企業 が 取り組む
環境教育
～ ESD の普及に向けて～

名古屋商工会議所

はじめに
愛知・名古屋地域では、2005年の愛・地球博（日本国際博覧会）、2010年の生物
多様性条約第10回締約国会議（COP10）に続き、2014年には ESD ユネスコ世界会
議が開催されます。
これらの国際的な博覧会や会議は、地域の人々に環境意識を根づかせ、当地域が環
境先進地域へと発展していく上で大変重要な機会になってきましたが、環境への取り
組みは、長期視点で継続的に実践していくことが何よりも大切であります。
とりわけ、持続可能な社会を構築する上では、将来に亘り活躍できる環境人材を地
域社会の様々なステークホルダーで育てていくこと、すなわち ESD（持続可能な開
発のための教育）が不可欠と言われており、その中でも企業が果たす役割に大きな期
待が寄せられております。
そこで、名古屋商工会議所では、ESD に関する様々な分野の中で最も企業活動と
関係の深い「環境教育」に焦点をあて、当地域の多様な企業が取り組んでいる環境教
育事例集を作成しました。
ひとえに環境教育と言ってもその意味するところは広く、企業の従業員向けの環境
教育や環境意識の啓発、環境に関する地域社会貢献、さらには次世代教育をはじめと
する学校や地域への環境教育支援などがあります。
この事例集が、当地域をはじめとする企業の皆様にとって新たに環境教育に取り組
む契機となり、持続可能な社会の実現に寄与することができれば幸いです。

名古屋商工会議所
委員長

環境委員会

佐々木

孝治
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編集方針
○本冊子は、名古屋商工会議所環境委員会の下に設置された「企業の環境教育に関する専門部会」
で内容・構成等を企画検討し、名古屋商工会議所が発行しています。
○各企業の取組事例は、各企業のホームページおよび各企業への聞き取り調査をもとに事務局が
作成しています。

１．企業における環境教育
中部企業の環境教育の現状
中部地域の企業における環境教育および環境社会貢献の現状を把握するため、2014年2月7日から25日にかけて、
名古屋商工会議所会員企業を対象に WEB アンケートを実施しました。その結果、114社から回答をいただきました。
以下に調査結果の概要を紹介します。
回答企業の業種

〈回答企業の概要〉

(n=114)

○従業員数については、回答企業の約66%が、「300人以下」であり、残りの約

建設業
6%

34%が「300人超」。業種については、「サービス業」が最も多く、次いで
「製造業」、「卸売・小売業」の順に多い。

その他
16%

サービス業
29%

○環境認証の取得については、「取得していない」が全体の約55%を占め、約
39%が「ISO14001」を、約7%が「ISO14001やエコアクション21以外の認

卸売・小売業
22%

証」を取得している。

製造業
27%

アンケート調査結果（抜粋）
【設問１】どのような環境教育・環境社会貢献活動に取り組んでいますか。（複数回答）

○「従業員に対する環境意識啓発の実施」が最も多く、次いで「会社近隣でのクリーン活動」、「従業員向け環境教
育」の順となっている。一方で、「自社施設を利用した環境学習への協力」「従業員による環境関連資格の取得を推
奨・支援」「退職者等を活用した環境ボランティア活動」については、取り組む企業が少ない。なお、21社が「取
り組んでいない」と回答した。
どのような環境活動に取り組んでいますか

（n=404）

従業員に対する環境意識啓発の実施※

55
53

会社近隣でのクリーン活動

従業員向け環境教育（ISO14001 等の EMS による教育含む）
自社製品（商品）の環境性能・負荷・影響等に関する教育
職場の環境リーダーの養成

従業員による環境ボランティアの推奨・支援
学生インターンシップの受入・活用

環境教育体系を整備し階層別研修等を実施

環境保全団体に対する支援（寄付含む）

地域の NPO と連携した環境社会貢献活動

従業員による出前授業

自社施設
（工場・オフィス・店舗等）
を利用した環境学習への協力

従業員による eco 検定など環境関連資格の取得を推奨・支援

3

退職者等を活用した環境ボランティア活動
取り組んでいない

【設問２】環境教育・環境社会貢
献に取り組まない理由

は何ですか（複数回答）

○取り組まない理由の大半は、コ
ストや時間、専門知識の不足で
ある。

0

31
29

21

1

無回答

※エコキャップ運動、昼休み消灯、省エネポスターの掲示等

16
13
12
11

26
23
21
20

10

20

30

40

50

60

70

環境教育に取り組まない理由は何ですか

9
9

環境教育に費やす時間がない

8

環境教育を実施するための専門知識がない

3

必要だと思わない
以前に取り組んだが成果が上がらなかった 0
無回答

80（社）

（n=35）

コストがかかる

5

その他

1

69

0

1

2

4

6

8

10（社）

【設問３】環境教育に取り組む

環境教育に取り組む理由は何ですか

理由は何ですか。
（複
数回答）

64
58

会社の経営方針や環境方針などに記載してある

○持続可能な社会づくりに貢献

54

企業イメージの向上に役立つ

するというESDの考え方に基

48

従業員の環境知識・意識の向上に役立つ
環境配慮型の製品（商品）を取り扱っている

づき取り組む企業が多い。経

40
8

その他

営方針や環境方針への記載は

無回答 0

環境教育を進める上での有効

0

な手段とも言える。
環境教育の手段は何を利用していますか

10

20

60

70（社）

か。（複数回答）

○環境教育の手段としては「従業員が講師

12

役を務めている」「社外の講演会・セミ

6

無回答

ナーへの参加」が多い。

33

0

50

ような手段を利用しています

19

e ラーニングの利用

40

【設問４】社員に対する環境教育にはどの

52
46

社外の講演会・セミナーに参加
外部講師を招聘

30

（n=168）

従業員が講師役を務めている

ワークショップの実施

（n=272）

持続可能な社会づくりに貢献するため

10

20

30

40

50

60（社）

【設問５】貴社が環境教育・環境社会貢献活動を促進するために名古屋商工会議所に期待することは何ですか。
（複数回答）
○講演会・セミナー等の実施が一番多く、一方で環境社会貢献活動に関する情報提供のニーズも高い。環境教育用ツー
ルの開発を望む企業も少数ある。
名古屋商工会議所に期待することは何ですか

（n=282）

環境教育に関する講演会・セミナー等の実施

55

環境社会貢献活動に関する情報提供

環境マネジメントに関する講演会・セミナー等の実施

36

先進的な取り組みを行う企業の情報提供
環境教育用ツールの提供

65

42

28

環境社会貢献活動の協働先の紹介

13

環境社会貢献活動のプログラムづくりの支援

13

4

環境社会貢献活動の社内インストラクターの育成支援
特になし
無回答

25

1

0

【設問６】ESD という言葉をご存知でしたか。
（単純回答）
○約半数の企業が、ESDという言葉を「聞いたことがな

10

20

30

40

50

60

70

80（社）

【設問７】ESDユネスコ世界会議が名古屋で開催されるこ
とをご存知でしたか。（単純回答）

かった」と回答し、「聞いたことはあるが意味は知ら

○７割近くの企業が、「知らなかった」と回答している

なかった」が約19%を占めたことから、ESDの普

ことから、ESDに関する情報提供や普及・啓発活動が

及・啓発が必要であることが示唆される。

課題であることがわかる。

ESD という言葉をご存知でしたか
(n=114)

無回答 1%

聞いたこと
がなかった
54%

図8

ESD ユネスコ世界会議が名古屋で開催
されることをご存知でしたか

(n=114)

無回答 1％

意味を
知っていた
26%

知っていた
33%
知らなかった
66%
聞いたことは
あるが意味は
知らなかった
19%
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２．企業に求められる環境教育とは
環境教育に取り組む意義
企業が環境教育に取り組む理由は各社様々ですが、一般的には企業の社会的責任（CSR）の一環として取り組むこと
が多く、事業の環境リスクを低減させるとともに、企業イメージの向上にも役立つとも言われています。
具体的には、従業員への環境教育により、環境関連の知識が向上するとともに環境コンプライアンス（法令遵守）の
徹底にも役立ちます。また、教育を受けた従業員が、環境の側面から自らの業務を見直すことで、コストダウンや生産
性の向上、新たな製品やサービスの開発等につながる可能性もあります。さらには、地域の環境活動等に積極的に参加
することにより、企業イメージの向上に役立つとともに、社会の要請に気づき、解決に向けて考え、社会と協働しなが
ら行動する人材を育成することにもつながります。こうした取り組みが、しなやかで強い、持続可能な組織をつくるこ
とに貢献するはずです。

