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　クリタグループは、長年にわたり水処理のリーディング
カンパニーとして産業や社会の発展に貢献してきました。
「“水”を究め自然と人間が調和した豊かな環境を創造
する」ことを企業理念とし、「水と環境の先進的マネジメン
ト企業」という企業ビジョンの実現を目指しています。こ
れは「水」から「水と環境」へと事業領域を拡大するととも
に、これまでの水処理薬品・水処理装置などのモノの提
供にとどまらず、お客さまの「水と環境」に関わる課題に
対してトータルソリューションを提供できる企業への変革
を志したものです。「水と環境の世紀」といわれる今世紀。
クリタグループは、「水と環境の先進的マネジメント企業」
として、お客さまはもちろん幅広く社会の発展に貢献して
いくことを目指しています。

プロフィール

　クリタグループは栗田工業（株）、子会社42社および
関連会社1社により構成されており、水処理に関する製
品・技術、メンテナンス・サービス、土壌・地下水浄
化などを幅広く提供しています。
　事業としては、水処理薬品事業と水処理装置事業の
2つに分類できます。水処理薬品事業は水処理に関する
薬品類の製造販売およびメンテナンス・サービスの提供
を行っています。水処理装置事業には、水処理に関す

る装置・施設類の製造販売およびメンテナンス・サービ
スを行う装置・メンテナンス事業と、土壌・地下水に関
する汚染状況の調査から浄化まで一貫したサービスを提
供する土壌浄化事業、物理的・化学的にお客さまの設
備・部品を洗浄し、生産性や品質を維持する洗浄事業
があります。クリタグループの主要なグループ会社は下記
の通りです。

グループ概要

会社概要

商　　号　栗田工業株式会社
　　　   　（Kurita Water Industries Ltd.）

所 在 地　東京都新宿区西新宿三丁目4番7号 

資 本 金　13,450,751,434 円 

代 表 者　代表取締役社長　齊藤　浩 

創　　立　1949年7月13日

決 算 期　3月31日（年1回）

従業員数　1,470名（単体）4,404名（連結）

（2009年3月31日現在） 

主要なグループ会社

●水処理薬品事業
★クリタ・ビルテック（株）

★クリタ・ビーエムエス（株）

★クリタ・ケミカル北海道（株）

★クリタ・ケミカル東京（株）

★クリタ・ケミカル神奈川（株）

★クリタ・ケミカル東海（株）

★クリタ・ケミカル関西（株）

★クリタ・ケミカル兵庫（株）

★クリタ・ケミカル山陽（株）

★クリタ・ケミカル西日本（株）

★クリタ・ケミカル大分（株）

★クリタ・ケミカル熊本（株）

★クリタ分析センター（株）

　クリタ・ド・ブラジルLTDA.

　クリタ（シンガポール）Pte.Ltd.

　クリタ・ウォーター（マレーシア）Sdn.Bhd.

　クリタ・ヨーロッパ GmbH.

　クリタ（タイワン）Co.,Ltd.

　クリタGKケミカルCo.,Ltd.

　栗田工業（大連）有限公司

　P.T.クリタ・インドネシア

　韓水Ltd.

※クリタ（シンガポール）Pte.Ltd.は、水処理薬品事業と水処理装置事業の両事業を遂行しています。
※★は報告対象グループ会社。
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（2009年3月31日現在） 

クリタグループ 
事業別構成比
2008年度

売上高
199,706百万円

営業利益
27,935百万円

141,374
百万円
70.8％

58,331
百万円
29.2％

8,417
百万円
30.1％

19,517
百万円
69.9％

※営業利益の合計は、「消去又は全社」を含めて表示しています。

▶装置・メンテナンス
★（株）クリタス

★クリタ明希（株）

★クリタック（株）

　クリテック・ヨーロッパGmbH.

　クリタアメリカInc.

　クリテック・シンガポールPte.Ltd.

　栗田超純水設備（上海）有限公司

　韓水テクニカルサービスLtd.

　クリタ（シンガポール）Pte.Ltd.

　栗田工業（蘇州）水処理有限公司

▶土壌浄化
★ランドソリューション（株）

▶洗浄
★栗田エンジニアリング（株）

　三善工業（株）

★クリテックサービス（株）

　サンエイ工業（株）

　日本ファイン（株）

　サン化工（株）

　アオイ工業（株）

●水処理装置事業

★栗田総合サービス（株）

●その他

※代表取締役社長 齊藤 浩の就任は、2009年6月26日。
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財務情報
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編集方針
　本報告書は、クリタグループの環境改善活動について、「環境
改善活動基本方針」に基づく3つの側面（「社会ニーズ」の側面、

「お客さまニーズ」の側面、「社内変革」の側面）における活動の
実績や活動事例などを公開し、ステークホルダーの皆さまに包括
的にご理解いただくことを目的に発行しました。
　掲載内容につきましては、環境省「環境報告ガイドライン（2007
年度版）」、 「環境会計ガイドライン（2005年度版）」を参照してい
ます。
　なお、本報告書に記載されている会社名および商品名は、クリ
タグループまたは該当する各社の商標または登録商標です。
　クリタグループは今年度も「環境報告書」という名称で発行しま
す。創立以来、「水と環境」の課題解決に取り組んできたクリタグ
ループとして、これからも環境にこだわり、事業を通して資源循環
型社会の実現に貢献し続けていきたいという想いを込めています。 

対象範囲　栗田工業㈱と国内グループ会社（計20社）

報告期間　2008年4月1日～2009年3月31日
　　　　　ただし、2009年4月以降の方針や目標についても
　　　　　一部記載しています。 

発 行 日　2009年9月（次回発行予定は2010年9月です） 

社名記載について　
クリタ：栗田工業（株）
グループ会社：国内グループ会社
クリタグループ：栗田工業（株）・国内グループ会社
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神戸大学大学院
経営学研究科 教授

國部 克彦氏
 Katsuhiko Kokubu

栗田工業株式会社
代表取締役社長

齊藤 浩
 Hiroshi Saito

　クリタグループの社会的責任の一つである環境
経営の方向性について、環境経営の専門家である
神戸大学大学院経営学研究科教授　國部 克彦氏
と栗田工業株式会社 代表取締役社長 齊藤 浩との
対談を通してお伝えします。

クリタグループの社会的責任について

國部：近年、地球温暖化対策についての国際的な
議論が進むにつれ「環境経営」はますます重要になっ
てきました。温室効果ガスの削減目標は単なる目標
ではなく、実現するために必要な産業や企業を育成
していくという意味まで含まれているため、環境改善
への取り組みが経営判断にも大きな影響を与えるよう

になったのがその理由だと考えています。

齊藤：「環境経営」という言葉が使われ始めた当初
は企業のイメージアップのためという印象でしたが、
現在では多くの企業が自社製品の「環境性能」をア
ピールするようになり、環境改善が事業の一つになっ
てきたと感じています。

國部：企業は工場やオフィスでの温室効果ガス削減
だけでなく、商品の利用に伴って発生する温室効果
ガスも削減するようになっていかなければ今後生き
残っていくことは難しいと思います。クリタグループは
どのような対応を考えていますか。

