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2021 年も昨年に引き続きコロナ感染は世界中に様々な影

響を及ぼしましたが、一方、多くの気候災害が地球全体にわ

たり発生した年にもなりました。 

「グリーンランドの氷上で初めて雪ではなく雨が降りま

した。深海から山頂まで全世界が荒廃しています」――世界

気象機関（WMO）の 2021 年「気候現況報告書」に掲載され

たグテーレス国連事務総長の指摘です。 

2 月にインド北部ウッタラカンド州のヒマラヤ山岳地帯

で突然洪水が発生し少なくとも 83 人が死亡、121 人が行方

不明となり、洪水の原因は温暖化した気候による氷河崩壊で

した。 

普段は温和な米国南部テキサスでは 2 月に昼間の気温が

氷点下 18 度まで下がる 30 年ぶりの寒波を体験する一方、6
月には高気圧が半球形の屋根を作って熱い空気を閉じ込め

る「ヒートドーム現象」が北米西部太平洋沿岸で広がり猛暑

が続きました。カナダのブリティッシュコロンビア州では 6
月に 49.6 度を記録しカナダ最高気温を更新しました。ヒー

トドームは米国南西部まで進出し、7 月にカリフォルニア州

デスバレーでは気温が 54.4 度まで上がりました。 
1 年を締めくくる 12 月にも環境災害はとどまらず、米国中部を襲ったトルネードは多くの犠

牲者を出し、その原因としても急激に上がった気温が挙げられています。 
世界気象機関（WMO）は、2020 年にロシアのシベリアで観測された気温 38 度が、北極圏での

観測史上最高だったと正式に認定し、気候変動に警鐘を鳴らしています。 
2021 年 8 月付の IPCC（国連気象変動に関する政府間パネル）第 6 次報告書（抜粋）では、 

 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。 

 気候システムの多くの変化は、地球温暖化の進行に直接関係して拡大する。この気候システ

ムの変化には、極端な高温、海洋熱波、大雨、・・・など以上から、以前の予想より温暖化の

速度は早いことがわかってきた。カーボンニュートラルの確実な達成が急がれる 

と結論づけています。まさに待ったなしの状況になりつつあります。 
このような環境活動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、日本バルブ工業会では「環境活動報告 2021」を刊行いたしました。環境アンケートには前

年を上回る 67 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（2021 年度）       環境委員会（2021 年 12 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 (株)キッツ 
委 員 堀尾 暁成 (株)オーケーエム 

〃 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 
〃 佐藤 勇太 フシマン(株) 
〃 鎌田 友道 (株)大和バルブ 
〃 野﨑 貴治 (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 
 

活動内容 

当工業会では、2021 年度から中期活動計画『V70』に基づく活動を開始しました。この『V70』
において環境委員会が担う事業を着実に実行するため、テーマ別に 3 つのワーキンググループ

（WG）を設けました。 

 WG1（企画調査） ⇒ セミナーの企画や環境活動調査を担当 
 WG2（環境配慮設計推進） ⇒ 会員の環境配慮設計推進のための諸施策を担当 
 WG3（環境広報） ⇒ 環境に係わる情報の収集と発信、会員の環境対策のサポートを担当 

委員は、日頃は各 WG に分かれて活動し、年に 4 回開催される委員会でそれぞれの進捗状況の

確認や情報共有を行っております。 

こうした新体制のもとでの活動内容について、『環境活動報告 2020』発行以降の主な活動をご

紹介します。 

 

 

日本バルブ工業会は正会
員 113 社、賛助会員 65 社
で 構 成 さ れ て い ま す
(2021 年 12 月 1 日現在)。 

https://j-valve.or.jp/v2020/
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会員向けセミナー「バルブメーカーの環境対策」開催（2021年 9月 27日） 

バルブ専業メーカーとしていち早く環境対策に着手した株式会社キッツから講師を迎え、下記

のテーマでお話をいただきました（受講者は 25 社 40 名）。 

1. キッツグループの環境活動について 
講師：望月 弘昭 様（株式会社キッツ 管理本部 環境安全部 部長） 

内容：環境活動開始当初からの組織体制構築の経緯、現在重点的に取り組んでいる活動 

2. バルブ製品の環境に関する課題と取組み 
講師：西田 昌弘 様（株式会社キッツ バルブ事業統括本部 営業技術部 副部長） 

内容：製品含有化学物質の低減、お客様からの問合せ対応、環境配慮設計の推進、環境法

規制の情報収集等に関する取り組み 
 

『バルブ製品アセスメントガイドライン』第 4版発行 

バルブの環境配慮設計推進のためのガイドラインとして、初版は 2011 年に発行しました。以

来、改定を重ね、今回は 5 年ぶりの改定版発行となりました。当工業会ホームページからご覧い

ただけます。 
 

環境情報の発信 

省庁や団体が発行するメールマガジンに掲載されている多くの情報から、バルブに関連する環

境トピックだけを取り上げて会員企業にお知らせするサービスを開始しました。2021 年 5 月か

ら毎月 1 回のペースで配信しています。 

また、10 年以上続いているホームページのコンテンツ「環境関連情報」でも、読者の関心の高

い化学物質管理と地球温暖化対策に関するテーマのほか、EU の廃棄物枠組み指令に関する記事

など、毎月 2 本の記事を掲載してきました。2021 年は、米国の有害化学物質管理法である TSCA
に関する記事がよく読まれたようです。 

 

