環境活動の歩み
ニッパツの歩み
2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

（第5次）
2月 環境ボランタリープラン改定
（全工場完了）
4月 伊勢原工場がISO14001認証取得
6月 第7回地球環境フォーラム開催

1月
2月
5月
6月
12月

横浜事業所にリサイクルセンター完成
環境ボランタリープラン改定
（第6次）
第8回地球環境フォーラム開催
第10回横浜環境保全活動賞を受賞
横浜事業所が平成14年度かながわ地球環境賞受賞

（第7次）
2月 環境ボランタリープラン改定
3月 横浜事業所でゼロエミッション達成
6月 第9回地球環境フォーラム開催

（第8次）
2月 環境ボランタリープラン改定
6月 第10回地球環境フォーラム開催
12月 厚木工場が平成16年度かながわ地球環境賞受賞
1月 横浜事業所がPRTR大賞で奨励賞受賞
（第9次）
2月 環境ボランタリープラン改定
5月 第11回地球環境フォーラム開催
（第10次）
2月 環境ボランタリープラン改定
6月 第12回地球環境フォーラム開催
12月 伊勢原工場が平成18年度かながわ地球環境賞受賞

国内グループ会社の歩み

社会の動き

5月 ホリキリがISO14001認証取得
6月 ニッパツ水島がISO14001認証取得
8月 横浜機工
（現ニッパツ機工）
がISO14001認証
取得
11月 トープラがISO14001認証取得

環境省設置
家電リサイクル法施行

3月 日 発テレフレックス（ 現 ニッパ ツ・メック）が
ISO14001認証取得
4月 特殊発條興業がISO14001認証取得
10月 日発販売がISO14001認証取得
10月 日発睦会技術部会地球環境問題分科会を発足

土壌汚染対策法公布
自動車リサイクル法公布
日本が京都議定書を批准

5月
7月
10月
10月

日発睦会技術部会地球環境問題分科会を開催
日発運輸がISO14001認証取得
スミハツがISO14001認証取得
ユニフレックス（ 現 ニッパ ツフレックス ）が
ISO14001認証取得
11月 日本シャフトがISO14001認証取得

自動車リサイクル法施行
土壌汚染対策法施行
改正省エネルギー法施行

7月 日発睦会技術部会地球環境問題分科会を開催
9月 東北日発がISO14001認証取得

改正大気汚染防止法公布

3月 スニックがISO14001認証取得
3月 フォルシア・ニッパツ九州がISO14001認証取得

改正自動車リサイクル法施行
京都議定書発効

2月 日発精密工業がISO14001認証取得
3月 アヤセ精密がISO14001認証取得

改正省エネルギー法施行
改正地球温暖化対策法施行

2007年

6月 第13回地球環境フォーラム開催

5月 アイテスがISO14001認証取得
5月 シンダイがISO14001認証取得

改正フロン回収・破壊法施行

2008年

6月 環境ボランタリープラン改定
（第11次）
6月 第14回地球環境フォーラム開催

6月 グループ会社環境連絡会発足

G8洞爺湖サミット

2009年

2月 横浜事業所に太陽光発電パネル設置
6月 第15回地球環境フォーラム開催

2010年

6月 第16回地球環境フォーラム開催

2011年

6月 第17回地球環境フォーラム開催

2012年

6月 第18回地球環境フォーラム開催
11月 横浜事業所が横浜市3R活動優良事業所に認定

2013年

2月 横浜事業所がかながわ地球環境賞・節電大賞を受賞
11月 第24回ニッパツフォーラム開催

（第19回地球環境フォーラムを統合）
（２年連続）
11月 横浜事業所が横浜市3R活動優良事業所に認定

2014年

4月
10月
11月
11月

G8ラクイラ・サミット
（イタリア）
2月 日発運輸がグリーン経営認証登録
3月 国内グループ会社でゼロエミッション達成

生物多様性条約第10回締結国会議
（COP10）
改正土壌汚染対策法施行
改正水質汚濁防止法施行
（貯蔵施設）
改正水質汚濁防止法施行
（有害物質使用施設）
京都議定書第１約束期間終了



12月 特殊発條興業三田工場が 竣工、工場屋上に
太陽光発電パネルを設置

京都議定書第２約束期間の開始
（2013年～2020年）



ボランティアによるニッパツ三ツ沢競技場の清掃活動を開始
横浜事業所が経済産業省による省エネ現地調査を受審
第25回地球環境フォーラム開催
横浜事業所が横浜市3R活動優良事業所に認定
（３年連続）

11月 ニッパツ機工が神奈川県条例による温暖化対
 策現地調査を受審
（拡大
12月 トクハツ三田工場がISO14001認証取得
認証）

国連気候変動サミットの開催
IPCC第5次評価報告書の公表
フロン排出抑制法施行

2015年

10月 第26回地球環境フォーラム開催
11月 産機駒ヶ根工場が、長野県条例による温暖化対策現地調査
を受審
（４年連続）
11月 横浜事業所が横浜市3R活動優良事業所に認定

6月 東北日発、日本シャフト、スミハツが省エネル
ギー法Sクラス事業者に認定

国連気候変動枠組条約第21回締約国
会議
（COP21）
の開催
パリ協定の採択

2016年

11月 第27回地球環境フォーラム開催
11月 横浜事業所が横浜市3R活動優良事業所に認定
（5年連続）

6月 東北日発、
日本シャフト、
日発精密工業が省エネ
ルギー法Sクラス事業者に認定

水銀に関する水俣条約の発効
水銀による環境の汚染の防止に関する
法律の施行
残留性有機汚染物質に関するストック
ホルム条約（POPs条約）
の改正：規制
物質の追加

2017年

8月 ニッパツグループ省エネルギー診断を開始
11月 第28回地球環境フォーラム開催
（６年連続）
12月 横浜事業所が横浜市3R活動優良事業所に認定

6月 東北日発、
日本シャフト、
日発精密工業が省エネ
ルギー法Sクラス事業者に認定
9月 ニッパツグループ省エネルギー診断を開始

改正化審法の公布
中国廃棄物輸入規制：一部固形廃棄物
の輸入を禁止

2018年

6月 二ッパツが省エネルギー法Sクラス事業者に認定
11月 第29回地球環境フォーラム開催
（７年連続）
12月 横浜事業所が横浜市3R活動優良事業所に認定

6月 東北日発、
日本シャフト、
日発精密工業が省エネ
ルギー法Sクラス事業者に認定
10月 ニッパツグループISO14001認証取得事業所
のすべてで、2015年度版への更新を終了

国連気候変動枠組条約第24回締約国
会議
（COP24）
の開催
パリ協定細則
（実施方針）
の決定

2019年

6月
9月
11月
12月

横浜事業所がヨコハマ温暖化対策賞を受賞
ニッパツグループ省エネルギー診断を実施
第30回地球環境フォーラム開催
横浜事業所が横浜市3R活動優良事業所に認定
（8年連続）

6月 東北日発、
日本シャフト、
日発精密工業が省エネ
ルギー法Sクラス事業者に認定

国連気候変動枠組条約第25回締約国
会議
（COP25)の開催
パリ協定市場メカニズムルールの決定
米国がパリ協定離脱を国連に正式通告
日本政府が海洋プラスチックごみ対策
アクションプランを策定

2020年

パリ協定の開始年
レジ袋有料化
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