企業理念に基づく事業活動を通した
「水と環境」の課題解決への取り組み

■トップ対談
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齊藤：クリタグループは創立以
来60年に渡り企業理念「“水”
を究め、自然と人間が調和した
豊かな環境を創造する」に基づ
き事業を通して社会に貢献して
きました。そのためクリタグルー
プの環境改善活動はグループ

内の環境負荷低減はもちろん、「水と環境」の課題
解決に貢献する新商品、新技術を開発する「社会
ニーズ」の側面とお客さまに環境改善メリットを提案・
提供する「お客さまニーズ」の側面から成る「顧客環
境改善活動」に重点を置いて取り組んでいることが
特長です。今後も「顧客環境改善活動」、すなわち
クリタグループの本業を継続することがクリタグループ
の果たすべき社会的責任であり、存在意義であると
考えています。

環境改善活動の「新中期計画」について

國部：私は2004年の取り組み開始時からクリタグルー
プの環境改善活動に関わり、第三者の視点から改
善提案をさせていただきました。この5年間で活動
の対象範囲を国内グループ会社全体に拡大し、推
進体制や実績収集の仕組みといった活動基盤も整
備されたと思います。さらに2009年4月には3ヵ年の
「新中期計画」を策定し、かなり積極的な目標や方
針を打ち出されていますが、その狙いについて聞か
せてください。

齊藤：「新中期計画」策定の狙いは環境改善活動、
特に「顧客環境改善活動」のさらなる活性化を図るこ
とです。そのため従来の基本方針を見直して「クリタ
グループ全体の取り組みであること」「事業を通して
社会へ貢献すること」をより明確にするとともに、「活
動指針」を新たに制定しました。「お客さまニーズ」
の側面の活動指針には2009年4月からスタートした
中期経営計画と共通のテーマを盛り込み、事業活動
と環境改善活動が連動していることをグループ社員
に改めて示しました。

國部：お客さまに環境改善効果を提案・提供する「ソ
リューションビジネス」と「お客さまニーズ」の側面で
の取り組みをうまく結びつけることができれば、社員
の方 も々「事業活動と環境改善活動の連動」を実感
できると思います。

齊藤：現在クリタグループは事業計画の重点施策の
一つとして、従来までの製品販売を主体としたビジ
ネスから、製品に限定せず「生産性向上」「環境負
荷低減」「創エネルギー」といったお客さまのメリット
を提案・提供するビジネスへシフトすることに取り組
んでいます。これら3つのテーマは2008年に実施した
「顧客満足度調査」で明確になったお客さまの主要
なニーズを反映しています。「利益」を軸とした事業
計画と「環境」を軸とした環境改善活動計画、この2
つが連動して伸びていくことがクリタグループの「環境
経営」だと思います。

國部：活動の活性化には方針
やテーマを示すだけでなく、目
標の立て方、使い方も重要で
す。最近は2050年までの超長
期目標を立て、将来のあるべき
姿から現在の目標や取り組みに
ブレークダウンする方法を使う
会社も出てきました。将来のベンチマークを示すと共
に達成に向けて具体的に会社は何をしようとしている
のかを明確にすることで、活動の活性化を図ってい
ます。

齊藤：今年7月のサミットで先進国は2050年までに
温室効果ガスの排出量を80％以上減らすと表明して
います。私たち企業もそれに向けて準備しておく必要
があり、超長期目標の設定はその一つの手段だと思
います。これからもクリタグループは、原点である「企
業理念」に基づく事業活動を通して社会に貢献して
いく姿勢を変えず、まずはその第一歩となる「新中期
計画」を着実に遂行したいと考えています。

（2009年7月実施）

■トップ対談
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　クリタグループは、「環境改善活動基本方針」と「活
動指針」に基づき、社員一人ひとりが環境改善活動
に取り組んでいます。
　環境改善活動統括責任者を部会長とする「環境改
善推進部会」を設置し、クリタグループの活動方針と
活動状況に係る事項を討議、策定します。策定した
方針に沿って、「環境改善推進部会」の下部組織で
ある「本部・事業本部環境改善推進部会」および各
事業所とグループ各社の「環境改善活動推進責任
者」が中心となり、関連部門と連携しながら目標・
方針・施策を策定し活動を推進しています。

　四半期ごとに目標・方針・施策の進捗・達成状
況のチェック、フォローを行い、活動の妥当性と有効
性を検証しながらPDCAサイクルを確実に回してい
ます。また、環境改善活動の実態および進捗状況を
現場で把握するため、実態調査を定期的に行ってい
ます。特に化学物質管理、廃棄物管理に重点を置き、
順法の観点から調査を行い必要な場合は是正措置
を講じて継続的な改善に取り組んでいます。

　クリタグループは、企業理念に基づき「社会ニーズ」
「お客さまニーズ」「社内変革」の3つの側面での環
境改善活動を通して、企業の成長と「水と環境」の
課題解決に継続して取り組んでまいります。

環境マネジメント
「環境改善活動基本方針」と「活動指針」に基づき、
社員一人ひとりが環境改善活動に取り組んでいます。

環境改善活動の基本的な考え方
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栗田工業㈱
環境改善活動統括責任者

（環境担当役員）
常務取締役経営企画室長

佐伯 哲男

社　長

環境改善推進部会

環境改善活動推進会議

本部・事業本部
環境改善推進部会

社　員 社　員 社　員

事業所
（環境改善活動推進責任者）

グループ会社
（環境改善活動推進責任者）

環境改善活動の推進体制
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環 境 マ ネ ジ メ ン ト
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環境に対する基本姿勢

新中期経営計画をスタートするにあたり、2009年4月に「環境改善
活動基本方針」を改訂し「活動指針」を新たに制定しました。

「お客さまニーズ」
の側面

「社会ニーズ」
の側面

「社内変革」
の側面

顧客環境改善活動

クリタグループの環境改善活動

自社内環境改善活動

企業理念に基づく事業活動を通して社会に貢献する

商品、技術、
サービスの提供による

お客さまの環境改善の実現

業務の改善、工夫による
3Rを実践し
環境負荷を低減

環境改善に寄与する
新商品、新技術の開発による
資源循環型社会の実現に貢献

企業理念
“水”を究め､

自然と人間が調和した
豊かな環境を創造する｡

環境改善活動基本方針
クリタグループは、

企業理念に基づく事業活動を行うことにより、
「水と環境」の課題解決に取り組み、広く社会に貢献する。

活動指針
❶環境改善に寄与する新商品､ 新技術の開発に取り組み､
　資源循環型社会の実現に貢献する。
❷｢生産性向上｣､ ｢環境負荷低減｣､ ｢創エネルギー｣をテーマに
　商品､ 技術､ サービスの提供に取り組み､ お客さまの環境改善を実現する。
❸事業活動を行うにあたっては業務の改善､ 工夫により、
　3R（Reduce･Reuse･Recycle）を日々実践し､ 環境負荷を低減する。



クリタグループの実績と目標
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環境改善活動の3つの側面における2008年度の実績と2009年度の目標は以下の通りです。