今後の活動 

2019 年暮れに発生した新型コロナウィルス感染拡大の影響が長引き、施設・工場等の先進事例

見学会は 2021 年も開催することはできませんでした。2022 年もコロナの収束は不透明ですが、

オンラインでの工場見学を実施する企業も増えてきましたので、こうした機会を利用し、委員の

研鑽に努めていけたらと考えております。 
また、カーボンニュートラル対策を軸に据えながら、「環境配慮バルブ登録制度」の改良や、環

境に関する Q&A コンテンツの開設を予定しています。 
 
 
 

https://j-valve.or.jp/pdf/valve-dfe/valve-dfe-assessment-guideline_4th.pdf
https://j-valve.or.jp/env-info/8941/
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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、当工業会独自の環境ラベル制度として、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）。 
 

 

 
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」、この 2 種類の評価を行った製品が登録されています。 

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。 

2021 年 12 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（2021 年 12 月 1 日現在。登録日が新しい順） 

 
p.24～p.26 に登録製品を写真付きで紹介しています。 

登録日 製品種別 会社名 製品名　※（）内は型番
21/06/25 給水栓(手動式その他) (株)キッツ 排水用通気弁”通気番”スイングタイプ　点検口BOX付（AAVST-40）
20/06/05 手動弁 (株)キッツ 耐塩素EPDMシート　アルミ製バタフライ弁（G-10BJUCE）
20/04/02 給水栓(手動式キッチン用) SANEI(株) サーモシャワー混合栓（SK181D-13）
20/03/27 給水栓(手動式キッチン用) SANEI(株) シングルワンホール混合栓（K8721EJV-13）
19/04/24 スチームトラップ類 (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）
19/01/17 給水栓(手動式キッチン用) SANEI(株) シングルワンホールスプレー混合栓（K87121EJV-13）
18/09/25 給水栓(手動式キッチン用) SANEI(株) シングルワンホール混合栓（K87111JV-13）
18/05/01 自力式調整弁 (株)ヨシタケ バキュームブレーカ（VB-20）
18/01/09 手動弁 (株)大和バルブ 黄銅鍛造600型ねじ込み式ボールバルブ（VEB）
17/09/28 手動弁 東洋バルヴ(株) 一般ビル用湿式流水検知装置（10-FAMF80,100）
17/06/14 スチームトラップ類 (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）
17/06/13 調節弁(電気式) (株)キッツ 小型直流電動比例制御弁(RDH)（RDH124-UTxx、RDH124-Txx）
17/04/17 調節弁(電気式) 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）
17/04/17 調節弁(電気式) アズビル(株) 電動二方弁　アクティバル（VY51ｘExxx）
17/04/17 調節弁(電気式) アズビル(株) アクティバル ミニ ファンコイル用（VY55x2A10xx）
17/04/17 調節弁(電気式) 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）
17/01/31 調節弁(空気式) (株)フジキン P メガーMINI LASタイプ（FPR-PSD-21-6.35UGC#B）
16/12/27 給水栓(手動式バス用) SANEI(株) サーモシャワー混合栓（SK1813D-13）
16/12/27 給水栓(手動式洗面用) SANEI(株) シングルスプレー混合栓（洗髪用）（K37610EJV-13）
16/12/27 給水栓(手動式キッチン用) SANEI(株) シングルワンホールスプレー混合栓（K87101JV-13）

環境配慮バルブ登録制度のラベル 

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

企業に求められる環境活動 
2021 年は地球温暖化防止の点で二つの大きなトピックがありました。 

4 月にアメリカで開催された気候変動サミットでは、菅首相（当時）が 2050 年のカーボンニュ

ートラルを宣言し、そのために 2030 年度において温室効果ガスを 2013 年度比で 46%削減、さら

には 50%の高みに向けて挑戦すると発表しました。これまでの 26%から大幅に目標が引き上げら

れました。2019 年度の温室効果ガス排出量は 12 億 1200 万トンで、2013 年度比削減率が 14%な

ので、今の削減ペースを最低限維持し、さらに向上させないと追いつかない目標です。 

11 月には気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26）がイギリス・グラスゴーで開催され、

世界の平均気温の上昇を 1.5 度未満に抑えるための削減強化を各国に求める「グラスゴー気候合

意」が採択されました。この合意では、石炭火力発電について、当初案の「段階的に廃止」から

「段階的に削減」へと表現が弱められたものの、初めて国際合意として石炭火力発電を減らして

いくことが盛り込まれました。地球温暖化防止や 1.5 度の目標を実現させるために世界が意欲的

に努力することが示されたことになります。 

COP26 に先駆けて、世界の金融機関 220 社がグローバル企業 1616 社に対して、SBT（Science 
Based Targets）イニシアティブへの参加と、1.5 度に抑える科学的根拠に基づいた温室効果ガス排

