながる重要な活動になると考えら

れますので、積極的な PR が求められます。 

グラフ-6 国／地方自治体への温室効果ガス排出量報告状況

2%

77%

0%

2%

3%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未回答

e） 外部に対して宣言はしていない

d） 2年以内に認定取得予定

c） RE100プロジェクトに加盟している

（RE100を宣言している）

b） SBTイニシアチブのいずれかの認定を受けている

a） ホームページ/環境報告書などに削

減目標、計画などを記載している

グラフ-7 温室効果ガス削減活動の社外への発信状況

Q8-④ 温室効果ガス排出量の管理状況について教えてください。 

a） 国や地方自治体に定期的に排

出量を報告している … 26% 

b） 国や地方自治体に報告はしていな

いが、排出量を管理しており、年単

位での推移を把握できる … 17% 

c） 特に排出量を把握していない 

… 55% 

未回答 … 2% 

Q8-② 温室効果ガス削減活動を外部に対して宣言していますか? （複数回答可） 
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温室効果ガス排出量削減活動の内容では、a)「再生可能エネルギーを活用している」と答えた会員企業

が前回の 23％（14 社／60 社）から 25%（16 社／65 社）に微増。しかし、c)「特に活動していない」とい

う回答は前回 37％（22 社／60 社）⇒ 今回 46％（30 社／65 社）に、d)「上記以外の活動を実施」という

回答は前回 43％（25 社／60 社）⇒ 今回 28％（18 社／65 社）に大きく変化しています。 

前回と今回で回答担当者が変わり、その判断基準が変わったケースもあると推測されますが、温室効果

ガスの排出量削減活動が消極的になることが危ぶまれます。 

 

省エネ活動 

温室効果ガス排出量削減の一手段である省エネ活動の取組状況を調査しました（グラフ-9）。 

 

省エネに努めている会員企業は 94%（61 社／65 社）で、前回調査結果（93%）と変わりありませんでし

た。ほとんどの会員企業が何かしらの省エネ活動を実施しています。 

具体的な省エネの工夫や課題に関する調査結果（グラフ-10）も、前回調査結果との違いはほとんどあり

ませんでした。 
 

2%

28%

46%

2%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

未回答

d） 上記以外の活動を実施している

c） 特に活動していない

b） カーボンオフセットを活用している

a） 再生可能エネルギー（太陽光/風力/水

力発電などによる電力）を使用している

グラフ-8 温室効果ガスの排出量削減活動

グラフ-9 省エネ活動への取組み状況

Q5. 省エネの取組み状況について、お答えください。 

a） 毎年省エネの目標と計画の設定、結

果の検証を行い、管理された状態での

省エネ活動を推進している … 63% 

b） 目標・計画等はないが、省

エネに努めている … 31% 

c） 目標・計画等はなく、特に省エ

ネにも努めていない … 6% 

Q8-③ 温室効果ガス排出量を削減するために実施している活動を教えてください。 （複数回答可） 
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新型コロナウィルスの状況次第にはなりますが、環境委員会でも、省エネ見学会や省エネ事例発表会の

開催など、会員企業の省エネ活動推進を支援する企画を検討していきます。 

 

省資源活動 

省資源化はエネルギー使用量の削減、廃棄物排出量の削減につながる重要な活動です。省資源活動の取

組状況、具体的な活動について調査しました（グラフ-11、グラフ-12）。 
 

 
 