廃棄物量の削減

化学物質管理の徹底

「社内変革」の側面

CO2排出量の削減

2008年度
項目詳細掲載ページ

2007年度
原単位排出量比 

（売上高百万円あたり）

p23

2009年度

実績 目標目標

2％削減

1％削減

4.7％増加
（112.9kg/百万円）

4.9％増加
（135.9kg/百万円）

2008年度
原単位排出量比 

（売上高百万円あたり）

絶対値

1％削減

増加0％

各事業所における化学物質の
取扱いが適正に管理されている。

毒物及び劇物
取締法に関する
法令違反件数：

0件

各事業所における化学物質の
取扱いが適正に管理されている。

｢社会ニーズ｣の側面
2008年度実績

12件

詳細掲載ページ

─

対象範囲:クリタ

項目

環境改善に貢献する
新商品、新技術開発件数

新商品による
顧客環境改善効果

環境改善指標

CO2排出削減量 23,082t

廃棄物削減量 14,892t

環 境 マ ネ ジ メ ン ト

｢お客さまニーズ｣の側面

p13-14

2008年度実績項目

顧客環境改善効果

詳細掲載ページ

対象範囲：クリタと国内グループ会社19社を合わせ20社

環境改善指標

CO2排出削減量 68,725t

廃棄物削減量 35,454t

環境負荷物質削減量 345t

汚水処理量 14,910千m3

汚染土壌浄化量 1,469千m3

対象範囲:クリタグループ

＊「社会ニーズ」の側面での顧客環境改善効果の実績値は、「お客さまニーズ」の側面での実績値に含めています。
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環 境 マ ネ ジ メ ン ト

　クリタのケミカル・プラント両事業本部では新入社
員研修の一環として環境改善活動や省エネルギー活
動に関する教育を実施し、開発本部ではクリタ開発
センターの在籍員を主な対象として、安全衛生と環
境改善の向上を目的とした安全衛生環境研修を毎
年実施しています。また、ケミカル事業本部では水
処理薬品販売事業会社、水処理薬品販売特約店を
含めた社員全員にクリタグループの環境改善活動基

2008年7月、2009年2月503安全衛生環境研修 栗田工業㈱クリタ開発センター

77 2008年4月〜2009年3月環境基礎教育（地球環境） クリテックサービス㈱

新入社員研修（地球環境・省エネルギー） 23 2008年4月 栗田工業㈱ケミカル事業本部

新入社員研修（環境改善活動） 30 2008年4月 栗田工業㈱プラント事業本部

18 2008年5月産業廃棄物の適正処理研修 クリタ明希㈱

18 2008年12月緊急事態対応訓練 栗田エンジニアリング㈱

51 2008年12月〜2009年3月ISO14001に関する環境教育 栗田工業㈱山口事業所

対象研修名称 人数 時期

環境関連教育研修

環境意識向上の取り組み

　クリタグループでは、環境関連法規の法令情報を
定期的に監視して順守することに努めています。
　2008年度は、環境に関わる罰金・科料は受けて
いません。その他、社外に影響を及ぼす大きな事故
の発生はありません。

◦水質汚濁防止法◦省エネルギー法◦下水道法◦騒音規制法◦廃棄物処理
法◦振動規制法◦毒物及び劇物取締法◦大気汚染防止法◦消防法

事業活動に関係する主な環境関連法規

環境関連法規の順守

本方針や改善目標、地球温暖化防止に対する社会
の動向、省エネルギーに関する情報を掲載した「技
術手帳」別冊を配布しています。
　クリタグループではこれらの環境教育を継続して実
施し、今後も社員の環境意識向上に取り組んでいき
ます。なお、2008年度のクリタグループにおける主
な環境教育の実績は下表のとおりです。

　クリタグループでは、環境改善活動の一環として、
環境負荷の高い事業所やグループ会社において
ISO14001を認証取得し、環境マネジメントシステム
を構築・運用しています。

ISO14001取得状況

クリタ・ケミカル製造㈱ 江川、赤穂 JCQA 1997年3月24日

㈱クリタス

栗田工業㈱

会社名 事業所名 審査登録機関名 取得日

静岡、山口、豊浦 LRQA 1998年7月1日

JCQA 2002年3月25日

JACO 2002年6月26日

LRQA 2000年2月25日

JSA 2003年2月14日

クリタ・ビルテック㈱

クリタ・ケミカル大分㈱

クリテックサービス㈱

※クリタ・ケミカル製造（株）は2009年4月1日付で設立しました。



特 集

水と環境の課題解決に繋がる
新商品、新技術の創出に取り組んでいます。

　「社会ニーズ」の側面においては活動指針に従い、
社会的な環境問題の抜本的な解決に繋がる新たな
商品、技術の創出に取り組んでいます。
　環境改善活動の「新中期計画」では、最先端の水
質向上技術や水処理プロセスの最適技術を開発する
「生産性向上」、排水処理や土壌浄化技術の強化に

生産性向上、環境負荷低減、創エネルギーの３つのテーマで研究開発を推進
加え、水や有価物の回収・再利用技術および廃棄
物削減技術を開発する「環境負荷低減」、省エネル
ギーをさらに進化、発展させ、水素エネルギーやソー
ラーエネルギーなど新しいエネルギー関連の水の分
野も視野に入れた「創エネルギー」、の３つのテーマ
に沿って研究開発を行っています。

　「社会ニーズ」の側面の実績は、「開発件数」と「顧
客環境改善効果」で把握しています。開発件数は、
当年度に研究開発を終えたテーマ数を集計しており、
2008年度の実績は12件です。
　顧客環境改善効果は、開発終了テーマに基づく
新商品、新技術から選定した「環境貢献把握商品」
を適用することで得られたお客さまの工場、事業所

「社会ニーズ」の側面での実績把握
での環境負荷低減量を数値化したものです。商品ご
とに環境負荷低減量の算出方法を設定しており、受
注実績から「社会ニーズ」の側面での顧客環境改善
効果を把握しています。なお、2008年度の開発終
了テーマからは、水処理薬品で7件、水処理装置
で11件を新たに環境貢献把握商品として選定して
います。

「社会ニーズ」の側面での取り組み

活動指針：環境改善に寄与する新商品、新技術の開発に取り組み、資源循環型社会の実現に貢献する。

開発部門 事業部門

・生産性向上
・環境負荷低減
・創エネルギー

環境改善に貢献する
開発テーマの設定

・「環境貢献把握商品」の選定
・「顧客環境改善効果」
　算出基準の設定

提案、実績把握新商品、新技術
の開発

09
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「社会ニーズ」の側面

─クリタグループ環境改善活動における開発部
門の役割をどのように捉えていますか。

益子：私たち開発部門の役割は、社会や市場の
ニーズを捉え、水と環境の分野で環境改善に貢献
する新しい技術を創り出し、できるだけ早く形にす
ることだと考えています。

─社会や市場のニーズを捉えるために、どのよ
うな取り組みをしていますか。

益子：私は現在、焼却施設向け薬品の開発を主
に担当していますが、営業部門の社員と現場の施
設を訪問して直接現状の課題を聞いたり、現場で
施設全体の水や熱の使用状況、廃棄物の処理方
法や発生状況をみて、無駄な部分がないか、改
善可能なところがないかを探したり、日頃から市場
ニーズの把握に努めています。
　また、既に顕在化している課題の解決だけでな
く、将来起こり得る問題への準備も重要な役割で