出量削減目標の設定を呼びかけました。220 社の資産総額は 29 兆ドルに達するため、企業にも積

極的な活動推進が求められます。このキャンペーンは、環境・経済面において影響力の大きい企

業に対してなされたものですが、社会からの地球環境保護に対する要請は今後も厳しくなること

が予想されます。 

このように情勢が変化する中、バルブメーカーの環境への取組み状況はどのようになっている

のか、当会が会員企業を対象に実施したアンケート調査結果をもとに、次にご紹介します。 
 

調査の概要 
（1）調査実施期間 

2021 年 8 月 31 日～10 月 1 日 

（2）調査対象 
正会員 113 社 

（3）回答企業数 
67 社（回答率 59%） ※前回調査（2020 年実施）の回答率は 56%。 

（4）調査内容 
「環境経営」「環境負荷低減活動」「化学物質管理」に関する 2021 年現在の取り組み状況。た

だし、定量調査項目は 2020 年度（2020 年 4 月～2021 年 3 月）を対象期間としました。 
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調査結果を見るときの注意点 

（1）今回調査では基本的に前回までの調査項目を引き継いでいますが、環境省が 2019 年度（令

和元年度）まで実施していた「環境にやさしい企業行動調査」と同内容の設問については、

設問文や回答選択肢を同調査のものとできるだけ統一しました。環境省調査結果のグラフを

参考として掲載し、当会調査結果と比較できるようにしています。 

（2）当会独自の調査項目についても、一部設問や選択肢の内容を前回のものから改めました。前回

の結果との単純な比較ができない調査項目については、今回の調査結果のみを掲載しています。 

（3）エネルギー消費量、CO2排出量、廃棄物発生量・再資源化量、水資源使用量を問う定量調査

項目は、前回までは会社単位での回答と事業所単位での回答をいずれも許容していましたが、

今回は調査範囲を「バルブ・水栓類を製造している国内の事業所」に限定しました。調査範

囲が異なるため、前回の結果との比較は行っておりません。 

以上を踏まえ、調査結果をご覧ください。 
 

環境経営への取組状況 
環境配慮経営の位置付けを調査しました（グラフ 1）。 

「企業の社会的責任の 1 つである」と回答した会員企業が 35.8%で最も多く、社会に対する責

任や貢献に配慮していることがわかります。 
 

Q1. 貴社において環境配慮経営はどのように位置づけられていますか？ も

っとも当てはまるものを 1 つ選んでください。 

グラフ 1 環境配慮経営の位置付け 

 
 

「重要なビジネス戦略の 1 つ」「環境に関する法規制等を遵守するもの」「ビジネスリスク低減

につながる経営手法の 1 つ」「その他」を合わせると 82.1%であり、会員企業において環境配慮経

営が何らかの形で位置付けられていることがわかりますが、「環境経営は実践していない」と回

答した会員企業は 17.9%で、これは環境省の調査（参考 1）と比較すると高い割合でした。 

注意） 環境省調査は有効回答 1215 社のうち上場企業は 327 社、非上場企業が 888 社です。当会調査に比

べ、上場企業の割合が大きくなっていますので、あくまで参考のための比較としてご覧ください。 
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【参考 1】 環境省調査結果 

 
（出典: 環境省「令和元年度 環境にやさしい企業行動調査［平成 30 年度にお

ける取組に関する調査］調査結果」【概要版】，p.3，図 2） 
※以下、出典名は「環境省調査」と略して記載します。 

 
グラフ 1 で、何らかの形で環境配慮経営を位置付けていた 82.1%（55 社）の会員企業に、環境配

慮経営を推進するための部署または担当者を置いているかを調査した結果を、グラフ 2に示します。 
 

Q2. 環境配慮経営を推進するための部署または担当者を置いていますか？ 

いずれか 1 つ選んでください。 

グラフ 2 環境配慮経営推進のための部署又は担当者の設置 

 
 

「部署を設置している」「部署は設置していないが担当者を置いている」を合わせると 80.0%で

あり、環境省調査（参考 2）よりも少し高い割合で部署や担当者を置いていることがわかります。 
 

【参考 2】 環境省調査結果 

 
（出典: 環境省調査，p.5，図 6） 
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グラフ 1 で「環境経営は実践していない」と回答した会員企業 12 社に、その理由を尋ねた結

果をグラフ 3 に示します。 
 

Q3. 環境経営を実践していないのはどのような理由からですか？ 当てはま

るものをすべて選んでください。 

グラフ 3 環境配慮経営を実践していない理由 

 
 