b)「過剰生産の抑制の推進」と c)「副資材や補助材料の削減への取り組みは」、それぞれ 62%、52%に留

まっています。コスト削減や省エネ・省資源に対するこれらの活動の効果が少ないと判断されているのか

もしれません。 

6%

11%

15%

9%

51%

45%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

g） エネルギー管理のための工夫はしていない

f） その他の工夫

e） 社内で省エネコンテストなどを企画する

など、省エネ啓蒙活動を展開している

d） エネルギー管理方法について省エネ診断士

など専門家か らアドバイスを受けている

c） 燃料の使用量削減のため省エネ機器や

電気自動車などの導入を推進している

b） 使用電力の見える化やデマン

ドレスポンスなどに対応している

a） 省エネ機器、設備の導入を推進している

（LED照明化、二重窓、省エネ装置など）

グラフ-10 省エネ/エネルギー管理で工夫していること

3%

3%

17%

42%

15%

5%

52%

62%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ｉ） 省資源のための取り組みはとくにしていない

h） その他

g） 水の再利用を推進している

f） 廃棄物の再利用を推進している

e） 水の使用量の抑制を推進している

d） MFCA(マテリアルフローコスト会計)を導入している

c） 副資材や補助材料の削減を推進している

b） 過剰生産の抑制を推進している

a） 製造の無駄(歩留まり/不良品)削減を推進している

グラフ-11 省資源の取組状況

Q6. 省エネ、エネルギー管理で工夫していることを教えてください。 （複数回答可） 

Q9. 省資源の取組み状況について、お答えください。 （複数回答可） 
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MFCA（マテリアルフローコスト会計）は、資源を事業活動のなかで、どこにどれだけ投入し、どこでど

れだけ「ムダ」が発生しているのか、資源の流れ（マテリアルフロー）を把握することにより、省エネ・

省資源のターゲットを見つけ出し、その改善に伴う費用効果を算出する手法です。前回の調査では 3％（2

社／60 社）でしたが、今回の調査では 5%（3 社／65 社）が導入していました。 

有効な省エネ・省資源推進のための MFCA 等の推進普及は、環境委員会の課題となると思います。 
 
省資源のために会員が行っている具体的な工夫はグラフ-12 のとおりです。 
 

 
 
回答のあった企業のうち 86%の会員は、複数の工夫を組合せながら、廃棄物削減を実践していることが

示されています。その他の工夫として寄せられたコメントには「シュレッダーした紙片を緩衝材に使用」

という面白いものもありました。 

全ての活動の取り組みは、現状把握から始まります。企業活動において環境廃棄物の削減は、コスト削

減に直結します。廃棄物発生量、処分量及び再資源化について、廃棄物処理法の基づく区分管理を行い、

適切に管理することで、費用対効果を明確にできると考えます。 
 
環境負荷低減活動の実績 

前回調査に続き、温室効果ガス排出量、エネルギー使用量、廃棄物排出量等についての定量調査も行い

ました（調査対象期間は 2019 年 4 月～2020 年 3 月）。各社からの回答の合計を表-1 に示します。ただし、

次の a)、b) の理由により、必ずしもバルブ産業全体の環境負荷状況を正確に表したデータではないことを

あらかじめお断りしておきます。バルブ産業の環境負荷の状況を見るときのおおよその目安としてご覧く

ださい。 

 

a） 当工業会会員はバルブ以外の製品を作っている企業も多い（今回調査に回答した会員のうち約 4 割

が、会社全体の売上に占めるバルブの売上の割合が 50%未満）。各調査項目について、バルブ以外の製

品に係わる数値も含めて回答されたたケースと、バルブに係わる数値のみ回答されたケースがある。 

b） 温室効果ガス排出量やエネルギー使用量などを把握していない会員もいるため、調査項目ごとに回

答社数は異なる。 

2%

14%

8%

49%

52%

57%

0% 20% 40% 60%

未回答

e） 特に工夫はしていない

d） その他の工夫

c） 梱包材の廃棄処分量を抑制している

b） 環境配慮設計や生産工程改善により資

源必要量、廃棄物排出量を抑制している

a） リユース、リサイクルを推進し、非再

資源廃棄物の処分量を抑制している

グラフ-12 省資源の工夫

Q10. 省資源で工夫していることや課題があれば教えてください。 （複数回答可） 
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表-1 環境負荷低減活動の実績 

