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＜環境方針＞ 
 【基本理念】 

 クスノキ化学株式会社は、限りある地球資源の有効活用に努め、地球環境・

人体に配慮した工業用脱脂洗浄剤・表面処理剤等を開発し、市場に提供す

ることにより化学薬品による汚染を防止し、地球環境の保全に貢献します。 

 【環境保全への行動指針】 

1.  具体的に次のことに取り組みます。 
① 電力・燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減 
② 使用原材料の省資源、廃棄物の 3R（減量、再使用、再生利用）の推進 
③ 水資源の節水 
④ 環境配慮製品の技術開発・製造・販売 
⑤ グリーン購買及びグリーン調達の推進 
⑥ 化学物質の削減 
これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続

的な改善に努めます。 
2.  環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。 

3.  この方針と環境への取り組みを従業員に周知徹底するとともに、環境活動 
レポートとして取りまとめ公表します。 

 制定日：平成 20 年 12 月 1 日 
改訂日：平成 24 年 5 月 25 日 

クスノキ化学株式会社 
代表取締役 三好恭司                                                         
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＜取組の対象組織・活動の明確化＞ 
組織の概要 
（1） 名称及び代表者名 クスノキ化学株式会社 
  代表取締役 三好恭司 
（2） 所在地 本社  大阪府富田林市若松町東 1丁目 205番地 
（3） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 
 責任者 三好正章 TEL： 0721-26-2271 
 担当者 平田真穂 TEL： 0721-26-2271 
（4） 事業内容 洗浄剤・剥離剤・塗料の製造及び販売 
（5） 事業の規模  
  本社  
 従業員 9 名  
 延べ床面積 3332ｍ2  
   
（6） 事業年度 5 月～4 月 
   
認証・登録の対象組織・活動 
 登録組織名 ： クスノキ化学株式会社 本社 
 対象外 ： なし 
 活動 ： 洗浄剤・剥離剤・塗料の製造及び販売 

    
 

＜主な環境負荷の実績＞ 

項目 単位 2010 年 
（基準年度） 

2011 年 

二酸化炭素排出量 kg-CO2 26,491 24,253 
廃棄物排出量    

1）一般廃棄物排出量 kg 212 181 
2）産業廃棄物排出量 kg 551 566 
 総排水量 ｍ3 390 584 
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＜環境目標及びその実績＞ 
 

 2010 年度 

（基準年度） 
2011 年度 

2012 年度 
(一部基準年度を

2011 年度に変更) 

2013 年度 
(一部基準年度を

2011 年度に変更) 

（実績） （目標） （実績） （目標） （目標） 

電力の二酸化炭素排出量削

減 

kg-CO2 10,231 10,200 9,499 10,170 10,138 

基準年比  99.7% 92.8％ 99.4% 99.1% 

自動車燃料の二酸化炭素 

排出量削減 

kg-CO2 16,260 16,211 14,754 16,162 16,113 

基準年比  99.7% 90.7％ 99.4% 99.1% 

上記二酸化炭素排出量合計    kg-CO2 26,491 26,411 24,253 26,332 26,252 

一般廃棄物の削減  kg 212 211 181 210 210 

基準年比  99.7% 85.7％ 99.4% 99.1% 

産業廃棄物（廃プラ）の削減 kg 551 549 566 564 562 

基準年比  99.7% 102.7% 99.7% 99.4% 

水道水の削減 m3 813 810 934 931 928 

基準年比  99.7% 114.8% 99.7% 99.4% 

PRTR 物質の削減 
kg 813 ― 4,503 4,490 4,476 

基準年比 ― ― ― 99.7% 99.4% 

グリーン購入 品目 把握完了 11 11 11 11 

環境配慮製品の技術開発・ 

製造・販売 
品目 1 1 1 1 1 

 

※電力のＣＯ２排出係数は「20 年度関西電力排出係数 0.355 kg-CO2」  適用 
 
 

＜環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容＞ 
目標達成手段 達成状況 評価（結果と次年度の取組内容） 

①電力の削減 
・こまめに消灯する 
・PC の電源を切る 
・冷房 26～28℃ 
・暖房 22～25℃ 

目標：10,200 (kg-Co2) 

実績：9,499 (kg-Co2) 

対目標：0.3%減 
対基準年：7.2%減 
 
目標達成 

【評価】 
目標値を大幅にクリアできたので、この状態

を継続するために更に節電を徹底する。 
【次年度の取組】 
節電を徹底する。 

年度 
項目 
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②自動車燃料の削減 
・アイドリング禁止 
・定期的な車両整備 
・エコドライブ運転展開 
・急加速の抑制 
・冷暖房の控え目使用 