環境経営に人材、資金、時間を割く余裕がないとする理由が最も多く、「環境経営がどのよう

なものか分からない」と答えた割合も 41.7%と高くなっていました。また、「趣旨は理解している

が、優先度合いが高くない」とのコメントも寄せられました。 
 
次に示すのは、経営層や従業員等に向けて環境教育を実施しているかの調査結果です（グラフ 4）。 

「実施している」と答えた会員が 65.7%、「実施していない」と答えた会員が 34.3%となり、環

境省の調査結果（参考 3）とほぼ同等でした。 
 

Q4. 経営層や従業員等に向けて環境教育を実施していますか？ いずれか1つ
選んでください。 

グラフ 4 従業員等に対する環境教育の実施状況 

 
 

【参考 3】 環境省調査結果 

 
（出典: 環境省調査，p.6，図 9） 



8 
 

「環境教育を実施している」と回答した 65.7%の会員企業（44 社）がどのような形で環境教育

を実施しているかを尋ねた結果をグラフ 5 に示します。 

 
Q5. 環境教育をどのような形で実施していますか？ 方法・講師・形式につ

いて、当てはまるものをすべて選んでください。 

グラフ 5 従業員等に対する環境教育の方法・講師・形式 

 

 
方法は「新人社員研修、管理職研修等」が 68.2%、「環境に特定した研修」が 52.3%と高い割合

で、「その他」として「ISO14001 の取組みの中で実施している」という回答が多くみられました。 

講師は、「自社の社員（環境担当者等）」が講師を担当するケースが 79.5%と大多数で、「外部か

ら講師を招待」が 20.5%、「外部の環境教育研修会等に従業員を派遣」が 27.3%と少なく、従業員

の環境教育は自社で実施している会員企業がほとんどであることがわかります。 

形式は「座学」が 81.8%と大多数を占め、「その他」の回答としては「工場内見学等」がありま

した。 

これらの調査結果は、環境省の調査結果（参考 4）と同等でした。 
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【参考 4】 環境省調査結果 

 
（出典: 環境省調査，p.7，図 10） 

 
次に、会員企業がどのような環境マネジメントシステム（EMS）を構築・運用しているかを調

査した結果をグラフ 6 に示します。 
 

Q6. 貴社で構築・運用している第三者が認証する環境マネジメントシステム（EMS）
はどのようなものですか？ 当てはまるものをすべて選んでください。 

グラフ 6 構築・運用している第三者認証の環境マネジメントシステム（EMS） 

 
 

【参考 5】 環境省調査結果 

 
（出典: 環境省調査，p.9，図 12） 
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「ISO14001」と回答した会員企業は 55.2%で、これは前回調査と同等の結果でした。 

「EMS を導入していない」と回答した会員企業は 34.3%（23 社）と前回の 28%より高く、ま

た、環境省の調査結果と比較しても圧倒的に高い比率でした。バルブ業界において EMS が重要視

されていないという結果になりましたが、23 社にその理由を尋ねた結果をグラフ 7 に示します。 
 

Q7. 第三者認証の EMS を構築・運用していないのはどのような理由からです

か？ 当てはまるものをすべて選んでください。 

グラフ 7 第三者認証の EMS を導入していない理由 

 
 

【参考 6】 環境省調査結果 

 
（出典: 環境省調査，p.9，図 14） 

 
当会調査のグラフからは、コストや人材確保が課題となっていることがわかります。また、「取

引先等から要求されないため」が環境省の調査結果より 20%程度高くなっており、これも EMS
が導入されていない大きな要因となっています。 

ただし、EMS を導入していない会員企業の中には「日本支社は販売が主で製造に携わっていな

いため、環境経営に大きく関与していない」という外資系の会員や、「2022 年に ISO14001 を取得

する計画中」という会員もありました。 

 
次に環境に関するデータ、取組等の情報を外部に向けて開示しているかどうかを尋ねた調査結

果をグラフ 8 に示します。 
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Q8. 環境に関するデータ、取組等の情報を開示していますか。いずれか 1 つ

選んでください。 

グラフ 8 環境に関するデータ、取組等の情報の開示状況 

 
 

【参考 7】 環境省調査結果 

 

（出典: 環境省調査，p.15，図 25） 

 
当会調査では、一般の方向け、または、特定の取引先等に情報を開示していると答えた会員企

業が合わせて 53.8%でした。一般の方向けに情報開示している会員に限定すると、環境省調査に

おける非上場企業の開示状況と比べても若干少ないようでした。 
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環境負荷低減活動への取組状況 
ここからは、省エネへの取り組み、CO2排出量管理、省資源のための取組み、廃棄物排出量管

理、および、環境配慮設計への取組みに関する調査結果を見ていきます。 
 

省エネ活動 

Q9. 省エネの取組み状況について、当てはまるものを 1 つ選んでください。 

グラフ 9 省エネの取組み状況 

 
 