調査項目 
2018 年度 

（前回の調査結果） 
2019 年度 

（今回の調査結果） 

温室効果ガス排出量 578,884 CO2 ton（30 社） 411,329 CO2 ton（30 社） 

エネルギー使用量 

燃料 

熱 

電気 

（原油換算） 

 

1,404,745 GJ（50 社） 

16,604 GJ（43 社） 

3,933,636 GJ（50 社） 

139,739 Kl（00 社） 

 

1,079,661 GJ（50 社） 

16,378 GJ（47 社） 

3,047,548 GJ（50 社） 

108,418 Kl（00 社） 

廃棄物排出量 

一般廃棄物 

発生量 

処分量 

再資源化量 

産業廃棄物 

発生量 

処分量 

再資源化量 

特別管理廃棄物 

発生量 

処分量 

再資源化量 

（43 社） 

 

7,633 t（00 社） 

5,726 t（00 社） 

6,472 t（00 社） 

 

53,540 t（00 社） 

30,927 t（00 社） 

33,246 t（00 社） 

 

1,982 t（00 社） 

1,924 t（00 社） 

448 t（00 社） 

（50 社） 

 

3,836 t（00 社） 

1,158 t（00 社） 

3,194 t（00 社） 

 

50,195 t（00 社） 

14,857 t（00 社） 

35,099 t（00 社） 

 

2,431 t（00 社） 

1,925 t（00 社） 

1,141 t（00 社） 

水使用量 6,376 千 m3（49 社） 5,602 千 m3（50 社） 

注）今回の調査結果を集計するにあたり、前回調査における回答時の記入の誤りや

集計の誤りが判明しました。前回報告書に掲載した数値から修正したものを上に

掲載しています。 
 
グリーン調達 

グリーン調達の活動状況を調査しました（グラフ-13）。 

 

a)の回答が 26%（17 社／65 社）と、前回調査 32%（19 社／60 社）から減少しましたが、これは回答い

ただいた企業が異なっていることによるものです。 

グラフ-13 グリーン調達の実施状況

Q13. 具体的なグリーン調達の内容を教えてください。 

a） 取り組み方針、適用範囲などが決

められ、ルールに基づいてグリー

ン調達を運用している … 26% 

b） ルールはないが、グリーン調

達に努めている … 46% 

c） グリーン調達を行っていない … 26% 

未回答 … 2% 
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グリーン調達は環境経営の重要な要素です。SDGs や ESG 投資対策の観点からも「グリーン調達に努め

ている」から「ルールに基づくグリーン調達」に活動を前進させる必要がります。 

 

環境配慮設計 

省エネや廃棄物排出量の削減などの企業活動は当然のことながら、新製品の開発、設計においても環境

負荷の小さい製品化を目指す環境配慮設計が重要になります。 

環境配慮設計の取組状況をグラフ-14 に、環境配慮設計を進める上での課題を尋ねた結果をグラフ-15 に

示します。いずれも、前回調査からほぼ変わりありませんでした。 

 

 

 

 

当工業会では会員企業が環境配慮設計を計画的に進められるよう『バルブ製品アセスメントガイドライ

ン』（第 3 版）をホームページで公開し、環境配慮設計の実施成果を社外へ発信するための制度「環境配慮

バルブ登録制度」（グラフ-16）を用意しています。これらを会員企業に積極的に活用してもらえるよう、

早急な課題の抽出、課題解決の施策を検討していきます。 

 