環境教育の種類と取り組み方法
企業の環境教育は、環境教育等促進法の第二次基本方針の中において、「企業のあらゆる職能における環境研修等、
全員参加の環境経営」
、
「地域の民間団体等の社外の主体との協働」
、
「ボランティア活動等、社会貢献活動の推奨・支援」
、
「学生インターンシップ制度活用や受け入れ」等が企業に求められる取り組みとして位置づけられています。
ここでは、企業における環境教育を「教育を受ける対象」の違いから３つに分類しています。（１）従業員向け環境
教育、（２）環境社会貢献活動、（３）学校・地域社会に向けた環境教育。
新たに環境教育に取り組む場合、まずは従業員向け環境教育から取り組みを開始し、徐々に地域の環境貢献活動に参
加し、さらには、自社の施設や業務特性等を活かして環境教育を地域社会に提供するといったようにステップアップし
ながら取り組むことが考えられます。特に、（１）から（３）に進むにつれて、社内から学校や地域社会へと取り組み
の場が広がっていきます。（１）から（３）の各段階において、各企業にとっての取り組みやすさは様々ですが、これ
らの取り組みはあくまで目安であり、各企業の実情にあわせてできることから始めることが肝要です。
社内

（１）従業員向け環境教育
・環境教育体系の整備
・階層別研修や勉強会

取り組みの場

・職場の環境リーダー
の養成
・エコ情報の配信
・環境資格取得の推奨

・エコアクション21や
ISO14001の活用
・全員参加の環境経営

・環境保全団体等への
支援

・自治体や NPO と連携
した環境活動

事例１〜12
P5〜10
参照

（２）環境社会貢献活動
・地域清掃活動
・社会貢献活動

事例13〜18
P11〜13
参照

（３）学校・地域社会に向けた環境教育
・学生インターンシッ
プの受入

・自社施設を活用した
環境教育
・退職者の活用

社外
低
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取り組みやすさ（ハードル）

事例19〜26

・出前授業等の次世代
環境教育
・ESD 視点を取り入れ
た環境教育

P14〜17
参照
高

３．ＥＳＤとは
ESD の概要及び経緯
ESD とは、「持続可能な開発のための教育」（Education for Sustainable Development）の略称で、「地球環境、
貧困、人権、平和、食料などの社会課題に対して、一人ひとりが世界の人々や環境との関わりの中で生きていることに
気づき、行動を変えていくための教育」を意味します。
2002年９月のヨハネスブルグ・サミットにおいて、日本政府が「ESD の10年」を提唱し、同年12月の国連総会にて、
2005年から2014年までの10年間を「国連持続可能な開発のための教育の10年」（UNDESD : United Nations
Decade of Education for Sustainable Development、以下「国連 ESD の10年」と略す）とする決議案が満場一致
で採択されました。以来、ESD は国際的な取り組みとして各国で進められ、「国連 ESD の10年」は2014年に最終年を
迎えます。

「国連 ESD の10年」に係る主な経緯
2002年 9月

ヨハネスブルグ・サミットで日本政府が「国連 ESD の10年」を提案

2002年12月

国連総会で「国連 ESD の10年」が満場一致で決議

2005年 1月 「国連 ESD の10年」開始（同年３月、愛知万博の開催）
「国連 ESD の10年」関係省庁連絡会議設置
2005年12月 「国連 ESD の10年」施策の実施について、関係行政機関相互間の緊密な連携を図り、総合的かつ効
果的な推進を図るための会議
2006年 3月 「国連 ESD の10年」国内実施計画の決定（日本政府）
2008年 1月
2009年 3月

「国連 ESD の10年」円卓会議設置
行政・NPO・教育機関・企業等の有識者により、「国連 ESD の10年」国内実施計画をふまえた取り
組みや、「国連 ESD の10年」の評価に資する意見交換を実施
ESD 世界会議（ドイツ・ボン）
中間年として実施状況の共有、今後の強化策の検討。2014年に日本での国際会議開催を決定

2011年 6月 「国連 ESD の10年」国内実施計画の改訂
2012年 6月

国連持続可能な開発会議（リオ＋20）
成果文書において、ESD を促進すること、2014年以降も持続可能な開発を教育に統合していくこと
を決意

2014年11月 「国連 ESD の10年」最終年、ESD ユネスコ世界会議の開催（愛知・名古屋）

ESD ユネスコ世界会議（持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議）
2014年11月には、名古屋市の名古屋国際会議場で「ESD ユネスコ世界会議」が開催され、「国連 ESD の10年」の
活動を振り返るとともに、2014年以降の方策について議論されます。国内外の閣僚級が参加する全体会合では、10年
間の活動成果の検証と課題の確認、ポスト2014のための ESD アジェンダの策定が行われます。2015年以降は、ESD
に関する「グローバル・アクション・プログラム（GAP）※」をもとに、ESD のさらなる普及拡大が期待されています。
※GAPは、「国連ESDの10年」の後継プログラムとして位置づけられ、政策的支援、包括的取組、教育者の育成、若者参加の支援、
地域コミュニティの参加促進を優先分野としている。

ESD と環境教育の関係

開発教育

ジェンダー教育

従来の環境教育が、自然環境の保全を基盤としているのに対し、ESD
は、環境・社会・文化・経済等のつながりを考慮しながら、持続可能な

多文化共生教育

社会の構築を目指します。すなわちESDは、広義の環境教育を含む、様々

平和教育
ESD の
エッセンス

な教育を網羅していると言えます。
福祉教育

出典：＋ ESD プロジェクト
（https://www.p-esd.go.jp/topics.html）

人権教育

○○教育

環境教育
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４．従業員向け環境教育
「環境人材を育て、業務に活かす」

事例１
所 在 地：愛知県海部郡蟹江町下市場19-1
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kato-kensetu.
co.jp/
事業概要：土木一式工事、建築一式工事、建
築設計業、地質調査業務等

株式会社加藤建設
エコミーティングによる現場からの環境提案

同社は道路工事や河川整備といった公共工事が
事業の中心である。一般的に建設工事＝環境破壊
といったイメージが強いが、むしろ自然を守り回
復させることができるのは建設業であるとの想い
から、
「人と自然との共生」
「地域に頼られる建設
会社」をめざし、2009年にエコミーティングを
開始した。

水路工事における生態調査状況

▶今後の取り組み方針や課題

エコミーティングでは、受注した現場を環境の

当初は、ビオトープ管理士の合

視点で検討し、発注者に環境配慮対策の提言を行う。一例としては、生態調査を自

格率は50％程度あったが、最近

主的に実施し、その結果を基に在来種の保護や外来種の防除を実施することに加え、

は低下しているため、ビオトープ

調査結果を市民に開示している。また、イベントなどを通じて啓発活動も行う。

管理士の知識をふまえたエコミー

エコミーティングは2012年に愛知県環境賞「銀賞」を受賞した。副知事から

ティングを行い合格率の上昇を狙
うとともに、最終的には全社員取

も「これからの建設業界の模範となる活動である」と評された。
また、社員259名（2013年9月末現在）の内、64名がビオトープ管理士資格

得を目指す。

を取得している。ビオトープ管理士が１社に50人以上いる会社は他になく、日

今 後は、社内社 外ともにエコ

本ビオトープ管理士会のパンフレットにも掲載された。多くの社員がビオトープ

ミーティングに対する理解を深め

管理士資格を取得することにより、エコミーティングが活性化し、建設工事にお

るよう活動し、建設業界のスタン

ける環境配慮意識は向上している。

ダードにしていきたいと考えている。

事例２

ブラザー販売株式会社
全従業員で環境社会検定試験（eco 検定）取得をめざす

環境意識の向上、お客様やビジネスパー

（人）

400

100%

350

90%

トナーに対し、同社の環境の取り組みや製

80%

300

70%

250

60%

200

50%

150

40%

品の環境配慮機能を説明できることを目指
して、2008年より従業員に eco 検定の受験

30%

100

20%

50

を推奨している。

10%

0

0%
2010年 2010年 2011年 2011年 2012年 2012年 2013年 2013年 2014年
2月
9月
2月
9月
2月
9月
2月
9月
2月
取得者数