省エネに努めている会員企業は 97%で、前回調査時の 94%から 3 ポイント増加していました。

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ることに変化はありませんが、目標・

計画の設定と結果の検証を実施している会員企業が 6.4 ポイント減少しています。 
 

省エネに努めている 97%の会員企業（65 社）に、日頃どのような工夫を行っているかを尋ねた

結果をグラフ 10 に示します。 
 

Q10. 省エネ、エネルギー管理でどのような工夫をしていますか？ 当てはま

るものをすべて選んでください。 

グラフ 10 省エネ、エネルギー管理で行っている工夫 
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具体的な省エネの工夫についても、グラフ 10 のとおり前回とほぼ同じ傾向です。エネルギー

管理ツールの導入がおよそ 8 ポイント増加しています。「その他」の内容としては、「紙書類の削

減」「蛍光灯の本数削減」というコメントが寄せられました。 
 
CO2排出量削減の目標設定については、「目標、計画はない」が約半数を占めています（グラフ 11）。 
 

Q11. CO2 排出量について中長期的な目標を策定していますか？ 当てはま

るものをすべて選んでください。 

グラフ 11 CO2排出量削減の目標設定の有無 

 

 
中期目標を設定しているのは 35.8%、短期目標を設定しているのは 22.4%となっていますが、

10 年以上の長期目標を設定しているのは 11.9%になっています。ただ、環境省の調査結果と比較

すると、当工業会の会員企業で目標設定している割合は、短期、中期、長期とも低い水準となっ

ています。 
 

【参考 8】 環境省調査結果 

 
（出典: 環境省調査，p.13，図 21） 

 
CO2排出量削減のためにどのような活動を行っているかを尋ねた結果をグラフ 12 に示します。 

前回調査と比較して、「特に何もしていない」が 46.2%から 37.3%と約 9 ポイント減少し、「そ

の他の活動を実施している」が 27.7%から 43.3%とおよそ 16 ポイント増加しています。 

「その他の活動」としては、省エネのための施策が多くを占めており、省エネをすることで CO2

排出量の削減を実現しようとする狙いが見られます。 
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Q12. CO2 排出量削減のためにどのような活動を行っていますか？ 当ては

まるものをすべて選んでください。 

グラフ 12 CO2排出量削減のために行っている活動 

 
 

CO2排出量を管理するためには、まず排出量を把握することが重要です。どれくらいの会員企

業が CO2排出量を把握できているかを尋ねました（グラフ 13）。 
 

Q13. CO2排出量の管理状況について、当てはまるものを 1 つ選んでください。 

グラフ 13 CO2排出量の管理状況 

 
 

前回調査では半数以上の会員企業が排出量を把握していませんでしたが、今回の調査ではおよ

そ 20 ポイント減少して 35.8%にとどまっています。国や地方自治体への報告の有無の問わず排

出量を把握している割合は 60％を超えていて、前回調査から 15 ポイント以上増加しています。 

今後、2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて様々な政策が示されることになりますが、

企業としても自社の CO2排出量をしっかりと把握して、具体的な削減目標と計画を設定すること

がますます重要となってきます。 
 

エネルギー消費量と CO2排出量 

エネルギー消費量と CO2排出量の定量調査も行いました。調査対象期間は 2020 年度（2020 年

4 月～2021 年 3 月）です。 
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前回の CO2 排出量調査では回答が 30 社に留まったのに対し、今回は調査依頼時にエネルギー

消費量から CO2排出量を自動計算できるツールを添付したことも影響してか、回答数は 58 社 81
事業所に大幅増となりました。 

グラフ 13 にも示したとおり、現状では CO2 排出量の把握をしていない（把握の必要性にまだ

迫られていない）会員企業が少なくありませんが、環境委員会ではこうしたツールの配布を行う

などして、より多くの会員が CO2排出量管理を行えるよう、今後もサポートに努めてまいります。

次回調査ではさらに回答数を増やし、バルブ産業における CO2排出状況の実態をより明確にした

いと考えています。 
 

Q14. バルブ・水栓類を製造する国内の事業所における 2020 年度のエネルギー

消費量と CO2排出量を教えてください。 
 

エネルギー消費量（2020年度） 
燃料 1,906,922 GJ（56 社 79 事業所合計） 
熱  5,093 GJ（47 社 67 事業所合計） 
電気 3,339,872 GJ（58 社 81 事業所合計） 
（原油換算）  137,484 Kl 