2%

42%

29%

40%

0% 20% 40% 60%

未回答

c） LCAや環境配慮設計への取組みは特にしていない

b） 製品開発/設計時にLCAを実施している

a） 製品開発/設計時に環境配慮設計を実

施し、アセスメントなどで評価している

グラフ-14 LCAや環境配慮設計への取組状況

5%

10%

5%

55%

40%

0% 20% 40% 60%

未回答

d） 特に課題はない

c） その他

b） アセスメントやLCA の実施結果

を効果的に活用できていない

a） アセスメントやLCA の実施に時間がかかる

グラフ-15 LCAや環境配慮設計を進める上での課題

Q14. LCA や環境配慮設計への取組み状況についてお答えください。 （複数回答可） 

Q15. LCA や環境配慮設計を行うにあたっての課題があれば教えてください。 （複数回答可） 
※この設問は Q14 で a または b を選んだ 40 社が対象 
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その他の環境負荷低減活動 

環境負荷低減に関するその他の取組み事例として、前回調査になかった回答としては、次のようなもの

がありました。 

a） ECO ビジネスの新会社設立。 

b） 関連グループ会社と連携して、省エネ機器の情報共有化など環境負荷低減を推進している。 

c） 排水による汚染の防止に特に力を入れている。 

 

海外拠点での環境負荷低減活動状況 

海外での生産活動や販売活動を行っている会員 39 社からの回答をグラフ-17 に示します。 

グローバルで環境負荷低減を推進、エネルギー使用量を管理している会員企業が約 2 割ある一方、現地

任せで状況を把握していない会員企業は 59%でした。前回調査から傾向に変化はありませんでした。 

 

 

グラフ-16 環境配慮バルブ登録制度への製品登録予定

8%

59%

15%

21%

18%

0% 20% 40% 60% 80%

e） その他

d） 海外における環境負荷低減活動は、現地

の判断に任せており、状況を把握していない

c） 拠点ごとに環境負荷状況を管理しているが、

海外の状況を国内で把握する仕組みはない

b） 拠点ごとに環境負荷状況を管理する仕

組みがあり、管理状況を把握している

a） 海外拠点を含めて、グローバルで

環境負荷低減活動を推進している

グラフ-17 海外拠点での環境負荷低減活動の状況

Q16. 「環境配慮バルブ登録制度」への製品登録予定を教えてください。 
※この設問は製品登録済みの 8 社を除いた 57 社が対象 

a） 登録のための活動を継

続している … 0% 

b） 登録を検討している … 18% 

c） 登録の予定はない … 79% 

未回答 … 4% 

Q19. 海外拠点を含めた環境負荷低減活動の取組み状況についてお答えください。（複数回答可） 

※この設問は該当する会員 39 社が対象 
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化学物質管理 

化学物質管理の仕組みの整備状況 

化学物質規制は製品、製造工程、廃棄などの企業活動に広範囲に影響し、国内外ともに規制が強化され

ていく状況です。その規制の最新状況に遅れなく対応するしくみのない企業が 40％前後あり、さらに、規

制の対象となる化学物質を管理するしくみのない企業が 12％あることがわかりました（グラフ-18）。 
今後、規制強化は事業活動に影響するリスクが高いと思われます。当工業会としてリスク回避につなが

る施策を検討し、提供していきたいと考えています。 
 

 

 

化学物質管理の仕組みの整備状況 

会員企業が、商品・製品、製造工程、廃棄のどのフェーズでの化学物質管理に最も困っているかを調査

しました（グラフ-19）。 
最も多かったのが、製造工程で 43%、次いで商品・製品 25%、廃棄物 20%の順番になりました。寄せら

れたコメントからは、海外調達先の管理、規制改訂に伴う代替品の選定、化学物質監理のための時間や費

用等について困っている現状が理解できました。 
 

 

12%

18%

55%

62%

60%

0% 20% 40% 60% 80%

e） 化学物質管理を行うしくみは持っていない

d） その他の化学物質規制

にも対応するしくみがある

c） 廃棄物に適用される最新の法

令/規制に対応するしくみがある

b） 製造工程に適用される最新の法

令/規制に対応するしくみがある

a） 商品、製品ごとに最新の法令/

規制に対応するしくみがある

グラフ-18 化学物質管理のしくみ

グラフ-19 どのフェーズでの化学物質管理に最も困っているか

Q20. 化学物質管理のしくみはありますか？ （複数選択可） 

Q21. 商品・製品、製造、廃棄のどのフェーズでの化学物質管理がもっとも困っていますか？ 

a） 商品・製品 … 25% 

b） 製造 … 43% 

c） 廃棄 … 20% 

未回答 … 14% 



 

