
環境マネジメント 

栗本環境自主行動計画 

地球温暖化、資源の枯渇、廃棄物の増大など地球的・地域的環境問題が日々 深刻化する中で、クリモトは持続可能な循環

型経済社会の構築に貢献していくため2000年２月に「栗本環境自主行動計画」を制定し、その推進に鋭意努力しています。 

私たちは全ての事業活動において、水と大気と生命（いのち）の惑星、

地球の環境にこだわったモノづくりに励むため次の活動を進めます。 

（1）効果的な環境保全活動の推進 

（2）法規制等の遵守および環境リスクの排除 

（3）省エネルギー、省資源、廃棄物の削減、リサイクル 

（4）環境調和型製品への移行推進および環境保全機器設備の開発 

（5）社員の教育、啓発 

（6）地域社会への貢献　　　　　　　　　（制定日：1998年6月2 日） 

栗本環境基本方針 

持続可能な循環型経済社会の構築に貢献していくため、

2000年2月に栗本環境自主行動計画を制定しました。「地球

温暖化対策」「ゼロエミッション構想の導入」「環境負荷低減

技術の集約・環境調和機器の開発」「環境対応企業として

の社内教育と広報活動の推進」という4つの重要課題につ

いて、行動目標を設定し、各事業所で目標達成のために様々

な活動を行っています。 

栗本環境自主行動計画 

環境との調和を 
積極的に推進しています 

環境自主行動計画の重点取り組み課題と進捗状況 

地球温暖化対策 
（CO2排出抑制） 

重点取り組み項目 取り組み事例 進捗 
状況 掲載頁 

環境対応企業としての 
社内教育と広報活動の推進 

環境負荷低減技術の集約・ 
環境調和型機器の開発 

ゼロ・エミッション構想の導入 
（循環型社会の実現に向けて） 

ネスティング（物流効率）、省エネパトロール 

刈草の固形・炭化システム、バイオガスプラント 

燃料電池搭載車いす 

堺工場設備改修（省エネ）、アイドリングストップ運動、関西夏のエコスタイルキャンペーン参加 

風力発電・太陽光ハイブリット発電 

グリーン購入基準書発行、節水システム導入 

リーチフィルター、乾式洗浄装置 

リサイクルプラザ、ガス化溶融炉 

ごみ減量優良標 

水関連環境機器 

廃棄物関連環境機器設備 

音関連環境機器 

エネルギー関連機器 

日経環境経営度１５９位 

ＡＴＣグリーンエコプラザ、環境報告書の発行、社内報「クリモト」環境コーナー掲載 

淡輪研修センター、環境講演会開催 

大和川・石川クリーン作戦参加、水のエキスポ出展参加、オイスカ「子供の森」計画支援（植林） 
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地球温暖化、資源の枯渇、廃棄物の増大など、地球的、地域的環境問題が深刻

化する中で、大量生産・大量消費・大量廃棄という経済構造の見直しや、それに伴

う企業環境経営、企業生産活動のあり方についての早急な変革が求められている。 

このような状況の中において当社もあらゆる活動において環境との調和を一層強

化し持続可能な循環型経済社会の構築に貢献していかねばならない。そのため

に栗本環境委員会および国際環境規格であるISO14001環境マネジメントシステ

ム等の有効かつ効果的活用により環境保全創造活動、環境調和機器開発等の

自主的、積極的な取り組みを推進することが極めて重要である。その認識の下、当

面する重要課題である次の項目について自主行動計画を策定し環境行動指針と

し、その推進に鋭意努力するものとする。　　　　　　　（制定日：2000年2月22日） 

とてもよい ※進捗状況は自己診断で次の4段階に分けました。 もう一歩 よい まあまあ 
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マネジメントシステム 

事業部・事業所を横断的に結んだ社長直轄の環境委員会を設置。環境保全活動の推進と環境調和型製品の開発を効果的に支援

し、持続的発展が可能な社会の構築に貢献しています。また主力8工場でISO14001を取得し、環境管理システムを構築しています。 

栗本環境委員会は、１９７２年設立された中央公害対策委員

会を前身に持ち、全社的な地球環境保全活動を推進するた

めに１９９８年に作られた社長直轄の組織です。その特徴は

各事業所、事業部を有機的に結んで横断的活動の推進が

出来、具体的な実行を推進するため６つの分科会を設置。委

員会で制定された環境基本方針、環境自主行動計画を各工

場、部門から選び抜かれた分科会メンバーがその実現のた

めに各々のテーマに取り組んでいます。 

栗本環境委員会 

環境委員会の実行部隊、6分科会の環境活動実績 より具体的な目標を設定して 
環境負荷低減を目指しています 

環境マネジメント 

□栗本環境委員会組織図 

当社のISO14001取得は、１９９７年の埼玉工場に始

まり2002年9月古河工場が交野の拡大審査で取得

したことで主要工場はすべてISO14001認証取得

済みです。更に北海道から九州までの本社・支社

店の営業、間接部門も取得し全社的な認証を完了

しました。加えて栗本化成工業、クリモトトレーディング、

栗本物流、栗本建設工業等の関連会社も取得を

済ませており、栗本商事もまもなく取得する予定です。 

ＩＳＯ14001取得状況 
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□ISO14001の取得状況 