CO2排出量（2020年度） 
331,111 CO2

 ton（58 社 81 事業所合計） 
 

今回、新しい調査項目として、CO2以外の温室効果ガス排出の有無も尋ねました。その結果を

グラフ 15 に示します（調査対象は国内でバルブ・水栓類を製造している会員企業のみ）。 
 

Q15. バルブ・水栓類を製造する国内の事業所において、CO2以外にどのような

温室効果ガスを排出していますか？ 当てはまるものをすべて選んでく

ださい。※製造をグループ会社等で行っている場合は、その会社が排出し

ている温室効果ガスの種類を教えてください。 

グラフ 15 CO2以外に排出している温室効果ガス 
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3%の会員企業が CO2 以外の温室効果ガスの排出量管理を行っていました。「わからない」「無

回答」とした会員の実態はわからないものの、大半の会員企業は CO2以外の温室効果ガスは排出

していないようです。 
 

省資源のための取組み 

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

活動の取組状況について調査しました（グラフ 16）。 
 

Q16. 省資源のためにどのような取組みをしていますか？ 当てはまるものを

すべて選んでください。 

グラフ 16 省資源のために行っている取組み 

 
 

前回の調査とは回答の選択肢が少し変わりましたので比較のグラフは掲載しておりませんが、

「歩留まり、不良品の削減」については約 8 ポイント減の 86.6%、「過剰生産の抑制」「副資材や

梱包材、補助材料の削減」については、ほぼ前回の結果と同じ程度で、それぞれ 62.7%、59.7%と

なっています。「環境配慮設計や生産工程改善の推進」は、約 10 ポイント増の 61.2%となってい

ます。節水、水の再利用、リユース・リサイクルの推進は前回と同程度の結果となっています。 

一方で「省資源のための取組みをしていない」の回答が、前回の 3%から 7.5%に増えているの

は懸念されますが、前回は別の設問で省資源のために「特に工夫はしていない」という回答が 14%
ありましたので、差異はないかもしれません。 

 

廃棄物排出量と再資源化量 

廃棄物排出量と再資源化量についても、「バルブ・水栓類を製造している事業所」に範囲を限

定し、2020 年度（2020 年 4 月～2021 年 3 月）を対象期間として、調査を実施しました。 
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Q17. バルブ・水栓類を製造する国内の事業所における、2020 年度の廃棄物発

生量と再資源化量を教えてください。 
 

廃棄物排出量（2020年度） 
一般廃棄物 
発生量  2,878 t（51 社 66 事業所） 
再資源化量  2,515 t（41 社 55 事業所） 
処分量   362 t（51 社 66 事業所） 

産業廃棄物 
発生量 29,747 t（55 社 71 事業所） 
再資源化量 20,660 t（44 社 59 事業所） 
処分量  9,086 t（55 社 71 事業所） 

特別管理廃棄物 
発生量  2,365 t（42 社 58 事業所） 
再資源化量  795 t（36 社 50 事業所） 
処分量  1,570 t（42 社 58 事業所） 

 

水資源の使用量 

わが国では水資源は比較的容易に手に入りますが、処理などにコストがかかることは言うに及

ばず、使用した量に比例して排水量も多くなるので、環境負荷という観点で重要な管理項目です。 

こちらも、「バルブ・水栓類を製造している事業所」に範囲を限定し、2020 年度（2020 年 4 月

～2021 年 3 月）を対象期間として調査しました。 
 

Q18. バルブ・水栓類を製造する国内の事業所における、2020 年度の水資源使

用量を教えてください。 
 

水資源使用量（2020年度） 
19,411 千 m3（57 社 79 事業所） 

 
p.15 のエネルギー消費量や CO2 排出量と同じく、廃棄物排出量と水資源使用量も、前回と今

回とで調査範囲が異なっています（前回は会社単位と事業所単位の数字が混在、今回は国内のバ

ルブ・水栓類を製造している事業所単位のみ）。 
したがって、本報告においては前回と今回の調査結果の比較は行っておりませんが、今後は範

囲を固定して調査を続け、変化の推移を追えるようにしたいと考えています。 
 

グリーン購入 

グリーン購入は環境経営の重要な要素で、SDGs や ESG 投資対策の観点からも、「グリーン購

入に努めている」から「ルールに基づくグリーン購入」に活動を前進させる必要があります。会

員企業のグリーン購入実施状況を尋ねた結果をグラフ 19 に示します。 
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Q19. 環境配慮を考慮した原材料等、物品・サービス等の選定（グリーン購入）

を実施していますか？ いずれか 1 つ選んでください。 

グラフ 19 グリーン購入の実施状況 

 
 

約半数の 47.8%の会員企業がグリーン購入を実施しており、23.9%が実施に向けて検討してい

ると回答しています。環境省調査（参考 9）と比較して、グリーン購入を実施している割合は低

くなっていますが、実施に向けて検討している割合は多く、検討していない割合は同等になって

います。 
 

【参考 9】 環境省調査結果 

 
（出典: 環境省調査，p.11，図 17） 

 