16 
 

お客様からの化学物質調査依頼状況 

会員企業において、お客様からの化学物質に関する調査依頼がどの程度あるか、調査しました（グラフ

-20）。「時々ある」、「頻繁にある」を含めると 63%の会員企業に調査依頼があり、「ほとんどない」は 34％。

前回調査の結果とほぼ同等となりました。 

 

 

お客様からの化学物質調査依頼フォーマット 

お客様からの化学物質調査依頼に利用しているフォーマットについて調査を行いました（グラフ-21）。 

前回調査では「調査依頼は断っている」という回答が 2%ありましたが、今回調査ではすべての会員企業

で何らかの回答を行っており、b)「chemSHERPA で回答」は 15％（10 社／65 社）で前回調査の 10％（6 社

／60 社）からわずかですが増加してしました。今後普及率が伸びていくことが期待されます。 

 

化学物質管理の課題 

化学物質管化学物質理を行う上での課題について調査しました（グラフ-22）。 

会員企業によって化学物質の管理上の課題がさまざまであることがわかりました。「その他の課題」 

があると答えた会員から寄せられたコメントには、 

グラフ-20 お客様からの化学物質調査の依頼頻度

グラフ-21 お客様への化学物質調査結果の回答方法度

Q22. お客様からの化学物質調査（有害物質の含有調査など）の依頼頻度を教えてください。 

a） 頻繁に調査依頼がある（10 件以

上／年） … 34% 

b） 時々調査依頼がある（2～9 件／年） 

… 29% 

未回答 … 2% 

c） 調査依頼はほとんどない

（0～1 件／年） … 34% 

Q23. お客様への化学物質調査結果の回答方法について教えてください。 

a） 自社で決めたフォーマットで回答 

… 18% 

b） chemSHERPA で回答 … 15% 

c） 調査依頼先の指定フォーマット

（chemSHERPA は除く）で回答 

… 63% 

未回答 … 9% 

d） お客様からの化学物

質調査依頼は断って

いる … 0% 
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・生産拠点（海外）と日本の法規制のギャップ 

・入手する SDS の最新版管理 

・規制の改訂があった場合の正しい解釈、判断に不安がある 

などの意見がありました。 

 

環境委員会では、化学物質に関して会員企業が抱えている課題を踏まえ、引き続き、会員企業の活動を

支援する施策について検討を行っていきます。 

 

 

まとめ 

大手企業を中心に SBT や ESG 投資に対応した企業活動が積極的に行われているのと同時に、中小企業

がこれらの動きに対応できるようにするための施策も環境省等の省庁によって進められています。企業規

模に関わらず環境経営への取組みは必須の状況となっていますが、今回の調査結果からは、当工業会内で

は環境経営を積極的に推進している会員企業から未着手の会員企業まで、温度差が大きいことがわかりま

した。 

環境委員会としては、まずは全会員企業が自社の状況を把握し（本調査の回答率向上にもつながります）、

そこから環境経営の必要性の認識、さらには環境経営の成功に繋げるための施策（情報発信、環境セミナ

ーの開催、他社の先進的な省エネ活動・環境負荷低減活動の事例紹介、シンポジウムの開催など）を企画・

実施していきたいと考えています。 

 

 

 

グラフ-22 化学物質管理を行う上での最大の課題

Q24. 化学物質管理を行う上での最大の課題を教えてください。 （a～eから1つ選択）

a） 化学物質情報の入手 … 17% 

b） システム構築（SDS データベース

等）・人的資源の確保 … 29% 

c） 法改正への対応 … 22% 
d） 客先独自要求への対応 

… 18% 

e） その他 … 14% 

未回答 … 14% 
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「環境配慮バルブ登録制度」登録製品のご紹介（社名 50音順） 