■社会の環境負荷低減に貢献するため
　新商品、新技術の開発に取り組んでいます。

「社会ニーズ」の側面での取り組みについて、開発部門の社員へのインタビューを通して紹介します。

す。そのため、他社の技術関係者と交流したり、様々
な媒体を活用して情報を入手したり、社会の動向
から新たな開発のヒントを探しています。

─これまでに開発した商品による環境改善への
貢献事例を教えてください。

益子：焼却施設では酸性ガスを薬剤によって安全
に処理していますが、薬剤そのものが廃棄物となっ
てしまうという課題がありました。私は少ない使用
量で効率良く酸性ガスを中和処理できる薬剤を開
発し、従来より廃棄物量をおよそ20％削減するこ
とができました。

─今後の抱負を聞かせてください。

益子：今後も社会の環境負荷低減に貢献するた
め、廃棄物量削減だけでなく省エネルギーにもつ
ながる新商品、新技術の開発に取り組みます。

酸性ガス

開 発 商 品

廃棄物
20％削減

栗田工業㈱
ケミカル事業本部

第一部門
技術サービス二部

益子 光博

KURITA GROUP Environmental Report 2009
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特 集

事業を通じてお客さまの工場・事業所での
環境改善に取り組んでいます。

「お客さまニーズ」の側面での取り組み

　「お客さまニーズ」の側面においては活動指針に従
い、お客さまの課題を共有化し、要望に即した改善
策を提案・提供することで、お客さまの工場・事業
所での環境改善に取り組んでいます。 
　環境改善活動の「新中期計画」では、お客さまの

お客さまの課題解決に貢献する改善提案の推進
「生産性向上」、「環境負荷低減」、「創エネルギー」
をテーマに商品、技術、サービスの提案・提供に取
り組み、事業活動を通してお客さまの環境改善を実
現しています。

　クリタグループでは、お客さまに採用された改善提
案による環境負荷低減量を「顧客環境改善効果」と
して集計し、「お客さまニーズ」の側面での実績とし
ています。このクリタグループ独自の指標を活用して、
「お客さまニーズ」の側面における取り組みを評価し、
次年度の活動に反映しています。
　なお、「顧客環境改善効果」の実績値は実運転

「お客さまニーズ」の側面での実績把握
ベースではなく、お客さま向けの仕様書や提案書で
提示した環境負荷低減量を基に、原則として改善策
の導入前後の環境負荷の差を1年間分の試算値（み
なし効果）で把握しています。
　実績値は、営業担当者や設計担当者から毎月申
告され、部門別に把握し、環境改善推進部会にてク
リタグループ全体の確認を行っています。

活動指針：「生産性向上」、「環境負荷低減」、「創エネルギー」をテーマに
　　　　   商品、技術、サービスの提供に取り組み、お客さまの環境改善を実現する。

提　案 受　注 実績把握

・提案実施前後の環境負荷低減量
　を「顧客環境改善効果」
　として把握
・実績は実運転ベースでなく、
　仕様書や提案書で示した
　年間の試算値（見なし効果）

・お客さまが環境改善効果を評価・クリタグループの商品、技術、
　サービスによる環境改善提案
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「お客さまニーズ」の側面

　クリタグループは、お客さまの環境改善に貢献す
る水処理薬品や装置などの商品を販売するだけでな
く、環境負荷低減に貢献するサービスも提供してい
ます。
　「水供給事業」は、超純水製造システムや排水処
理・回収設備の設置から運転管理、メンテナンスに
至るまでの一切をクリタグループが請け負うサービス
事業です。水処理の専門家であるクリタグループが

環境改善を実現するサービス事業
現場に密着し、最適な運転管理による水処理設備か
ら発生する環境負荷の最小化に取り組んでいます。
　また「精密洗浄事業」は、半導体や液晶の製造装
置の部品をクリタグループの工場で洗浄し、再利用
するものです。クリタグループはこれらのサービス事
業を通して、お客さまの生産性向上や環境負荷低減
に貢献しています。

─超純水の安定供給と環境負荷低減を実現す
るため、どのような取り組みを実施していますか。

松渓：日々の運転管理を通して得られた運転デー
タを基に傾向管理を行い、トラブル自体の未然防
止を図っています。また、蓄積したデータにより消
耗品の耐用時間の限界を見極め、管理方法やメ
ンテナンス計画に反映し水処理薬品の使用量削減
や消耗品の交換頻度低減による廃棄物排出量抑
制に努めています。
　私の担当するシャープ株式会社亀山工場殿は
「スーパーグリーンファクトリー」として環境負荷低減
を徹底追及されています。工場全体の廃棄物のお
よそ70％はクリタの管理する水処理設備から排出
されているため、本設備での環境負荷低減はお客
さまと共通の課題となっています。お客さまと常に
情報を共有化し、改善策にも共同で取り組んでい
ます。

─ 2008年度に実施した環境負荷低減の主な
取り組みを教えてください。

■環境改善目標達成に向け、お客さまと共同で課題解決に取り組んでいます。
「お客さまニーズ」の側面での取り組みについて、水供給部門の社員へのインタビューを通して紹介します。

松渓：2008年度には排水処理設備に排水中のリ
ン酸を有価物として回収する設備を新設し、廃棄
物量の削減を図りました。また、様々な条件で比
較運転を行い、脱水機の運転方法を最適化するこ
とによって従来の16～20％にあたる汚泥を削減し
ました。

─今後の抱負を聞かせてください。

松渓：亀山駐在所では開所以来お客さまと共に環
境改善に取り組んで来ました。今後もお客さまの
パートナーとして、環境改善目標達成に貢献する
解決策を積極的に提案・実施していきます。

栗田工業㈱
プラント第二営業本部

水供給部門
水供給部
亀山駐在所

松渓 直樹
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246t1,058t　化学薬品削減量

345t1,160t■環境負荷物質削減量　　　　  計

　節水量 9,151千m314,520千m3

7,785MWh11,735MWh　電力削減量

16,271㎘4,149㎘　重油削減量

6,410千m31,636千m3　ガス削減量

68,725t29,371t■CO2排出削減量　　　　　　 計

■廃棄物削減量　　　　　　　  計 35,454t41,502t

　汚泥削減量 35,057t40,752t

　廃棄物再生量 362t306t

　飛灰排出削減量 35t444t

　環境規制物質削減量 99t102t

水質汚濁防止

CO2排出削減※2

廃棄物削減

環境負荷物質削減

土壌・地下水汚染浄化

顧客環境改善効果※1

2007年度実績 2008年度実績

2008年度 顧客環境改善効果
2008年度のお客さまの工場・事業所における
環境負荷低減量を報告します。

「お客さまニーズ」の側面

　2008年度の数値は、2008年4月1日〜2009年
3月31日の受注案件を対象に、受注時にお客さま
向けの仕様書・提案書に提示した環境負荷低減量

顧客環境改善効果について
を基に導入前後の環境負荷の差を試算値（みなし効
果）で把握しています。

環境改善項目

※1：顧客環境改善効果の集計範囲　2007年度／クリタと国内グループ会社12社（計13社）　2008年度／クリタと国内グループ会社14社（計15社）
※2：CO2換算係数 電力 0.381kg-CO2／ kWh、上水（工水） 0.58kg-CO2／m3、A重油 2.8kg-CO2 ／ℓ、ガス（都市ガス） 2.1kg-CO2／Nm3