所 在 地：名古屋市瑞穂区苗代町15-1
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.brother.co.jp/bsl/
事業概要：情報機器事業、ホームファッション
機器事業

事務局と eco 検定の合格者（エコピープル）

取得率

eco検定取得者数及び取得率の推移

の有志により受験者をサポート。オリジナ

▶今後の取り組み方針や課題

ルテキストの配布やテレビ会議による勉強

今後も eco 検定の受験を推奨

会の実施のほか、試験直前には週3回メール

していく。現在も社内に受験者の

マガジンを配信し、受験者に対し合格への

仲間がいることで、自然に皆が受

後押しをしている。

験する雰囲気がある。

同 社 の eco 検 定 取 得 者 は 年 々 増 加し、

今後の課題は、検定に合格する

2013年度12月の試験を終えた時点で取得者

だけでなく、得た知識をどう活か

の総数は333人、取得率は86% となった。合格者は「エコピープル」の称号を名

すかという点である。環境や地域

刺に記載できるため、お客様とのコミュニケーションのきっかけになることもある。

社会へ継続的な取り組みを行い、

こうした取り組みが評価され、東京商工会議所主催の「eco 検定アワード

より高いレベルで社会の期待に応

2011」において「eco 検定推進賞」を受賞。さらには、親会社と共同出展した

えていくことで従業員が「誇りの

「エコプロダクツ2013」の展示説明は、全てエコピープルにより行われ、主催

持てる企業」となることを目指し

エコプロダクツ2013

者や来場者から評価をいただいた。
5

ている。

事例３

フルハシＥＰＯ株式会社
内定者への環境教育で自社の想いを伝える

所 在 地：名古屋市中区金山1-14-18
金山センタープレイス6F
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.fuluhashi.co.jp/
事業概要：木質バイオマス、プラスチックリサイ
クル、建築系副産物リサイクル、各種
物流機器の製造販売、ヨガスタジオ等

木質リサイクル等の環境関連事業に力を入れて
いる同社では、毎年内定者研修で環境教育を実施
している。プログラムにはグループ会社である株
式会社フルハシ環境総合研究所が開発した「エコ・
ネイションゲーム」を利用している。エコ・ネイショ
ンゲームは、環境と経済のバランスを体験するシ
内定者への環境教育

ミュレーションゲームで、チーム対抗で疑似的な
生産活動を行い、その際に発生する環境負荷をど

田植え体験

▶今後の取り組み方針や課題

のように対処するかを考えさせる。途中で様々な

新入社員と入社２年目の先輩社

イベントが発生し、環境活動と経済活動のバラン

員との交流の場「ルーキーキャン

スをうまくとることが求められる。チーム内外で

プ」や間伐体験・田植え体験等、

コミュニケーションをとり、リーダーシップの発

屋外での研修・活動も行ってお

揮が必要となる場面も多く、内定者研修に必要な

り、業務時間外での交流を通して

要素が多く盛り込まれている。

社員同士の親睦を深める工夫を取

さらに、プログラムではセヴァン・スズキの伝説のスピーチ映像を視聴し、入社後

り入れている。今後も、環境研修

の自分を想像してディスカッションを行うなど、ワークショップを中心に、丸１日か

を継続的に実施し、環境に関する

けて行う。参加した内定者からは高い満足度を得ており、環境事業を本業とする同社

知識を身につけ、環境事業を発展

ならではのユニークなやり方で環境に対する想いを内定者に伝えている。

させていく。

事例４

株式会社エステム
排水処理技術・法規制の教育でビジネスを広げる

所 在 地：名古屋市南区弥次ヱ町2-9-1
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.stem.co.jp/
事業概要：水処理施設維持管理、設計・施工、
環境ソリューション、環境調査分
析、環境コンサルタント業務、広域
管理システム、公害防止および資材
販売等

同社は、45年間の事業で培った排水処理の経

験とノウハウを活かし、お客様向けの環境教育と
して排水処理講座を開催している。
排水処理は、一般的に企業の担当者が独学で対
排水処理講座

応しているケースが多いが、排水処理は業種や製
品によって性質が異なる上、季節や様々な要因に
よっても変化するので、経験や勘だけでは対応し
きれない問題も発生する。また、担当者がいなく
なるとノウハウも消滅する恐れがある。
お客様が排水処理についての疑問や悩みを解決
するために、実際に現場で役立つ知識を習得する

排水処理の基礎をわかりやすく講義

講座を開催し、毎回多くのお客様が参加する。排

▶今後の取り組み方針や課題

水処理の基本的な仕組みや関連する法律等の基礎

お客様の個別の課題に対応する

を学習する入門編と、排水処理施設における大幅なコスト削減のヒントや日常管理

ために、技術者が出向いて出張講

を通じた改善のポイントに加え、確実で無理のない法令順守と今後の対応策を考え

座を実施している。各社の排水処

る実践編の二つのコースを開催している。

理施設に沿った内容で実施する

毎回参加いただく企業には、社内での知識やノウハウの継承にも役立てていた

オーダーメイドの講座は、即戦力

だいており、排水処理に関する課題解決のお手伝いをすることで、お客様の拡大

アップにつながることから、今後

にもつながっている。

も力を入れていく。
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事例５

株式会社マルワ

所 在 地：名古屋市天白区平針4-211
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.maruwanet.co.jp/
事業概要：総合印刷、販促企画、マルチメディ
ア等

委員会の自主運営及び学生インターンシップの
受け入れによる環境教育

同社では、約６年前に５つの委員会（品質向上、

地域清掃

ず、インターンシップ生が自ら気
づき、行動することを大切にして

環境、広報、社員交流、情報）を設置し、全社員

いる。インターンシップ最終日に

がいずれかの委員会に所属して、自主的な活動を

は、学生が、学んだことや気づき

実施してきた。例えば環境委員会は、社内に整理

をまとめ、プレゼンを行う。ある

整頓を呼びかけ、毎朝の清掃活動、月１回の近隣

大学とは、インターンシップ終了

の公園清掃、年２回の美化コンクール等を実施。

後も、広報の表紙をデザインして

2014年には、ESD ユネスコ世界会議に向けて、

もらうなど、様々な連携が広がっ

年４回発行される社内報で「ESD」を特集している。

ている。

各委員会の取り組みは、年に１回の発表大会で
全社員の投票により評価される。各委員会が発表
大会に向けて自主的に活動することで、社内のコ
ミュニケーションの輪が広がり、ESD につながっ

委員会活動は日々の地道な活動
であるが、社員が主体的に取り組

ている。
インターンシップ

▶今後の取り組み方針や課題

また、2001年からインターンシップを開始し、

み、発表の機会を設けることで、

中学・高校・大学を合わせて年間約15校を受け

やりがいや達成感が得られる。今

入れている。中学生は１日、高校生は数日間、大学生は２週間かけて、印刷物の

後も社員が主体となった活動を展

製作現場や営業を体験する。学生に対して敢えて仕事内容を細かく指示・設定せ

開していく。

事例６

株式会社アイ・エス・システムズ

所 在 地：愛知県岡崎市能見通1-61
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.is-systems.co.jp/
事業概要：システム開発等

自然との共生を目指し、木こり体験など
社員が楽しめる研修を行う IT 企業
同社では、以前から将来的に農村や田畑の中で
仕事をするという「自然と共生する将来の会社の
あり方」を絵画に描き、全社員でそのイメージを
共有している。

木こり体験ツアー

過疎地オフィス視察

IT 会社でも何かできるはずという発想から、

IT 企業は、特定の地域に生産

2013年秋、岡崎市額田地区で木こり体験会に社

設備があるわけでないため活動拠

員15名が自主的に参加。日常ではできない、の

点の制約は少なく、例えば過疎地

こぎりを使った間伐体験を楽しんだ。日本の森林

でも事業を行うことは可能であ

問題の全体像を理解するため、木こり体験会の前

る。2013年には社員旅行も兼ね

に森林関係の有識者を招いて、森林が抱えている

て、徳島県神山町に移転した先進

問題やその影響に関する勉強会も行った。

的な IT 企業のオフィスを視察。

この体験会は、社内にそれ程負荷がかからない

IT 企業の郊外移転は今後も続く

ようにするため、既存の企画に参加する形で実施

と考え、将来的には地元貢献につ

した。リクリエーションと社会貢献活動をミック

ながるよう岡崎の本社から移動時

スした活動は、どの会社にも取り入れやすい事例

間１時間以内の郊外にサテライト

であり、同業者やユーザーも巻き込んだ活動として展開していきたいと考えている。
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▶今後の取り組み方針や課題