 製品登録＝2017年 4月  製品登録＝2017年 4月 

ACTIVALTM 電動二方弁 
アズビル株式会社 

建物の空調・熱源・衛生設備廻
りの冷温水、蒸気の流量を適切
に制御する電動弁です。小型化
を図ったことで、省スペース設
置、省資源に貢献します。 

製品登録＝2017年 4月  

流水音などの騒音を抑制する
ため、ホテル、病院などの個室
の温度制御に最適です。 

製品登録＝2017年 4月  

製品登録＝2020年 6月 
 

小型化とブラシレス化による高耐
久実現。開閉時間、制御分解能等
の動作モード変更が容易。組立、
分解廃棄の容易。RoHS、REACHの
化学物質管理、EMC評価クリア。 

製品登録＝2017年 6月  

ACTIVALTM 
電動二方弁高差圧対応シリーズ 
アズビル株式会社 

バルブ内で流れを整え、過大
な圧力低下を防ぐことによ
り、キャビテーションによる
エロージョンが起きにくい構
造です。 

ACTIVALTM 
流量計測制御機能付電動二方弁 
アズビル株式会社 

自動で最適流量制御を行うた
め、空調機器に流れる冷温水
を抑制し、省エネルギーを実
現します。 

ACTIVALTM・ミニ 

ファンコイル用電動ボール弁 
アズビル株式会社 

耐塩素 EPDMバタフライ弁 
株式会社キッツ 

耐塩素 EPDM ゴムシートのバ
タフライ弁を新規開発。対残
留塩素耐久性４倍以上を実現
（従来比）。日本水道協会基本
基準認証品も特注にて対応。 

小型直流電動比例制御弁 
RDH124-(N)2 
株式会社キッツ 

シングルワンホール混合栓 
SANEI株式会社 
 

 キッチン用。泡沫吐水。 
ボルト式で本体固定が容易。 
吐水パイプ回転規制付。 

製品登録＝2018年 9月 

 

 
K87111JV-13 

シングルワンホール混合栓 
SANEI株式会社 
 

 キッチン用。節湯 C1 
泡沫吐水。 
ボルト式で本体固定が容易。 
家事がラクになるシリーズ。 

製品登録＝2020年 3月 
 

K8721EJV-13 

https://www.kitz.co.jp/environment/env_products.html#rdh
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「環境配慮バルブ登録制度」登録製品のご紹介 

製品登録＝2019年 1月 
 

SK181D-13 製品登録＝2020年 4月 

シングルスプレー混合栓(洗髪用) 
SANEI株式会社 

洗面所用。節湯 C1。 
ホース引き出し式。 
シャワー・整流吐水切替式。 

製品登録＝2016年 12月 

 

 
K37610EJV-13 

キッチン用。 
ホース引出し式。 
シャワー・整流吐水切替式。 
吐水パイプ回転規制付。 

製品登録＝2016年 12月 

 

 
K87101JV-13 

製品登録＝2017年 6月 

 

高い信頼性・メンテナンス性有
した半導体製造装置用バルブ。 
従来同等性能で独自の技術で
パーツ点数を減らし環境配慮
を実現。 

製品登録＝2017年 1月 
 

シングルワンホールスプレー混合栓 
SANEI株式会社 

キッチン用。節湯 C1。 
ホース引出し式。 
シャワー・整流吐水切替式。 
吐水パイプ回転規制付。 

サーモシャワー混合栓 
SANEI株式会社 

バスルーム用。節湯 B1。 
節水シャワー。 
熱帯防止タイプで火傷防止に
配慮。 

シングルワンホールスプレー混合栓 
SANEI株式会社 

専用のセンサーを容易に取り
付けることができ、スチーム
トラップの状態を常時監視。
長寿命に加え、装置の効率を
向上させ、蒸気プラントの安
全・安心操業に貢献します。 