環境改善指標

■汚水処理量 14,910千m312,160千m3

■汚染土壌浄化量 1,469千m3860千m3
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「お客さまニーズ」の側面

※1：東京都水道局平成１８年度生活用水実態調査
※2：「日本の1990～2006年度の温室効果ガス排出量データ」温室効果ガスインベントリオフィス　2008.5.16発表
※3：「環境循環型白書平成19年度版」環境省　2007.6.6発行

4人家族が1年間に排出するCO2は、約8.4ｔ※2。68,725ｔと
いうCO2排出削減量は、約8,200世帯の年間排出量に相当します。

年間68,725t の CO2の発生を抑制

約8,200世帯分

4人家族が1年間に使用する水の平均使用量は、320m3※1。
9,151千m3という節水量は、約28,600世帯の年間使用量に相
当します。

年間9,151千m3を節水

約28,600世帯分

4人家族が1年間に出すごみの量を計算すると約1,590kg※3に
なります。35,454tという廃棄物削減量は、約22,300世帯から
の年間排出量に相当します。

年間35,454tの廃棄物を削減

約22,300世帯分

競泳用のプールの標準的なサイズは、50×20ｍ・水深1.7ｍで、
容積は1,700m3。14,910千m3という汚水処理量は、プール
約8,800杯分の容積に相当します。

年間14,910千m3の汚水を処理

プール約8,800杯分

1m3の土壌を1.8tとすると、1,469千m3という汚染土壌浄化量
は、10tトラック約264,400台分の積載量に相当します。

年間1,469千m3の汚染土壌を浄化

10tトラック約264,400台分

年間

●節水量
工場排水や冷却塔ブロー
水の回収・再利用による上
水や中水の削減量を節水
量として集計しています。

●CO2排出削減量
ボイラや冷却水系の熱効
率向上といった改善策によ
るエネルギー削減量を
CO2に換算して集計して
います。

●廃棄物削減量
廃棄物発生量の少ない排
水処理設備や廃棄物を再
資源化する設備の導入に
よって削減した廃棄物量を
集計しています。

●汚水処理量
排水処理設備の年間処理量
（*）を汚水処理量として集
計しています。
＊仕様書の設計値を基に算出

●汚染土壌浄化量
有害物質で汚染された土
壌のうち浄化対象量を汚
染土壌浄化量として集計し
ています。

排水回収設備

ボイラ設備

有機性汚泥再資源化設備

排水処理設備

汚染土壌浄化

工場排水や冷却塔ブロー
水の回収・再利用による上

年間

ボイラや冷却水系の熱効
率向上といった改善策によ
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お客さまの声
  「熱交換器の汚れをLTD値で把握する」という提案は、当初は半信半疑でした。
LTD計を設置し、クリタさんから「LTD値が上昇してきたので熱交換器に汚れが付
着している」と報告を受けた後、冷温水発生機の点検で実際に熱交換器の汚れが
確認できたため、採用を決めました。ガス使用量の削減はもちろん、冷温水発生
機を止めなくても熱交換器の状況を把握できるようになったことも評価しています。
今後も環境負荷低減に繋がる提案をお願いします。

お客さまにおける環境改善の取り組み事例
お客さまにおける「顧客環境改善効果」を
実現した取り組み事例を紹介します。

「お客さまニーズ」の側面

　株式会社ルミネ　新宿店殿は、ルミネグループの環
境方針に従い、電気やガス使用量の削減に継続的に
取り組まれています。クリタグループは、冷温水発生機
内部にある熱交換器の伝熱面における汚れの付着状
況をLTD値によって把握し、水処理薬品によって付着
した汚れを適切に取り除き、本来の性能を維持するこ
とでガス使用量の増加を抑制する方法を提案しました。
　冷温水発生機は一定した温度の冷水を供給するた
めに、熱交換器の表面に汚れが付着して熱効率が低
下すると燃料使用量を増やして温度を維持しようとしま
す。そのため汚れが付着していると清浄な状態よりもエ
ネルギーロスが生じます。クリタグループの提案は、冷
温水発生機の熱効率を示す指標であるLTD値によって

冷温水発生機のエネルギーロス抑制により、56ｔ／年のCO2を削減

LTD計（矢印）を設置した冷凍機

株式会社ルミネ 新宿店殿

環境改善指標 顧客環境改善効果

ガス削減量 56ｔ／年※
環境改善項目

CO2排出削減
※LTD値に基づく計算値。LTDとは冷温水発生機の冷媒温度と冷媒を冷やす冷

却水の温度差を示す指標です。

➡

新宿店 施設管理部 マネージャー
関 誠様

汚れの付着状況を早期に把握し、エネルギーロスの発
生を未然に防ぐことで省エネルギーに貢献するものです。
　今回は、汚れを付着しにくくする冷却水薬品を、冷
却塔の運転負荷に応じて自動で冷却水に注入するだけ
でなく、LTD値が上昇すると汚れ成分除去薬品を追加
し熱交換器を清浄な状態に維持することで、エネルギー
ロスによるCO2排出量を56ｔ／年削減可能となりました。
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お客さまにおける環境改善の取り組み事例
お客さまにおける「顧客環境改善効果」を
実現した取り組み事例を紹介します。

「お客さまニーズ」の側面

KURITA GROUP Environmental Report 2009

　テーマパーク「ハウステンボス」の地域冷暖房を担
うエネルギープラントを運営されているハウステンボス
熱供給株式会社殿は、冷水や蒸気の安定供給はも
ちろん、ハウステンボスのコンセプトである「人と自然
の共存」のため、プラントでの環境負荷低減に取り組
まれています。また、同社のある長崎県佐世保市は、
保水性に乏しい地質に加え河川の距離も短いため渇
水状態になりやすく、水不足になるとエネルギープラ
ントへの水供給量が少なくなることもありエネルギープ
ラントの使用水量を抑えるために一度冷暖房に使用
した排水の再利用を検討されていました。
　クリタグループは、従来は下水放流していた冷却
塔からのブロー水を、逆浸透膜を採用した水処理装
置で処理して再利用することを提案しました。本装

冷却塔ブロー水を回収し4,552m3の節水を実現

ハウステンボス熱供給株式会社殿

逆浸透膜を採用した冷却塔ブロー水回収装置

環境改善指標 顧客環境改善効果

節水量 4,552m3※
環境改善項目

CO2排出削減

お客さまの声
　冷却塔ブロー水回収装置による排水の再利用は、「人と自然の共存」というハウステンボスのコンセプトに
ふさわしい提案だったと思います。当社のエネルギープラントは地元小中学校のエコツアーのコースになっ
ており、本装置による節水効果の説明もしています。2008年は冷房シーズンの途中での納入となったため、
装置の稼働期間がおよそ3カ月と短かったのですが、今年度はどれだけの節水効果を上げられるか楽しみ
です。
　今後は、冷却水設備だけでなく、エネルギープラン
ト全体の熱と水の有効利用を双方で検討していきたい
ですね。