オフィスの設置を考えている。

事例７

名古屋発條工業株式会社

所 在 地：名古屋市中川区花塚町2-100
Ｕ Ｒ Ｌ：http://meihatsu.co.jp/
事業概要：スプリングや精密プレス部品等の加
工、製造・バレル研磨技術による、
製品調整

エコ概念を全社員に展開し、名古屋市優良エコ事業所認定を取得

同社は、取引先からの推奨により、2001年に

年には、環境省主催のセミナー

ISO14001認証取得の取り組みを開始した。環

「省エネ・温暖化対策を通じた経

境方針を制定し、ISO 事務局を発足して以来、全

営力向上のすすめ」において、中

社員の総意として地道な活動を続けてきた。

小企業のグッドプラクティスとし

環境を考慮しない生産活動は成り立たないとの
考えに基づき、会社の生産活動に関連することか

平面バフ研磨機

ら環境改善に取り組み、①電力使用量削減（省エ
ネコンプレッサーの使用や LED 設置等）②省資

て紹介された。
※布・皮・ゴムなど柔軟性のある素材でで
きた軟らかいバフに、砥粒を付着させ、
このバフを回転させながら工作物に押し
当てて表面を磨く加工

源（平面バフ研磨※等のシャワーを循環式に変更）
等を実施。
同社の環境教育は、ISO14001の理解や統計

▶今後の取り組み方針や課題

手法の習得など、上司が社員一人ひとりのスキル

ISO14001認 証 取 得 の 取 り 組

に合わせて訓練を計画し、マンツーマンで指導し

みを開始してから、社員にエコ概

ている。また、３カ月に１度、全社員が集まり、

念が浸透し、自然に活動できるよ

コスト削減や作業効率の向上といった改善提案に関する発表会を開催し、優良な

うになるまでに５〜６年を要し

成果を表彰している。

た。この環境マネジメントシステ

同社の製品

こうした取り組みにより、生産工程の歩留率が大幅に向上するなど、コスト削
減効果が表れ、2012年に名古屋市優良エコ事業所として認定を受けた。2013

ムをもとに PDCA サイクルを継
続していく。

事例８

株式会社ナゴヤキャッスル
「ECO ソムリエ」制度を軸に活動を推進
役員会
環境対策担当役員
総務部
（環境担当）

広報グループ
ISO14001
環境管理
委員会

省エネ法
省エネルギー
推進委員会

EMS委員会

ECO推進
プロジェクト

ECOソムリエ
全社・全従業員

環境関連組織図

所 在 地：名古屋市西区樋の口町3-19
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.castle.co.jp/
事業概要：ホテル、飲食店ならびに結婚式場の
経営、パン、ケーキの製造および販
売等

同社は、運営するホテルにおいて、全部署から

ともねらいのひとつ。これらの取

１名ずつ環境担当者を選任し「ECO ソムリエ」

り組みが評価され、2011年には

と名付けている。この体制は2009年から継続し

名古屋市エコ事業所優秀賞、愛知

ており、現在は計26名が会社から正式に委嘱さ

環境賞優秀賞等数々の表彰を受

れ、ボトムアップ型の活動を牽引している。組織

け、様々なメディア・媒体に取り

図が示すとおり、ECO ソムリエは社内の体制に

上げられており広報宣伝効果も大

おいて各環境関連組織と広く関わっており、会社

きい。

と従業員との橋渡し役を担う。具体的な活動とし
ては、自部署の廃棄物削減や省エネ計画の立案と
推進、ISO 審査での対応、エコキャップ収集や清
掃等の地域貢献活動への参加など多岐にわたる。

▶今後の取り組み方針や課題

近年では紙リサイクルの部署別分別マニュアルを

組織全体として環境活動を推進

独自に作成するといった社内での啓発活動をはじ

するためには上職者の理解を得る

め、行政機関や学校関係者等のホテル見学の際に

こと、巻き込みを図ることが重要

は ECO ソムリエも対応するなど、責任と権限を与えることでモチベーションを

であると実感。今後も活動の「見

高めている。

える化」を図るとともに、活動に

総支配人もエコキャップの
リサイクルに同行

また、ECO ソムリエとしての活動を人材育成の場として活用しており、任期

よるコスト削減効果や外部への波

は原則1年とし、多くの社員に環境に対する理解を浸透させている。ECO ソム

及効果なども発信し、全社での協

リエ卒業生が部署の中にたくさんいれば、それだけ環境活動が進めやすくなるこ

力体制を作っていく。
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事例９

株式会社美研コーポレーション

所 在 地：名古屋市中区栄2-16-1
事業概要：印刷薬原材料、化粧品原料、洗浄剤
原料等の販売

eco 検定のグループ企業全社員取得と５S 活動の推進
同社は印刷・製版機材と関連資材を扱う
株式会社日研化学研究所のグループ会社。
親会社の日研化学研究所では、エコアク
ション21の取得をはじめ、熱心に環境活
動に取り組んでおり、同社も含めグループ
全体で新入社員を除く全社員（約50人）

白川公園での落ち葉拾い

が eco 検定を取得している。eco 検定の取

得は、化学薬品を取り扱う同社の業務において、有害化学物質の環境影響の把握
やセールスへの環境知識の活用という形でプラスになっている。また、月１回、
会社周辺の清掃活動を行っている。元々は少数の有志がはじめた取り組みだが、

▶今後の取り組み方針や課題
グループ全体で５S 活動（整理・

社員全体に広がっている。

整頓・清掃・清潔・躾）を推進中。
５S が全社的に「あたりまえ」の
こととして根づきつつあり、地域
美化活動の原動力にもなってい
る。５S 活動をさらに発展させ、
社会貢献活動にまで活かしていく
ことが現在の目標である。

事例 10

エスペックミック株式会社

所 在 地：愛知県丹羽郡大口町大御堂1-233-1
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.especmic.co.jp/
事業概要：環境創造事業、環境モニタリング事業

本物の緑を体験してもらいたい
同社は、宮脇昭氏（横浜国立大学名誉教授）の森
づくりを実行部隊として支える緑化事業者である。
1970年代初頭に宮脇氏とともに東海市にある、新日
鐵名古屋工場の環境保全林づくりを手がけ、工場立地
法のない時代から緑化事業を続けてきた。また、
「植」
中学生の郷土学習・職業体験

と「食」をテーマに、水辺環境整備のための資材販売
や植物工場等の事業を行っている。在来植物を植える
本物志向が同社のこだわりでもある。4.5ha の圃場の
内、約3000㎡で樹木苗を育てており、それ以外の多
くはチガヤを中心に、ヨシ等の水生植物を育てている。
新入社員には、現場・現物の重要性を理解させるめに

大学生インターンと自然林調査・研修

必ず１年間は圃場で研修訓練を受けさせている。

▶今後の取り組み方針や課題

中学生・高校生の就業体験、大学生のインターン

親会社のエスペックともに「エ

シップは10年以上前から受け入れている。本物志向を伝えるため、施工を手が

スペックみどりの学校」を関西学

けた事例地の見学を始め、圃場で植物の育成管理を体験させ、参加した中学生か

院大学の協賛を得て実施。同社か

らは「緑の大切さに気づくことができた」等感想が寄せられている。

ら講師を派遣し、座学と実習で構

中学校では「あいさつ、身だしなみ、言葉づかい、仕事ぶり」を職業体験のテー

成したプログラムを年４回開催し

マとして来ている事より、従業員にとっては、自分たちの事業の原点を振り返る

ている。今後も本物の緑に触れて

機会、刺激にもなっている。

いただける機会を提供していく。
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事例 11

中部電力株式会社

所 在 地：名古屋市東区東新町1番地
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.chuden.co.jp/
事業概要：電気事業およびその附帯事業、ガス
供給事業、蓄熱受託事業等