事業所名 登録番号 認証取得時期 

自主行動計画の見直し 

グリーン購入分科会では「栗本鐵工所グリー
ン購入基準書」を作成・発行し、現在グリー
ン購入の実績調査、新年度のグリーン購
入目標値の設定等を行っています。 

栗本鐵工所 
グリーン購入基準書発行 

LCAによるデータ作成、比較 

節水システム導入 省エネチェックリスト作成 省エネパトロール実施 

栗本環境教育ガイド発行 環境講演会 
『環境ビジネス最前線』開催 

従業員の環境教育のため、毎月、社員・
OBに配布されている社内報「クリモト」に
環境コーナーを設け最新の環境法令、トピッ
クス、ISO14001の現状などの環境情報を
発信しました。 

社内報「クリモト」環境コーナーにて 
環境情報発信 

モーダルシフトの推進 ネスティング 

ダクタイル鋳鉄管の受挿口にごみ除けとし
て取り付けるポリキャップの代替品として自
然素材である植物の葦の利用を堺工場
技術課と栗本物流（株）共同で現在テスト・
研究中です。 

環境にやさしい 
ポリキャップ代替品の研究 

グリーン購入分科会 

エコデザイン分科会 

エコ生産分科会 

物流梱包分科会 

環境推進分科会 
全社的な環境活動を推進する 

全般 

グリーン調達基準の策定を進める 

LCAの社内推進役 

環境に優しい生産活動（省エネ等）を進める 

モーダルシフトの推進や環境に優しい梱
包材料を選定研究する 

監査チーム 

委　員　会 

分　科　会 

委員長 
環境管理担当役員 

副委員長 
労働組合連合会代表 

副委員長 
技術統括担当役員 

事務局 

専門部会 

環境専門部会 

環境安全衛生部 

栗本環境委員会 

環境委員会監査チーム 

社
　
　
長 

●担当重点取り組み項目 

ゼロ・エミッション構想の導入（循環型社会の実現に向けて） 
●担当重点取り組み項目 

ゼロ・エミッション構想の導入（循環型社会の実現に向けて） 
環境負荷低減技術の集約・環境調和型機器の開発 

●担当重点取り組み項目 

地球温暖化対策（CO2排出抑制） 
●担当重点取り組み項目 

地球温暖化対策（CO2排出抑制） 
●担当重点取り組み項目 

教育広報分科会 
環境教育啓発（社内報環境コーナー等）
社会貢献活動の旗振り役 

教育・広報 
●担当重点取り組み項目 

各工場と省エネ等の情報交換・収集を行っ
てきましたが、今回は節水システムの検討・
導入を進め、泉北工場ではこの節水シス
テムの導入で水道使用量の前年対比 
２３．９％の節水が出来ました。現在は交野
工場等、他工場に水平展開中です。 

環境教育・啓発の
推進を進めるため、
環境教育用に「クリ
モト環境教育ガイド
第一版」を作成しま
した。各層別研修
配布教材としました。 

ＣＯ２削減のため、モーダルシフト（トラック
などから、より低公害で効率的な輸送機
関である船舶や鉄道などにシフトすること）
を推進しています。今期はシャーシ輸送
から配船輸送への転換を６,８１９トン行い、
輸送時のＣＯ２排出量を削減しました。 

栗本化成工業（株）にて、パイプ内にひとま
わり小さいパイプを挿入し、運送するネスティ
ングを実施。北海道向
けの物件では通常
シャーシ２７０台の所を
半分の１３５台で配送し
ました。 

（株）シーズディー・コンサルティングの能塚
善之氏を招き、「環
境ビジネス最前
線」と題した講
演会を開催しま
した。 

監査チームは 
委員会とは独立しており、 
環境委員会の活動を 

客観的に 
監査・指摘します。 

各工場との情報交換、環境情報の伝達
及び環境自主行動計画・規定類の見直し
を行っています。 

近年、次 と々立法化される環境法令や規制、
環境リスク等の情報収集を行い、各工場
への伝達・指導を行いました。又3年に1度

見直される環境自主行動計画の改訂を行っ
ています。 

グリーン購入分科会メンバー 

電熱式蒸気発生機構内蔵 
アメーグ 

省エネパトロール（住吉工場） 

ネスティング 

省エネチェックリスト 

LCA（生産から廃棄までの環境負荷を算
出する方法）により、アメーグ溶剤回収装
置のデータ作成、コーン・クラッシャーの新
旧商品の比較、スーパースパイラルと鋼管

の比較をNECソフト「LCA SUPPORT」を
使用して行いました。今後は営業活動へ
展開できるよう対象品目を広げ、カタログや
パンフレットへの掲載を計画しています。 
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