事業・運転管理課長　田中 秀信様（右）

事業部　運転管理課　米丸 貴志様（左）

置によって、冷却塔ブロー水のおよそ65％を回収し、
冷却塔への補給水に再利用することによって、2008
年度は4,552m3の節水を実現しました。

※2008年8月〜10月の下水放流実削減量



現場での実証試験を通して技術的な課題を解決し、
「リン酸回収設備」を完成することができました。本
設備によって、廃棄物量を14,900ｔ／年削減するこ
とが可能となりました。また、回収したリン酸はクリタ
グループが引き取り、水処理薬品の原料として再利
用しています。
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「お客さまニーズ」の側面

　シャープ株式会社 亀山工場殿は、排水の100％
リサイクルを始め、様々な環境負荷低減技術を集約
した同社の「スーパーグリーンファクトリー」の第一号
です。同社では、スーパーグリーンファクトリー10工
場での廃棄物排出量を、2007年度をピークとして
減少させるという計画のもと、さらなる環境負荷低減
に取り組む必要がありました。クリタグループは同工
場の水処理設備を運営しており、水処理設備からの
廃棄物は同工場における廃棄物排出量の70％近く
を占めていました。お客さまの要望に応えるため、廃
棄物削減を目指し、お客さまとともに課題解決に取り
組みました。
　同工場からの排水は100％回収し再利用している
ため、排水中の不純物は全て廃棄物となっています。
この廃棄物の発生源を調査したところ、その多くが
排水中のリン酸に由来するものだったため、リン酸を
膜処理技術等によって分離・回収し、廃棄物を削
減することを提案しました。お客さまのご協力のもと、

14,900ｔ／年の廃棄物を削減するとともに、
リン酸の再利用を実現

リン酸回収設備の一部

シャープ株式会社 亀山工場殿

環境改善指標 顧客環境改善効果

汚泥削減量 14,900ｔ／年※
環境改善項目

廃棄物削減
※生産量に基づく計算値

お客さまの声
　今回の提案は、装置の性能はもちろん、排水の上流に遡ってリン酸排水を分
別したところが大きなポイントであったと思います。これにより、その他の排水処
理に係る薬品使用量も削減でき、薬品由来の廃棄物削減にも効果がありました。
また、資源の枯渇が懸念されているリン酸の再利用に貢献できたことも、良かっ
たと思います。
　クリタさんには今後も設備運営担当として、継続して環境負荷低減に取り組
んでいただけるようお願いします。

AVC液晶事業本部 
亀山環境安全推進センター 所長
成田 幸喜様

※成田様の所属は、取材時（平成
21年5月27日）のものです。
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お客さまの声
　設備の納入、稼働から半年以上経過し提案通りの効果がでており、殿物の減容化によってこれまでの殿
物沈降堆積による堆積法に比べて最終処分場の寿命を約10倍に延ばすことができると予想しています。ま
た、中和処理の自動制御の精度も向上しており、消石灰の添加量を最適に管理できるため、消石灰使用
量を約3割削減できたことも評価しています。
　新たな最終処分場の建設には莫大な費用を要するだけでな
く、近年の環境規制の面からも困難なため、最終処分場の
残余年数を延ばすことは坑廃水処理関係者共通の課題です。
そのためには堆積場の浸透水と鉱山の坑水の中和処理に
伴って発生する殿物の削減が不可欠ですので、今後もより効
果のある減容技術・商品を開発してください。
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　豊羽鉱山株式会社殿（新日鉱ホールディングスグ
ループ）では、同社で管理する「おしどり沢捨石堆積
場」の浸透水を気象や環境の変化に影響されず常に
安定かつ適正に処理することができ、処理過程で発
生する殿物が少なく最終処分場の残余年数も延長で
きる新たな廃水処理場の建設を計画されていました。
　クリタグループは、お客さまの要望を受けて、「殿
物繰り返し法」を組み込んだ浸透水処理設備を提案
しました。この設備は、殿物の凝集処理を繰り返し
行うことによって高密度化し、沈降性、脱水性に優
れた殿物に改質して脱水することで容積を減らすも
ので、鉱山の亜鉛や鉄を始めとする金属を多く含む

4,766ｔ／年の殿物を削減することで、
最終処分場の残余年数延長に貢献

豊羽鉱山株式会社殿

環境改善指標 顧客環境改善効果

殿物※1削減量 4,766ｔ／年※2
環境改善項目

廃棄物削減
※１：浸透水をアルカリ剤で中和処理した際に発生する沈殿物
※２：設計水量・水質を基に従来の凝集沈殿処理法と比較した計算値

「お客さまニーズ」の側面

浸透水の処理に適しています。さらには、脱水処理
後の含水率を48％程度にすることが可能で、従来
の凝集沈殿処理法と比べ、最終処分する殿物の発
生量を4,766t／年削減することが可能となります。

管理業務課長
金本 利幸様

事業担当技師長
野村 敏文様

殿物繰り返し法を採用した浸透水処理
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　「社内変革」の側面においては活動指針に従い、
「CO2排出量の削減」、「廃棄物量の削減」、「化学
物質管理の徹底」の３つの項目ごとに目標を設定し、
社員一人ひとりが日常業務として、事業活動に伴っ
て発生する環境負荷の低減に取り組んでいます。
　具体的には、オフィスの空調やIT機器の電力使用
量削減、営業車のガソリン使用量削減のほか、水

社員一人ひとりが日常業務として環境負荷を低減
処理薬品の製造にかかる資源（原料、資材、エネル
ギー、水）や製造工程で発生する廃棄物の削減に取
り組んでいます。さらにお客さまに納入する水処理設
備では、「ものづくり」における環境改善活動を推進
しており、製造、運搬、工事、運用にかかる資源の
削減に取り組んでいます。

　CO2排出量、廃棄物量の実績は、クリタグループ
共通の環境情報収集システムで月ごとに把握してい
ます。環境負荷低減の取り組みは、四半期ごとにレ
ビューを行い進捗状況をチェックすることで、「社内
変革」の側面におけるPDCAサイクルを回しています。
　また「化学物質管理の徹底」については、環境改

「社内変革」の側面での実績把握
善活動の全社組織である「環境改善推進部会」の
「実態調査チーム」がクリタグループの各拠点での管
理状況を確認しています。

「社内変革」の側面での取り組み
事業活動によって発生する
環境負荷の低減に取り組んでいます。

特 集

Do

日常業務の
工夫、改善

Plan

目標設定

活動指針：事業活動を行うにあたっては業務の改善、工夫により
　　　　   3Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）を日々実践し、環境負荷を低減する。

Check、Action

目標達成状況確認／
活動の振り返り／
課題の抽出

・CO2削減
・廃棄物削減
・化学物質管理

・実態調査
・四半期ごとのレビュー
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─水処理設備の設計における環境改善の考え
方を教えてください。