ライフサイクルアセスメント（LCA）と環境配慮設計への取組み 

LCA と環境配慮設計の取組状況をグラフ 20 に示します。 

「環境配慮設計（DfE）を計画・実施し、アセスメントなどで評価している」という回答が前

回より 16 ポイント低下して 23.9%（16 社）となっています。今回から追加した選択肢「LCA や

環境配慮設計について知らなかった」や「LCA や環境配慮設計を実施する製品等はない」に 10%
程度の回答があることから、これらが低下の要因かもしれません。 
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Q20. ライフサイクルアセスメント（LCA）や環境配慮設計（DfE）への取組み

状況について、当てはまるものをすべて選んでください。 

グラフ 20 ライフサイクルアセスメント（LCA）や環境配慮設計（DfE）への取組状況 

 

注）2020 年調査では、「LCA や DfE について知らなかった」「LCA や DfE を実施する製品等はな

い」の選択肢は設けていなかった。 
 
環境配慮設計や LCA を実施していると回答した会員企業に実施時の課題を尋ねると、グラフ

21 に示すような結果となりました。 

 

Q21. LCA や DfE を行う際の課題について、当てはまるものをすべて選んでく

ださい。 

グラフ 21 ライフサイクルアセスメント（LCA）や環境配慮設計（DfE）を行う際の課題 

 
 

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』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」を用意しています。必要に応じて、これらを環境配慮設計に活用してく

ださい。 
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海外拠点における環境負荷低減活動 

海外での生産活動や販売活動を行っている会員からの回答をグラフ 22 に示します。 

 

Q22. 海外拠点（生産/販売拠点など）の環境負荷低減活動にはどのように取組

んでいますか？ いずれか 1 つ選んでください。 

グラフ 22 海外拠点（生産/販売拠点など）の環境負荷低減活動 

 
 
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 8 ポイント減

の約 1 割に減少した一方、現地任せで状況を把握していない会員企業も 8 ポイント減の約 51%で

した。 

 

化学物質管理の取組状況 
化学物質規制は製品、製造、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。会員企業における化学物質管理の状況を調査しました。 
 

化学物質管理のしくみの整備状況 

グラフ 23に示すように、最新の法令や規制に対応できると答えた会員企業は 59.7％に留まり、

化学物質を管理するしくみ自体を持たない企業が 17.9％あることがわかりました。中小企業にお

いて、法令や規制への対応に苦慮している傾向が見られます。 

また、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

ているかを調査した結果をグラフ 24 に示しています。最も多かった回答が、製造工程で 34.3%、

次いで製品開発と廃棄物が 22.4%の順番になりました。回答といっしょに寄せられたコメントで

は、海外調達先の管理、規制改正に伴う代替品の選定、化学物質管理のための時間や費用等につ

いて困っているという声が目立ちました。 
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Q23. 化学物質管理についてどのようなしくみがありますか？ 当てはまるも

のをすべて選んでください。 

グラフ 23 化学物質管理のしくみの有無 

 
 

Q24. 製品開発・製造・廃棄のどのフェーズでの化学物質管理がもっとも難しい

と感じていますか？ いずれか 1 つ選び、その内容を教えてください。 

グラフ 24 化学物質管理が最も難しいと感じるフェーズ 

 
 

製品にどのような化学物質がどの程度使用され、また、その化学物質がどのようなリスクを有

するかを把握し、管理することは大変重要です。そのために、化学物質の製造から最終製品の廃

棄に至る製品ライフサイクルの全過程において、サプライチェーンに沿ってそれぞれの事業者が、

使用する化学物質やその取扱い上の注意、使用環境などに関する情報を共有することが必要です。  

このような情報共有を円滑に進めるために自社で行うべきことは、各部門が連携・協同し「製

品含有化学物質の管理基準を明確にする」「設計・開発の段階から製品含有化学物質に配慮する」

「調達品の製品含有化学物質を管理する」「製品含有化学物質の観点から製造工程を管理する」

「製品含有化学物質管理の観点による変更管理」「自社製品の含有化学物質情報を提供する」こ

とです。 
 

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 25）。「時々ある（2～9 件／年）」、「頻繁にある（10 件以上／年）」を含めると 70.2%の

会員企業に調査依頼があり、「ほとんどない（0～1 件／年）」は 25.4％となりました。 
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Q25. 製品含有化学物質に関するお客様からの調査依頼頻度について、いずれ

か 1 つ選んでください。 

グラフ 25 製品含有化学物質に関するお客様からの調査依頼頻度 

 
 

お客様からの化学物質調査依頼フォーマット 

お客様指定のフォーマットでの回答が最も多く、「chemSHERPA で回答」は前回調査では 15％
でしたが、今回は 10.4％と減少してしまいました（グラフ 26）。 

 

Q26. お客様からの製品含有化学物質調査依頼に回答する際、もっともよく用

いる様式を 1 つ選んでください。 

グラフ 26 製品含有化学物質調査依頼への回答時に最もよく用いる様式 

 

 