環境教育トレーナーを介して、全従業員へ環境教育を実施

各部署から１年間の任期で選任された環境教育

ため e ラーニングを採用。その他

トレーナーを通じて全従業員を対象に、環境教育

の従業員も必要に応じてイントラ

を実施している。トレーナーは環境部による講習

ネットで最新の環境知識が得られ

会や情報提供等の内容をもとに、職場懇談会等の

るようにシステム化している。

ミーティングの場で部署のメンバーを教育する。
トレーナーは、同僚に内容を伝え理解してもらう
ために、真剣に講習会を受講することになる。職

e ラーニングの受講
一般的な環境知識

e

２年目以降

環境情報の発信
（環境部ＨＰ掲載情報）

e

環境情報

ラーニングによる教育

「環境教育トレーナー制度」
による教育

入社１年目

新入社員教育
（ ラーニング）

基礎知識

環境教育体系

場ミーティングの実施結果は環境部に報告するこ
ととなっており、環境部はこの結果を翌年度の教
育の改善に繋げると同時に、トレーナーにフィー

▶今後の取り組み方針や課題
環境教育トレーナーの講習内容

ドバックしている。
2013年度はトレーナー講習を445名が受講し、

は毎年大きく変わるわけではない

延べ5,054名がトレーナーとしての経験を積んで

が、環境法規制の改正や地球温暖

いる。講習会は遠隔地のトレーナーの移動時間を

化対策など、全従業員に関わる重

省くためテレビ会議システムを導入しているほか、

要な事項を含んでいる。今後も効

イントラネットで講義資料を配布する等、効率的

率的な運用を心がけ、柔軟に仕組
みを改善して従業員向け環境教育

な運営に向け改善を続けている。

新入社員には、同社の従業員として知っておくべき環境基礎知識を習得させる

を継続していく。

事例 12

株式会社新日
毎月エコ情報を全社員に発信
エ コ 情 報 一 覧 表
１ ：地球環境問題に目を向けよう（H15.7）

10 ：使用済み地下鉄乗車券について（H16.10）
40 ：ガソリンの使用量を抑えるための
エコドライブ（H19.7）

60 ：ＣＯＰ10とは？生物多様性条約（H21.3）

100 ：エネルギー消費を考えよう、エアコン、
ジャー炊飯器（H24.9）

エコ情報一覧表（抜粋）

所 在 地：名古屋市中川区山王1-8-28
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.shinnichi.co.jp/
事業概要：建設事業（土木・建築）に関する調
査・研究・企画設計および評価

建設コンサルタント業を営む同社は、名古屋市
のエコ事業所認定制度の開始当初から早くに認定
を受け、それ以来約10年間、社内向け回覧紙「エ
コ情報」を毎月発行し続けるなど、地道な社員向
け環境教育に取り組んでいる。
「エコ情報」は一般的な環境情報だけでなく、
家庭でも使えるエコ知識を盛り込むよう心がけ、
毎月全社員に配布している。2003年の第１号発
刊から開始し、現時点では124号まで発信を継続
している。
その他にも、省エネルギー・省資源のための各

地域美化活動

▶今後の取り組み方針や課題

種取り組みを続けており、LED 照明の導入による

社員向け環境教育の各種取り組

節電効果の検証、エアコンの設定温度の厳密化、

み、地域清掃等はどれも地道な取

不要照明のスイッチ OFF 管理の徹底等を実施。

り組みであるが、実直に継続する

また、近隣の地域美化活動にも積極的に取り組んでおり、毎月２回、３〜４名

ことで社員の環境意識の高まりを

で班を作り、計２班で近隣の公園・歩道・駐車場の清掃活動を行っている。清掃

感じている。継続的な努力こそ進

活動を行うようになってから社員のモラルも向上し、「ごみは捨てて掃除するよ

歩向上のために不可欠なものであ

りも、捨てない。」という考え方が広まり、社内でも自主的に整理整頓が行われ

るという信念に基づき、今後もこ

ている。

れらの活動をたゆまず続けていく。
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５．環境社会貢献活動
「地域と連携し、ともに歩む」

事例 13

株式会社トーエネック
地域のニーズに応じた清掃・美化活動の実施

海水浴場の清掃活動

所 在 地：名古屋市中区栄1-20-31
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.toenec.co.jp/
事業概要：電気及び電気通信工事・管工事・消
防施設工事・土木及び建築工事等

同社は、総合設備企業として中部地方をベース

にはバッテリーで駆動するなど、

に各種設備工事を全国展開しており、事業基盤の

社会貢献活動における環境負荷の

ひとつである配電線工事は、車両等の道路占用に

低減にも配慮している。

より実施するため、地域社会の理解、協力が不可

これらの社会貢献活動は、同社

欠であり、日頃から、積極的なコミュニケーショ

と地域社会とのつながりを強める

ン活動の一環として清掃活動等に取り組んでいる。

だけでなく、地域社会や環境に対

清掃活動は、各事業場において、自主的および

する社員の意識を醸成することに

地域社会の要請により計画的に実施され、明るい
社会づくりに貢献している。また、同社教育セン
ターでは、教育の一環として、職員と新入社員が
中心となり、海水浴場の清掃活動を行い、環境に

▶今後の取り組み方針や課題
今後も地域のニーズに応じて、
清掃・美化活動や高所作業車を用

貢献できる人材育成をはかっている。
高所作業車による
児童養護施設の高枝の伐採

も寄与している。

そのほか、同社の所有する高所作業車を活用し

いた取り組みを進めていく。これ

た地域貢献活動も行っている。児童養護施設や学

までの活動は、地域清掃や美化活

校内の高枝の伐採、地域のお祭りのアーケードの

動に特化している傾向があり、今

看板等の取り付けである。高齢者などでは難しい作業でも高所作業車で簡単に行

後は同社の環境に関する技術や製

うことが可能であるため、地域の方々から評価をいただき、継続して依頼される

品を活かした地域社会貢献にも取

場合が多い。なお、従来高所作業車はエンジンで駆動していたが、近年は作業時

り組みたいと考えている。

事例 14

岡谷鋼機株式会社
三重県紀宝町浅里地区での田植えボランティア

所 在 地：名古屋市中区栄2-4-18
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.okaya.co.jp/
事業概要：鉄鋼、特殊鋼、非鉄金属、配管住設、
メカトロ、エレクトロニクス等の国
内および貿易取引

同社の創業は江戸時代初期の1669年。1943

加者が集まることで、普段は会話

年に現在の社名に改称。鉄鋼・機械等を基幹とし

する機会がない社員とも交流が生

て事業を展開しており、国内はもとより海外21

まれ、社内コミュニケーションを

カ国にも戦略拠点を置いている。

円滑にする効果もあがっている。

2011年の紀伊半島大水害発生に際して被災し
た三重県紀宝町浅里地区の復興を支援するため、
田植えボランティア

田植えボランティアの派遣を2013年から実施し
ている。社会貢献活動を兼ねた新入社員研修の一
環として行っており、参加者は新入社員やその他
有志の社員を含め30名ほど。田植え作業等を通
して、区長や地元住民からの話を聞いたりしなが

田植え作業

▶今後の取り組み方針や課題

ら交流を深めている。また、稲田は地域の営農組

田植えボランティアは、まだ開

織が栽培管理を行い、８月の稲刈りにも再度有志

始して２年だが、新入社員研修の

社員が参加する。

一環として継続して取り組んでい

また、従来からの継続的な社会貢献活動として、

きたい。また、この取り組みを通

月に１度、本社周辺の清掃活動を行っている。毎回60人程が参加し、７コース

じて培った地域の住民との関係を

に分けてごみ拾いをしている。元々有志が自発的に行っていた活動であったが、

活かして、地域貢献活動の輪を広

社会貢献活動の一環として全社的に取り組むことになった。部署の枠を越えて参

げていく。
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事例 15

伊良湖シーパーク＆スパ

（ホテルマネージメントインターナショナル株式会社）

身近な海水浴場の清掃から地元を巻き込む

所 在 地：愛知県田原市伊良湖町宮下2822-2
（本社：兵庫県神戸市中央区港島中
町 7-5-1）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.irago.net/
事業概要：ホテル・旅館・結婚式場・スポーツ
／文化施設の経営、旅行業法に掲げ
る旅行業務

同社では清掃活動を中心として環境美化活動に
取り組んでいる。活動以前は田原市の海岸は草が
生い茂り、ごみが散乱していた。そこで、まずは
自分たちでできることから始めようと、ホテルの
営繕係を中心に社員が参加し、ホテル周りの草刈
りや海岸清掃に取り組んだ。
３月美化活動