大島：設計にあたって、お客さまの求めている性能、
コストを満たすことは大前提として、製造、運搬、
工事、運用、あらゆる側面での環境負荷低減を
考慮しています。まず設備全体のプロセスを考える
段階では、節水、省エネルギー、省資源という観
点から水や熱を回収・再利用する装置を組み込ん
だり、化学物質を使わない脱臭装置を採用したり
するなど設備を実際に運用する時の環境負荷が最
小となるプロセスを考えます。
　またプロセスを形にする段階では、製造、運搬
時の省資源化、省エネルギー化のため、軽量かつ
コンパクトな設備となるよう水処理装置とその付帯
設備の配置や構造を決めたり、消費電力の低い
機器を選定したりしています。

─実際に取り組んだ改善事例について教えてく
ださい。

大島：私が昨年度参加したプロジェクトでは、総延
長2,500mものスタンション（支持架台） に950基
の配管ラックを設置することになり、配管ラックスキッ
ドの製造面での環境負荷低減に取り組みました。
　配管ラックスキッドは既に社内で標準化したもの
があったのですが、今回はラックの寸法や構造、
配管の施工方法など、根本的に見直しを行いまし
た。見直しにあたっては、私たち設計部門だけで
なく品質保証部をはじめとする社内各部門はもちろ
ん、実際に配管ラックスキッドを製造する協力会社
の方々からもアイデアをいただきました。

■製造、運搬、工事、運用、あらゆる側面で
　環境負荷低減を考慮した「ものづくり」に取り組んでいます。

「社内変革」の側面での取り組みについて、設計部門の社員へのインタビューを通して紹介します。 

　寸法は、従来は配管の標準寸法に合わせてい
たものを、発想を転換してこちらから寸法を指定す
ることで大型化し製造効率を向上させるとともに、
継手を始めとする資材を削減しました。また、フレー
ムの部材や構造も見直し、従来と同様に強度上問
題なく、従来よりも45％軽量化したフレームを標準
化しました。これにより資材と廃棄物量を削減した
だけでなく運搬に必要なエネルギーも削減すること
ができました。

─配管の施工面での工夫について教えて下さい。

大島：配管の施工は協力会社からの提案を基に
「エコ工法」を採用しました。ステンレス配管の場
合、従来は継手類を配管に溶接して組み立てるの
ですが、溶接に大量のエネルギーを使います。エ
コ工法は、配管を直接加工することによって溶接
箇所や継手の数を極力減らす方法で、製造工場
での資材と溶接にかかるエネルギー量を削減できま
した。
　今後もこのような取り組みを継続し、製造面はも
ちろん、あらゆる側面での環境負荷低減に貢献し
たいと思います。

「社内変革」の側面での取り組み
事業活動によって発生する
環境負荷の低減に取り組んでいます。

「 社 内 変 革 」の 側 面

特 集

栗田工業㈱
プラント生産本部

エンジニアリング一部
大島 重利
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環境負荷の全体像と環境会計 
クリタグループの2008年度の環境負荷の全体像について、
マテリアルフローを用いて紹介します。

「 社 内 変 革 」の 側 面

OUTPUT

※水処理装置の製造量については、把握が困難なため、
上記表に含まれておりません

薬品製造量………………… 34,737t

廃棄物量… ………………… 27,133t

◦一般廃棄物………………………… 293t

◦産業廃棄物………………… 10,975t

◦特別管理産業廃棄物… …… 15,865t 

　リサイクル量………………………4,684t

CO2 排出量… …………… 22,541t

排水量………………………782,797m3

PRTR管理物質… ………………0.3t

有価物量… ………………………… 958t

INPUT

資材

◦薬品原料………………22,989t

◦梱包資材………………………384t

◦コピー用紙……………………151t

エネルギー

◦電力………………………38,412MWh

◦ガソリン… ………………1,386㎘

◦軽油………………………………256㎘

◦灯油………………………………464㎘

◦A重油… ………………………721㎘

◦LPガス… ……………… 6,770m3

◦都市ガス………………17,134m3

◦冷水………………………… 3,292GJ

◦蒸気………………………………731t

水

◦上水………………… 238,926m3

◦中水………………………… 5,985m3

◦地下水… ………… 619,161m3

※水処理装置の製造用資材の数値は、把握が困難なた
め、上記表に含まれておりません。

水

処

理

薬

品

事

業
　

水

処

理

装

置

事

業

環境負荷の全体像

　リサイクル化率…………………… 20.1％
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71

リサイクル量

107その他 t

─

2008年度

投資額（百万円） 費用額（百万円）

122.2 47.4

9.4 1,429.0

3.4 46.7

41.4 22.3

16.3 204.9

2.9 0

0 103.0

195.6 1,853.2 

2007年度

投資額（百万円） 費用額（百万円）

130.6 27.6

102.7 128.1

0 16.8

111.0 25.6

159.1 201.1

2.6 4.2

0 77.4

506.0 480.8

環境負荷の全体像と環境会計 
クリタグループの2008年度の環境負荷の全体像について、
マテリアルフローを用いて紹介します。

「 社 内 変 革 」 の 側 面

環境会計

環境対策および主な取り組み内容対象分野

1. CO2排出抑制

環境保全コスト

老朽設備更新に伴う省エネ性能の高い設備の導入など

2. 廃棄物排出抑制 廃棄物削減のための設備導入や廃棄物の適正処理など

3. 化学物質対策 化学物質管理に関する人件費や外部団体加入費用など

4. 大気環境保全 作業環境改善のための排気設備導入など

5. 水環境保全 事業量増大に伴う排水処理設備の増強や排水処理設備の維持管理など

6. 土壌環境保全 事業所内薬液貯蔵設備の整備など

7. その他 環境関連情報開示費用、㈶クリタ水・環境科学振興財団への寄付、ISO更新審査費用など

合　計

環境会計の集計について　集計期間： 2008年4月1日〜2009年3月31日 
１．環境保全コスト：クリタグループ
２．環境保全効果：クリタグループ
１．環境省「環境会計ガイドライン（2005年度版）」を参考にして集計しています。 
２．環境保全コストの費用額には、過年度の環境設備投資（環境配慮型設備）の減価償却や環境改善効果のために要した人件費を含みます。 
３．直接的な把握が難しい項目については、環境改善に関する割合を按分して算出しています。

集計対象

集計の考え方

経済効果
2007年度

22,505

38,128

1,337

248

475

765

7,270

19,236

4,029

768

231,338

5,919

582,434

157

26,895

334

10,470

16,091

1,784

1,239

171

267

─

2008年度

22,541

38,412

1,386

256

464

721

6,770

17,134

3,292

731

238,926

5,985

619,161

151

27,133

293

10,975

15,865

2,119

1,573

223

252

327

［注記］ ①リサイクル量、有価物量は2007年度、2008年度ともクリタを対象としています。
 ②廃棄物は｢一般廃棄物｣｢産業廃棄物｣｢特別管理産業廃棄物｣の3区分で把握し、対価を得て｢有価物｣として引き取り処分したものは廃棄物量に含みません。
 ③経済効果は、排出削減量に2009年3月時点の単価を乗じて算出しました。