化学物質管理の課題 

グラフ 27 に示すように、「化学物質情報の入手」「システム構築・人的資源の確保」「法改正へ

の対応」「客先独自要求への対応」の 4 つの課題が、ほぼ均等に挙げられています。 

「その他」と答えた会員からは、次のような課題が挙げられました。 

 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 
 規制の改正があった場合の正しい解釈、判断 
 海外本社との情報共有 
 化学物質の主たるものは塗料・溶剤で､大気中に排出している VOC の抑制に苦心 



23 
 

Q27. 製品含有化学物質管理を行う上での課題は何ですか？ もっとも当ては

まるものを 1 つ選んでください。 

グラフ 27 製品含有化学物質管理を行う上での課題 

 

 
製品含有化学物質の規制は国際的に強まる一方で、従来は、リスクが高いことが証明された物

質が規制されてきましたが、今後はリスクが低いことを証明しなければ規制される方向に進む可

能性が高いと思われます。 

グラフ 25 では、まだ半数以上の会員が、年間に受ける含有化学物質調査依頼が 10 件未満とい

う結果でした。しかし、これも今後は増加していくことは確実と思われます。グラフ 23 に見る

ように、化学物質管理のしくみをもっている会員が多数派であるのは幸いですが、それでも、依

然として様々な課題や困難があるようですので、環境委員会では今後もできる範囲でのサポート

を行っていけたらと考えております。 

 

最後に 
今回の調査で、前回から特に大きく変わったのは、定量調査項目の調査対象を「バルブ・水栓

類を製造している事業所」に限定したことです。前回までは、CO2排出量等の詳細な把握が難し

い会員も多かろうとの配慮から、会社単位でも事業所単位でも、とりあえず答えられる範囲での

回答を可としていましたが、かえって実態が分かりづらい結果になっていました。対象を統一し

たことで、次回調査からは今回の結果を基準として、バルブメーカー各社の取組みの成果を数字

で追えるようになることが期待されます。 

この 1～2 年の間で「カーボンニュートラル」という単語を目にしたり、耳にしたりする機会が

急激に増えました。数年前までは、企業は売り上げや利益の伸びに対し、CO2排出量の伸びが少な

ければ一定の評価を得ていましたが、現在は、環境負荷をもたらしながらの企業の成長は許されな

くなっています。こうした風潮を受けて、大手金融機関の中には「取引先も含めて CO2ゼロ」を目

標に掲げるなどの動きも出てきました。融資先選定の目が厳しくなることは容易に想像され、企業

存続のために環境への取り組みはますます重要となります。会員各社が自社の立ち位置を把握し、

対策を取るための材料を提供できるよう、今後も定量調査の精度向上に努めてまいります。 

もちろん、CO2以外にも製品含有化学物質管理などの環境課題は多々ありますので、環境委員

会としてどのようなサポートができるのか、引き続き検討してまいります。 
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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 

 



 

 

 「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 67 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。

IMI ジャパン株式会社 SANEI 株式会社 株式会社日阪製作所

アサヒ衛陶株式会社 株式会社清水合金製作所 日立 Astemo バルブ株式会社 
アズビル株式会社 株式会社昌立製作所 日立金属株式会社

イーグル工業株式会社 杉本バルブ工業株式会社 平田バルブ工業株式会社

イハラサイエンス株式会社 株式会社杉山バルブ製作所 株式会社ファインテック高橋

ウツエバルブ株式会社 株式会社スリーエス 株式会社福井製作所

エマソンバルブアンドコントロール

ジャパン株式会社

株式会社タカギ 株式会社フジキン

株式会社タブチ フシマン株式会社

オーエヌ工業株式会社 ティヴィバルブ株式会社 古川工業株式会社

株式会社オーケーエム 株式会社テイエルブイ 平和バルブ工業株式会社

岡野バルブ製造株式会社 株式会社 TVE 株式会社ベン

株式会社オンダ製作所 東工・バレックス株式会社 前澤給装工業株式会社

株式会社カクダイ TOTO 株式会社 前澤工業株式会社

株式会社カクダイ岐阜工場 東洋バルヴ株式会社 前田バルブ工業株式会社

兼工業株式会社 巴バルブ株式会社 株式会社牧村製作所

金子産業株式会社 株式会社中北製作所 株式会社水生活製作所

株式会社キタムラフォーセット 株式会社日邦バルブ 株式会社ミヤワキ

株式会社キッツ 日本ダイヤバルブ株式会社 八阪バルブ工業株式会社

株式会社栗本鐵工所 日本ピラー工業株式会社 株式会社大和バルブ

株式会社ケイヴイシー 日本フイツシヤ株式会社 株式会社ヨシタケ

株式会社 KVK 株式会社バルカー 株式会社 LIXIL 
株式会社光明製作所 ハンスグローエ ジャパン株式会社 ワシノ機器株式会社

光陽産業株式会社 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 2021
2021年 12月 27日発行 

©一般社団法人日本バルブ工業会 
https://www.j-valve.or.jp/

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 