6月地域一体で行う美化活動

清掃活動を続けていると、徐々に地域の方々に
も活動に対する理解が進み、地元の旅館・飲食店

▶今後の取り組み方針や課題

等も活動に参加するようになった。これと並行し

自発的に始めた清掃活動が徐々

て、
「伊良湖岬観光協議会（岬プロジェクト）
」が

に広がりを見せ地域ぐるみの活動

設立され、月１回の海岸清掃や地域振興のイベン

となり、協議会設立といった新た

トも開催することになった。同社の統括支配人が

な展開に結びついた。ホテル業は

協議会の副会長を務めており、定例の海岸清掃に

「地域の住民と密接な関係を築か

は毎回社員が十数名ほどボランティアで参加して

なければ根づかない」と考える同

いる。

社は、今後も清掃活動を地域住民

清掃活動を始める前は、観光客が無雑作にごみを浜辺や道路に捨てている姿が

とのコミュニケーションの場とし

散見されたが、浜辺が綺麗になると明らかに捨てられるごみの量が減少した。ま

つつ、環境美化活動に取り組んで

た、地元住民の環境美化に対する意識も向上してきた。

いく。

事例 16

ノザキ株式会社

所 在 地：名古屋市中川区富田町大字千音寺字
西福正3552番地
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nozaki-inc.co.jp/
index.html
事業概要：水質検査（分析測定業務）、清掃業
務、廃棄物業務、設備工事業務等

社会福祉法人・地元自治会との連携から生まれる
社会貢献活動

同社は、2010年から本社近隣にて社会福祉法

る理解が進み、事業も社会貢献活

人が運営する授産施設（ゆたか福祉会「つゆはし

動も進めやすくなるなど、好循環

作業所」
）に対する就労活動支援・寄付活動を行っ

が生まれている。

ている。
授産施設での就労活動（石鹸の制作）に必要な
原料である廃食用油を、外食産業をはじめとした
地元自治会と連携しアルミ缶を収集

取引先に協力を呼びかけ提供してもらっている。

▶今後の取り組み方針や課題

地元の自治会とも連携し、本社近隣の一般家庭か

この活動をもっと地域に広めて

らも廃食用油とアルミ缶を回収。アルミ缶は売却

いきたいが、何よりも継続してい

され、その売上は授産施設の作業者へのプレゼン

くことが大切。世代交代してもこ

トという形で授産施設へ寄付される。

の活動が途切れないよう、若い社

当初は発案者の社員らが中心となって活動を推
進していたが、現在は会社全体に自発的な活動の

員へ参加を促し、活動の意義と理
念を継承していく。

意識が共有され、社員が自ら進んで活動に取り組

また、本業においても環境分野

む姿も目立つ。従来から本業でも廃棄物を取り

に関する新規事業への進出を検討

扱っているが、この活動を通じて「資源循環の輪を回して社会に貢献することが

するなど、今後も持続可能な社会

自分たちの役割」という共通認識が根づいたと考えている。

の構築に向けた取り組みに力をい

進んで地域貢献活動に取り組む社員

また、活動を通じて近隣住民と定期的な交流を持つことで、同社の事業に対す

れていく。
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事例 17

株式会社山田組
都市農地を活用し地域社会に貢献する

所 在 地：名古屋市中川区戸田5-1213
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.yamadagumi.jp/
事業概要：土木工事、環境・景観整備工事、上
下水道工事

同社は、地域に根ざした建設会社として、公共
部門の土木工事等を中心に事業を行っている。近
年では、本業での環境取り組みの実績をもとに、
都市農地を活用した「東谷山・天空のアグリパー
ク」事業を展開。市民参加の収穫体験など、従来
にない CSR 活動に取り組み始めている。
「春の梅刈り」活動

梅シロップづくり体験

▶今後の取り組み方針や課題

元々、建設業と農業はともに人手や機械力を要

地場野菜というブランディング

する作業であることや、季節や天候により仕事量

により市内の大型スーパーと取引

が変動することなど共通点が多く、中小企業が農

を行っている。多数のオファーが

地を持つメリットは金銭面以外にもあるとの考え

あり売上も順調だが、採算が見合

から、2012年に名古屋市初となる企業の農地利

うまでにはいかないのが実情。む

用権設定を取得し、守山区にある7,575平方メー

しろここでの利益を地域貢献の原

トルの土地を「東谷山・天空のアグリパーク」と

資 と し て、CSR の 循 環 を 回 し て

して再整備を行った。

いくことが今後の目標。これまで

ここでは、都市内農業の「畑ちがい屋」ブラン

に実績のある「なごや環境大学」

ドを名づけて減農薬、有機野菜の生産を行っている。その他、ブルーベリー・梅・

の講座や、名古屋市内の学校、福

柿・柑橘類などの栽培も行い、都市農地を活用した観光農園として、2015年に

祉施設の就業体験等に農地を積極

本格オープンを目指している。

的に活用していく。

事例 18

株式会社リッジワークス
小規模事業所でもできることから始める環境活動

所 在 地：札幌市中央区大通西17丁目2-22
平木ビル2F
（名古屋事業所：名古屋市中区丸の
内2-19-32 dela-do:ra4階 i 号室）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ridgeworks.co.jp/
事業概要：情報サービス業（ソフトウェア・ア
プリケーション開発等）

同社は、札幌市に本社を置くIT 企業（同市の環
境活動企業認定制度「さっぽろエコメンバー」登
録）であり、
「利益のみを追求する姿勢ではいけ
ない」との問題意識から幅広く環境活動に力を入
れている。開発拠点として2014年に本格稼動し
た名古屋事業所においても、本社と同様に様々な
札幌本社での地域清掃活動

環境への取り組みを開始した。業務の効率化を図
り残業時間を削減することで空調や照明の省エネ

を推進したほか、移動手段として共有の自転車を常備し、社有車利用を削減する
といった省エネ活動、その他にもペーパーレス化の推進や PC のリユース等の３R
活動に取り組んでいる。今後は、現在本社で行っている地域清掃活動についても、
有志により名古屋事業所でも取り組んでいく予定である。

▶今後の取り組み方針や課題
札幌本社では、社内の照明の全
LED 化や消費電力の少ない PC の
優先的な採用等、省エネ機器の導
入による消費電力削減に取り組
み、電気料金の30％削減を達成
した。
また、環境の枠を超えた新たな
社会貢献活動として、養護施設の
子ども達を対象としたロボット教
室の開催を企画している。
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６．学校・地域社会に向けた環境教育
「次世代のために、企業ができること」

事例 19

ユニー株式会社

所 在 地：愛知県稲沢市天池五反田町1番地
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.uny.co.jp/
事業概要：衣・食・住・余暇にわたる総合小売
業のチェーンストア

店舗をESD・環境教育の場にして、地域・ステークホルダーと連携
同社ではお客様と一緒に持続可能な社会づくり

でき、誰でも参加できるので、事

を目指しており、環境にやさしいお買い物からエ

業者にとっては、自社を開かれた

コライフをはじめることを提唱している。

環境教育の「場」として活用でき

楽しみながらお客様にエコライフを学んでいた

ることを気づかせてくれる。

だく「エコ博」を毎年、全国各地のショッピング
エコ博ガイドツアー

セ ン タ ー で 開 催。「 エ コ 博 」 で は、 自 治 体・
NPO・取引先に参加してもらい、展示ブースや
工作、ステージでの発表等を行っている。2013
年度は「ESD」をテーマに、稲沢・大垣・前橋、

エコロお店探検

▶今後の取り組み方針や課題
エコ・ファーストの約束※ で５

神奈川（長津田）
、静岡、福井の店舗で開催した。

年後の参加者目標を、エコ博５万

地元自治体や企業などが出展し、１日あたり２〜

人、エコロお店探検隊２万人と非

３万人が来場する会場で自社の環境活動の PR が

常に高い目標を掲げており、その

できるため出展者からも好評を得ている。

達成には各店舗の主体的な活動が

さらに、小学校の環境学習を全国すべての店舗

不可欠である。今後も地域密着型

で受け入れている。店長が案内役を務め、バックヤードでごみ置き場を見学した

の取り組みとして活動を拡充して

り、文具売り場でエコマークのついている商品を探すプログラム「エコロお店探

いく。

検隊」は2001年に開始し、2013年度は環境学習を235回実施し、参加者は3,617

※エコ・ファーストの約束：環境トップラン
ナー企業であることの環境大臣認定制度

名に上る。このように店舗を会場に使った環境教育の取り組みは、どこでも開催

事例 20

株式会社ボンタイン珈琲本社

所 在 地：名古屋市中区錦3-11-20
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.bontain.co.jp/
事業概要：コーヒー焙煎加工、卸、小売、食品
缶詰・ジュース販売、喫茶材料一式