環境保全効果・経済効果
環境負荷

排出削減量
環境保全効果

CO2排出量 -36t

金額（百万円）

内訳

電力 MWh

ガソリン ㎘

軽油 ㎘

灯油 ㎘

Ａ重油 ㎘

LPガス m3

都市ガス m3

冷水 GJ

蒸気 t

上水 m3

中水 m3

地下水 m3

コピー用紙 t

廃棄物量 -238t

内訳

一般廃棄物 t

産業廃棄物 t

特別管理産業廃棄物 t

335t

内訳

廃酸・廃薬品 t

古紙類 t

廃プラスチック・金属類 t

有価物量 t

費用削減額 -3.9

処理費削減額 -14.6

有価物収入 1.2

合計 -17.3

環境会計を導入し、環境保全コストとその効果を把握することで環境効率の改善に努めています。
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環境負荷物質の削減と化学物質管理の徹底
クリタグループの各事業所における環境負荷物質の削減と
化学物質管理の取り組みについて紹介します

　2008年度のCO2排出量は絶対量ではほぼ横ば
いでしたが、売上高百万円あたりの原単位排出量
は、市場環境の急速な悪化による売上高減少の影
響を受け、目標である2％削減に対して4.7％増の
112.9kgとなり、目標未達となりました。
　グループ全体排出量のおよそ60％を占める電力
量削減のために、クールビズ・ウォームビズによる温
度設定の徹底、事務所内照明のインバーター式蛍
光灯への転換、省エネ型空調設備の採用、空調機
器の効率運転を実施しました。また、グループ全体
排出量で13％と2番目に割合の大きい社有車のガソ
リン使用量の削減のために、ハイブリット車と低公害
車の導入や切り替え、車内の整理整頓による荷重軽
減や経済運転励行による燃費向上に取り組みました。

CO2排出量の削減

2006

22,398

113.6

2007

22,505

109.8

2008

22,541

112.9

2009目標

21,359

111.2

CO2排出量の推移

絶対量（t）

200.0

50.0

100.0

150.0

30,000

2008

22,541

112.9

絶対量（t）

30,000

20,000

25,000

22,500
21,250 21,875

20,625

10,000

原単位排出量（kg/百万円）

0

2008

22,541

　2008年度の廃棄物量は絶対量ではほぼ横ばいで
したが、売上高百万円あたりの原単位排出量は、
市場環境の急速な悪化による売上高減少の影響を
受け、目標である1％削減に対し4.9％増の135.9kg
となり、目標未達となりました。
　クリタグループでは廃棄物量削減と埋め立て処分
量削減のため、排出物の有価物化と廃棄物の再資
源化を推進しています。一部の事業所で成果のあっ
た排出物の分別徹底や、再資源化の条件で引き取
り可能な産業廃棄物業者の選定をグループ全体で
水平展開する予定です。

廃棄物量の削減

2006

25,954

131.6

2007

26,895

131.3

2008

27,133

135.9

2009目標

26,957

140.4

廃棄物量の推移

絶対量（t）

200.0
200.0

50.0

100.0

150.0
125.0
137.5143.75140.625

30,000

25,000

27,500
26,250 26,875

25,625

20,000

10,000

2008

10,000

原単位排出量（kg/百万円）

0
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526,610.5kg

72.7kg

─

廃棄物量削減の取り組み事例
　水処理施設の維持管理を主業務としている㈱クリタスでは、廃棄物量削減の一環として、整理整頓に取
り組む「SS活動」を全社員の参加により全事業所・事務所で展開しました。
　SS活動は不用品と思われるものに赤紙を貼って識別管理し、一定期間使用しないものは廃棄することを
徹底して行うものです。単なる整理整頓に留めず、「見ただけで判る管理」の実践によって業務の仕組みを
再検討し、業務全体の効率化を狙いとしています。さらに本活動を徹底することにより、水処理設備を維
持管理する上でのムリ、ムダを排除し最適な状態を維持することで、水処理施設からの廃棄物量低減と安
全・安定操業にも繋げています。

■化学物質管理状況の調査
　化学物質を使用する事業所では、各事業所の環
境改善活動推進責任者による管理状況調査を定期
的に実施すると共に、環境改善推進部会の「実態調
査」による保管・使用状況の確認を行っています。
2008年度はクリタグループの24カ所の事業所で調

化学物質管理の徹底
査を行い、改善点が見つかった事業所では既に是
正措置を実施しています。
　また化学薬品の漏洩・流出事故を防止するため
緊急事態への教育・訓練を継続的に行い、安全作
業の徹底を図っています。

■PRTR法の第一種指定化学物質の管理
　クリタグループでは、主に水処理薬品の原料として
「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管
理の改善の促進に関する法律（以下、PRTR法）」に
定められている第一種指定化学物質を15物質取り
扱っています。これらの物質について、年間使用量、
排出量、移動量を把握・管理し、排出量と移動量
削減に取り組んでいます。
　2008年度の排出量と移動量は表の通りです。

第一種指定化学物質の排出量と移動量
使用量

排出量

大気への排出

移動量

公共用水域への排出

─当該事業所における土壌への排出

─当該事業所における埋立処分

84.5kg下水道への移動

当該事業所の外への移動 129.3kg

「 社 内 変 革 」の 側 面
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■「水と環境」の分野における研究開発支援

　クリタグループは、「科学技術の振興により豊かな
水と地域環境の創造に寄与する」ことを目的として設
立した財団法人 クリタ水・環境科学振興財団を通し
て、「水と環境」に関する科学分野における調査・
研究および国際交流を助成しています。2008年度
は412件の応募の中から50件の研究に対して助成
を行いました。また、若手研究者の研究意欲啓発を
目的とした「クリタ賞」を社団法人日本水環境学会に
委託しており、2008年度は12名の大学院生に授与
しました。

■事業所周辺の清掃活動

　クリタグループは地域の環境改善に貢献する活動
として、事業所周辺の清掃活動に積極的に取り組ん
でいます。2008年度の主な取り組みは次の通りです。
　栗田工業㈱のクリタ開発センターでは、同センター
のある栃木県下都賀郡野木町内の清掃活動を行い
ました。当日は50名を超える社員とその家族が集い、
ＪＲ野木駅から同センターに至る約５kmの道路脇を
清掃しました。
　㈱クリタスでは、事業所周辺の美観維持活動をは
じめ、地域団体主催の清掃活動や各種イベントへの
参加などにより地域住民の皆さんと環境保全・地域
協働を進めています。
　また、全事業所でISO14001の認証を取得してい
るクリテックサービス㈱では、事業所所在地周辺の
豊かな自然環境を保護する観点から事業所周辺の
清掃活動に注力し、全事業所で毎年実施しています。

クリタグループは企業理念に基づき、「水と環境」の分野における研究開発への支援や、
全国の事業所周辺の清掃活動による地域の環境改善などの社会貢献活動に取り組んでいます。

社会貢献活動

2008年度助成金贈呈式

クリテックサービス㈱での清掃活動
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より信頼性の高い情報を継続的に開示し、環境経営の質向上を図るため、
株式会社環境管理会計研究所（IEMA）から第三者意見をいただいています。

第三者意見



経営企画室　業務変革部

〒160-8383　東京都新宿区西新宿三丁目4番 7号

TEL：03-3347-3524

FAX：03-3347-3099

URL：http://www.kurita.co.jp
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