半導体製造装置用エアオペレートバルブ 
P メガーMINI LASタイプ 
株式会社フジキン 

黄銅鍛造 600型ボール弁 VEB 
株式会社大和バルブ 
 

 従来製品より材料使用量を低
減し、軽量化を図った製品。 
よりコンパクトになり、取り
扱いも容易。 
 

製品登録＝2018年 1月 

 

バキュームブレーカ VB-20 
株式会社ヨシタケ 
 

 ・給水・給湯系統の逆サイホン
作用防止用弁（負圧発生時に自
動的に空気の導入を行う） 
・水道法基準適合品 
・東京水道局基準適合品 

製品登録＝2018年 5月 
 

 

 
K87121EJV-13 

ioT対応スチームトラップ(i-Trap) 
株式会社テイエルブイ 
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「環境配慮バルブ登録制度」は、2016 年 11 月から運

用を開始した当工業会独自の環境ラベル制度です。 
※登録製品の製品性能や環境特性の詳細については

製造元会員企業にお問合せください。 
 

 
★          ★          ★          ★ 

 

アンケート調査に協力いただいた会員企業 

今回のアンケート調査では、下記の会員 65 社（社名 50 音順）にご協力をいただきました。厚く御礼申し上げます。 
 
アサヒ衛陶株式会社  株式会社昭和バルブ製作所  日立金属株式会社 
アズビル株式会社  杉本バルブ工業株式会社  日の本辨工業株式会社 
イーグル工業株式会社  株式会社スリーエス  平田バルブ工業株式会社 
イハラサイエンス株式会社  スリーエム工業株式会社  株式会社ファインテック高橋 
ウツエバルブ株式会社  株式会社タカギ  株式会社ブイテックス 
オーエヌ工業株式会社  株式会社タブチ  株式会社福井製作所 
株式会社オーケーエム  ティヴィバルブ株式会社  株式会社フジキン 
岡野バルブ製造株式会社  株式会社テイエルブイ  フシマン株式会社 
株式会社オンダ製作所  株式会社 TVE  平和バルブ工業株式会社 
株式会社カクダイ岐阜工場  東工・バレックス株式会社  株式会社ベン 
兼工業株式会社  TOTO 株式会社  前澤給装工業株式会社 
金子産業株式会社  東洋バルヴ株式会社  前澤工業株式会社 
株式会社キタムラフォーセット  巴バルブ株式会社  前田バルブ工業株式会社 
株式会社キッツ  株式会社中北製作所  株式会社水生活製作所 
株式会社栗本鐵工所  株式会社日邦バルブ  ミズタニバルブ工業株式会社 
株式会社 KVK   日本工装株式会社  宮部鉄工株式会社 
株式会社ケイヴイシー  日本ダイヤバルブ株式会社  株式会社ミヤワキ 
株式会社光明製作所  日本ピラー工業株式会社  株式会社大和バルブ 
光陽産業株式会社  日本フイツシヤ株式会社  株式会社ヨシタケ 
SANEI 株式会社  株式会社バルカー  株式会社 LIXIL 
株式会社清水合金製作所  ハンスグローエ ジャパン株式会社  ワシノ機器株式会社 
株式会社昌立製作所  株式会社光合金製作所   

 
一般社団法人日本バルブ工業会 

環境活動報告 2020 
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©一般社団法人日本バルブ工業会 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 5F 

製品登録＝2019年 4月 

Wi-Flo蒸気バルブ監視機WIF-1T 
株式会社ヨシタケ 

スチームトラップの漏れと詰ま
りを無線通信でモニタリング。
エネルギー・CO2の無駄を限り
なくゼロにできる唯一の管理方
法をご提案いたします。 

 

「環境配慮バルブ登録制度」登録製品のご紹介 