コーヒーを通した環境教育で現地生産者と日本の消費者とをつなぐ
同社では、COP10の頃ぐらいまで、ブラジル

でありたいと考えており、生産者

においてコーヒー生産地の地域や学校等へのサ

と消費者が互いに理解し合い、信

ポート、現地の子供たちへの環境教育などを行っ

頼関係を築くことが、持続可能な

ていたが、ブラジル経済が発展し、支援の必要性

コーヒー生産のために最も重要な

が少なくなってきたことから、最近では、日本の

ことの一つであると考えている。

消費者に向けて、生産地の現状や生産者の取り組
みなどを紹介する活動を中心に行っている。
なごや生物多様性センター等での講演や、店頭
おいしい風味と環境保全の両立が大事

栽培地の自然環境保全について説明

でコーヒーを試飲していただきながら、コーヒー

▶今後の取り組み方針や課題

の栽培が生産地の豊かな自然環境や生物多様性に

高品質で持続可能なコーヒーが

支えられ、生産者はそれらの維持・保全に努める

提供され続けていくために、コー

ことで品質の高いコーヒーが提供されていること

ヒー農園の経営を維持していくた

などを、日本の消費者に伝えている。

めの取り組みや、生産者の日常の

消費者は、飲んでいるコーヒーが生産される背景

リアルな姿や考え方等を、日本の

やストーリーを知ることによって、コーヒーをより

消費者にしっかりと伝えていく。

おいしく楽しむことができ、日本の消費者が考えて

また、生産地の子供たちの教育面

いることを率直に生産者に伝えることで、生産者は

での支援については、コスタリカ

より高品質のコーヒーを提供できるようになる。
同社は、生産者と消費者がお互いの理解を深めるための橋渡しをする「伝道者」

やインド等の生産国で今後検討し
ていく。
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事例 21

トヨタ白川郷自然學校

（トヨタ自動車株式会社）

世界遺産・白川郷の大自然の中で、環境に気づき・学ぶ

所 在 地：岐阜県大野郡白川村馬狩223
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.toyota.eco-inst.jp/
事業概要：青少年の自然環境教育及びその指導
者育成、環境教育の普及や啓発等

トヨタ白川郷自然學校は、トヨタ自動車株式会

どにも対応できる。2013年度の

社が環境に関する CSR 活動の一環として自然と

宿泊者は約１万４千人、体験プロ

共生する社会づくりに貢献していくことを目的に、

グラムの参加者は約１万人である。

白川村内の社有地に開設したもので、自然の中で
の体験を通じて一流の教育と感動を提供し、人々
の自ら行動に繋がる自然への想いをたかめるとと
白山登山プログラム

もに、自然体験や野外活動の社会的な意義を広く
発信している。
世界遺産・白川郷からほど近く、霊峰白山の麓
に広がる魅力たっぷりの大自然の中にあり、子ど
もから大人までが体験プログラムや滞在を通じて
自然の中で感動し、自然の営みを学び、自然の叡
智に気づくことで、日本中で自然体験やアウトド

インタープリテーションツアー

▶今後の取り組み方針や課題

アズを楽しむ人が増え、その基となる豊かな自然

国内外の専門家との交流を活性

環境が受け継がれていくことに貢献することを目

化し、環境教育や自然体験・アウ
トドアズに関する知見や技能を

的としている。
2005年に開校し、館内には客室31室のほか、催事ホール・ビジターホール・
モノづくり工房・研修室などを備えており、企業の研修や各種ワークショップな

持った人材を育て、全国各地へ輩
出できるよう努めていく。

事例 22

プランニングオフィス・ラグーン有限会社
デザインから環境活動へ

所 在 地：名古屋市東区代官町39-22
太洋ビル1F
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.lagoon.co.jp/
事業概要：ブランドディレクション（商品開発／
販促企画）
、デザイン、環境学習等

同社は、元々アパレル関連の企画・デザイン会
社であったが、ファッションから住環境全般へと
事業領域を広げ、エコロジーを楽しく、子どもで
も理解できる形で社会に紹介するため環境学習に
も取り組んでいる。
現在は、商品の生産過程に障がい者支援施設を
L サークルで作ったポーチ

リデザインプロジェクト表彰式

組み込む「L サークル」というコンセプトに注力し、

▶今後の取り組み方針や課題
同社は、将来を担う子どもたち

この考えのもと2009年からユニー（株）が主催

へ、わかりやすく、楽しみながら

する「Re DESIGN PROJECT」の企画・システ

「エコ」を伝えることに力を入れ

ム構築を担当。協力企業から未利用資源を素材と

ており、子ども向けエコツアーや

して提供して貰い、デザイン学校の学生たちによ

環境学習ツール（環境紙芝居等）

るバッグや雑貨等のデザインコンテストを開催。

の企画・運営を行っている。ま

学生たちには「環境」「社会貢献」といった ESD

た、企業の社会貢献活動を【コス

を学ぶ機会を提供するとともに、優秀な作品を障

トから投資へ】の考えから、環境

がい者支援施設に生産委託することで障がい者の

や社会に良い、商品企画・デザイ

自立支援にもつなげている。実際に、これらの商品は毎冬に全国のアピタ限定店

ンを実践しＤＭや販促物なども提

舗で販売されている。当プロジェクトは、2014年環境省主催のグッドライフア

案や制作もしている。

ワードにおいて、環境大臣賞グッドライフ特別賞を受賞した。
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学校・地域に向けた環境教育
事例 23

アイシン精機株式会社

所 在 地：愛知県刈谷市朝日町2-1
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.aisin.co.jp/
事業概要：自動車部品（ドライブトレイン、ボ
ディ、ブレーキ、エンジン、情報関
連）等の製造・販売

NPOと連携した小学生向け環境教育プログラムの開発・普及

同社は、「社会・自然との共生」の経営理念に

地域企業協働の部）を受賞した。

基づき、将来の担い手である青少年育成活動に力

年間を通じた継続したプログラム

を 入 れ て お り、 企 業 市 民 活 動 の 一 環 と し て、

であること、プログラムの完成度

2005年開催の「愛・地球博」のエコトークセッ

が高いことなどが評価された。

ションをきっかけに、独自の環境学習プログラム
を企画・実施してきた。
アイシン環境学習プログラム

プログラムの４つのステップ

同社のプログラムは、小学４〜６年生を対象に、

▶今後の取り組み方針や課題
今後もアイシングループで、西

森・水辺・くらし・産業からテーマを選定しても

三河地区を中心に対象学校を拡大

らい、学校のニーズや授業計画にあわせて環境学

していく予定である。プログラム

習をサポートする。プログラムは NPO 法人アス

の実施にあたっては、いかに子ど

クネットと協働で実施しており、アスクネットは、

も達に興味をもたせてプログラム

市民講師とのコーディネートや実施校との調整を

に引き込むかが重要である。例え

担当している。

ば、シンパシーワークショップで

2006年に、同社拠点周辺である西三河地区の

はゲーム方式を取り入れ、動物の

小学生を対象にプログラムの提供を始めて以来、

気持ちになって考えるなどの疑似

受講者数は年々増加しており、９年間で延べ15,000人の小学生が受講した。
近年は、アイシングループの中核６社へと活動の輪を拡充し、2013年には、経
済産業省主催の第４回キャリア教育アワードにおいて、最優秀賞（経済産業大臣賞：

体験をすることで、子どもの気づ
きを引き出し自ら考え行動に移さ
せる工夫をしている。

事例 24

株式会社ディーアイディー
食品リサイクル現場視察会の開催

所 在 地：愛知県一宮市常願通5-20-1
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.recyclemanagement.com/did.html
事業概要：一般廃棄物収集運搬及び処分・産業
廃棄物収集運搬等

同社は、もともと古紙卸売業を営んでいた一宮
紙原料株式会社の関連会社として、平成3年に設
立された。流通企業や JA あいち経済連と協働し
て、食品リサイクルループの構築に携わっている。
同社は、スーパーやコンビニから排出される食
品残渣（野菜くず、調理残渣等）を一日あたり約
消費者団体の見学会

3.2トン受入れ、副資材としてもみがら等を混合・
撹拌し、一次発酵（30日）、二次発酵（60日）
を経て、堆肥を年間約550トン生産している。堆
肥は袋詰製品にして、リサイクル堆肥「エコパ
ワー」として、ホームセンター等で販売されるほ