目標：16,211 (kg-Co2) 

実績：14,754 (kg-Co2) 
対目標：0.3%減 
対基準年：9.3 %減 
 
目標達成 

【評価】 
公共交通機関を積極的に活用することによ

り目標値を大幅にクリアすることができた。 
【次年度の取組】 
アイドリングストップを徹底させる。 

③一般廃棄物の削減 
・分別を行う 
・梱包材を再利用する 
・なるべくリサイクル 

目標：211(kg) 

実績：181 (kg) 
対目標：0.3%減 
対基準年：14.3%減 
 
目標達成 

【評価】 
廃棄物の減少化が確実に実施されている。 
 
【次年度の取組】 
3R を更に徹底する。 

④産業廃棄物(廃プラ)の削減 
・再利用 

目標：549 (kg) 
実績：566 (kg) 
対目標：0.3%減 
対基準年：2.7%増 
 
目標不達成 

【評価】 
今期よりポリ袋やポリ容器に詰められた原

料の使用量が約 10％増加したのがそのまま

廃棄物の量に反映した。 
支給品の原料のため切り替えが困難だが、支

給先にも交渉して低減化の検討を依頼する。 
【次年度の取組】 
基準年度を 2011 年度に変更する。 

⑤水道使用量の削減 
・節水を心掛ける 
 
 
 
 

目標：810 (㎥) 

実績：934 (㎥) 
対目標：0.3%減 
対基準年：14.8%増 
 
目標不達成 

【評価】 
原料として水を使用する製品の生産量が大

幅に増加したことによる。 
 
【次年度の取組】 
基準年度を 2011 年度に変更する。 

⑥PRTR 物質の削減 
・PRTR 法非該当物質を積極的

に採用する。 

目標：－ (kg) 

実績：4,503 (kg) 
対目標： － 
対基準年： － 

【評価】 
今年度から開始した。 
【次年度の取組】 
基準年度を 2011 年度にする。 

⑦グリーン購入 
・認定製品の購入 
・省エネルギー適合商品の購入 
・リサイクル製品の購入 
 今年度は目標の 11 品目を達成した。 
⑧環境配慮製品の技術開発・製造・販売 
・1 品目以上の開発 
 今年度は有機溶剤を含まない人体・環境に優しいプラスチック用洗浄剤を開発した。 



 

 

6         Kusunoki Chemical Co., Inc. 

 
法的義務を受ける主な環境関連法規則は次の通りである。 
適用される法規則 適応される事項（施設・物質・事業活動等） 
騒音規制法 空気圧縮装置、集塵装置、攪拌機 
振動規制法 空気圧縮機 
消防法 充填場所、保管場所、自動火災報知器、消火器 
廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（廃プラ） 
労働安全衛生法 超音波洗浄機 
毒劇物取締法 水酸化ナトリウム、塩酸、硝酸、事故時の届出 

環境関連法規制等の遵守状況の定期検査の結果、逸脱はありませんでした。 
又、過去 3 年間にわたって訴訟もありません。 
 

＜代表者による全体の取り組み状況の評価＞ 

 今期は、水使用量と産業廃棄物の削減以外は目標を達成することができました。 
社員一同が削減目標に真剣に取り組んだ結果、下記の成果を上げることができたことを

評価しております。 
 
①電力削減：不必要な照明器具の撤去、LED 照明への切替、 

不必要な箇所の消灯の推進 
②自動車燃料削減：公共交通機関の多用、アイドリングストップの徹底 
③一般廃棄物削減：廃段ボールの再利用促進、コピー用紙の裏面再利用 
④グリーン購入推進：認定品の積極購入 
⑤環境配慮製品の技術開発・製造・販売：有機溶剤を使用しない洗浄剤を開発 
 

今期、目標を達成できなかった産業廃棄物削減、水道水削減については更に知恵を出

し合って達成できるよう努力してまいります。 
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1. 環境に役立つ新製品開発への取組み 

 【新製品開発における具体的な取組み】 
 脱 塩素系溶剤 

脱 PRTR 法 
脱 毒物及び劇物取締法 
脱 有機溶剤中毒予防規則 

 ［2011 年実績］ 

・有機溶剤を含まないプラスチック製品用洗浄剤の開発 

プラスチック製品全般にみられる汚れは通常有機溶剤を含む洗浄剤が使われてい

ますが、有機溶剤は素材や人体に対して少なからず影響を与えてしまいます。多用す

ることによって素材にダメージを与え、劣化を促進させてしまいます。 
そこで弊社はこのような問題を解決するために、有機溶剤を使用しなくとも高い洗

浄効果を持ち、素材や人体にも影響の少ない洗浄剤を開発しました。 

 