食品残さの投入作業

▶今後の取り組み方針や課題

か、JA の農業生産者が野菜の生産時に利用して

食品リサイクルの理解促進のた

いる。理論上は、約550トンの堆肥から約1,600

め、今後も要望に応じて現場視察

トンの野菜が生産されることになる。

会を開催予定であるが、施設の関

食品リサイクル現場視察会には、企業、自治体、

係上、１回の受入れ人数は現状よ

農協、（独）国際協力機構（JICA）等が訪れる。１回の視察に受入れ可能な人数

りも増やせない。希望があれば学

は約15人であり、年間約20件の視察を受け入れている。視察会では、リサイク

校も受け入れて子ども達が食品リ

ルセンターの各工程を約１時間かけて見学する。リサイクルセンター内外の臭い

サイクルを体感できる場を提供し

の違い（脱臭効果）に驚く見学者が多い。

ていく。
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事例 25

東邦ガス株式会社
自治体や NPO との環境教育コラボ企画を独自に展開

所 在 地：名古屋市熱田区桜田町19-18
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tohogas.co.jp/
事業概要：ガス事業・熱供給事業・電気供給事
業等

2014年度から愛知県が主催する自然体験学習

食物連鎖のイメージを捉えやす

イベント「自然の中で火おこし体験〜もりと火と

く、一つの生き物（箱）が抜ける

わたしの未来日記」に協賛している。同社が企画

と生きものピラミッドが崩れるこ

アイデアを持込み、自治体や NPO と連携して開

とが理解できる。2014年度は約

催し、2014年度は約70人が参加した。

140人が参加した。

本プログラムでは、火おこし体験や身近な自然
自然の中で火おこし体験

とのふれあいの中で、季節を感じ、暮らしと自然
のつながりを体感するとともに、インタープリター
との会話やゲームを通じて、生物多様性の大切さ
や生態系を楽しく学ぶことができる。
火おこし体験は、安全な火のおこし方や扱い方、
火のありがたみや怖さを子ども達が体感することで、

東山植物園いきものピラミッド

▶今後の取り組み方針や課題

豊かな心を育むこと（火育）を目的とする。自力

アイデアさえあれば、自治体や

で火をおこすのは難しいが、指導員のアドバイス

NPO と連携して様々な環境教育

により、参加者の約9割が火をおこすことができる。

イベントを実施することが可能で

ほかにも、名古屋市との連携により、東山植物園が主催する自然体験学習イベ

ある。同社の事例が、他社が取り

ント「東山植物園いきものピラミッド」に協賛。本イベントでは、生き物を探し

組むきっかけになり、イベントが

ながら植物園を散策し、見つけた生き物が描かれた箱を重ね、ピラミッドを作る。

各地で展開されることを期待したい。

事例 26

珈琲工房ひぐち

（有限会社ひぐち）

サステイナブルコーヒー教室で輪を広げる

所 在 地：岐阜県各務原市鵜沼各務原町
3-530-2
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.cafe-higuchi.jp/
事業概要：珈琲豆販売事業、カフェ事業、珈琲
器具物販事業、通信販売業等

同社は、岐阜県に３店舗を展開するサステイナ
ブルコーヒー（持続可能性に配慮したコーヒー）
等を取り扱う自家焙煎珈琲専門店。コーヒーを通
じた社会貢献活動として、店舗でのサステイナブ
ルコーヒーの提供、イベントでのコーヒーセミ
ナー、自治体などでのコーヒー教室の開催等、サ
リーフウォークでのコーヒー教室

子育てママのリラックス講座

ステイナブルコーヒーの普及に努めている。

▶今後の取り組み方針や課題

コーヒー教室は年に５〜６回開講している。各

「サステイナブルコーヒー」と

務原市子育て支援課でのコーヒー教室では、日頃

いう言葉は認知度が低く、理解が

育児に忙しい主婦同士の交流の場として好評を得

難しい。現状、「環境にやさしく

ている。受講者は子供をシルバー人材センターに

美味しいコーヒー」として販売し

預け、その間に講座を受講する。講座ではサステ

ているが、新しいキャッチフレー

イナブルコーヒーを飲みながら、未来の子供たち

ズを検討している。2014年は名

を育てる母親にコーヒーと環境、ESD について

古屋で ESD 世界会議が開かれる

の話をする。ESD の根幹は未来のことを考える

ので、消費者にサステイナブル

ことのできる子供を育てることにあり、実際に子供たちを育てる母親に ESD に

コーヒーについて知ってもらうよ

ついて学んでもらうことは大きな意義があると考えている。

い機会だと考えている。
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７．環境教育に関連する団体・組織
愛知・名古屋地域では、自治体や企業、経済団体等が中心となり環境教育に関連する様々な組織を運営しています。
企業の環境教育や環境への取り組みに関する情報収集に活用することができます。

名商 eco クラブ
○名商ecoクラブは、名古屋商工会議所会員企業の環境行動の促進およびビジネ
ス機会の創出につながる交流の場の提供をねらいに2010年10月に設立。会員
数は150社（2014年３月末時点）。
○全体事業として環境先進企業等の視察会、講演会、ビジネス交流会、自然保護
活動等を実施しているほか、テーマ毎に、省エネ実践Ｇ、リサイクル・モノづ
くりＧ、自然共生Ｇの３グループで活動している。従業員の環境知識の向上だ
けでなく、会員相互の新たなビジネス連携の創出にも貢献している。
白川郷・富山視察会

ＵＲＬ：http://www.meisho-ecoclub.jp/

〈主な事業〉
・講演会

「成長戦略としての環境産業」
「ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）の取り組み」

・視察会

環境先進企業、食品リサイクル工場、最新省エネ技術のオフィスビル

・ビジネス交流会

会員交流会、メッセナゴヤ出展

・自然保護活動

東山植物園「花いっぱいプロジェクト」、なごや東山の森づくり

先進プラスチックリサイクル視察会

環境パートナーシップ・CLUB（EPOC）
○EPOCは、中部地区の産業界が中心となり、産業集積地である当地 〈組織体制〉
域から環境情報の発信と環境先進地域の形成を目指して2000年2
月に設立。会員数は258社（2014年3月末時点）。
○当地域を代表するモノづくり企業を中心に、全体事業のほか、テー
マ毎の7つの分科会で講演会、勉強会、視察会等を実施。環境を
テーマに様々な企業の交流促進を図る。なかでも、次世代交流分科

総

ＣＬＵＢ

会

ＳＡＬＯＮ
理事会
幹事会

企画調整委員会

会では、会員企業が提供する「出前講座」や企業施設の「見学講
座」を紹介しており、小中学生をはじめとする次世代層が多数参加

企業経営部会

するなど、環境教育の促進に貢献している。
ＵＲＬ：http://www.epoc.gr.jp

産業連携部会

環境経営分科会
自然共生社会分科会
循環型社会分科会
低炭素社会分科会
地域交流分科会

社会交流部会
広

報

G

次世代交流分科会
海外交流分科会

総合事務局

EPOC 会員企業による出前講座

エコラベルについて学習する小学生
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環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO 中部）
○EPO中部は、持続可能な社会の実現
に向け、中部７県の市民、NPO/
NGO、行政、企業、学識者等が主体
となり環境に関する協働（パートナー
シップ）の取り組みをサポートする組
織。セミナー、ワークショップ等の企
画運営やマッチングによる協働事業を
行っている。特に、NPOに関する情
報量は豊富で、企業がNPO等と連携
した事業を行う際の相談窓口としても

連携による地域性苗木の植樹

活用できる。
ＵＲＬ：http://www.epo-chubu.jp

ESD フォーラム 2014

あいち環境塾・AEL ネット
○愛知県と（公財）名古屋産業科学研究所は、持続可能な人
材育成を目指し「あいち環境塾」を開催している。企業や
自治体、大学等の分野において環境を基調とした地域づく
りのリーダーを養成するため、各分野の第一線で活躍する
有識者を講師に迎えて、15日間に亘る講座を通して環境

あえる

愛知県では、ＡＥＬネットに加盟する環境学習施設、市町村等のうち120施設等が連携してスタンプ
ラリーを開催します。スタンプラリーでは、自然、エネルギー、ごみ、水環境などいろいろなテーマに
ついてＥＣＯを体験することができます。参加したイベント数に応じて抽選で記念品が当たります！

問題を多角的に学ぶことができる。

スタンプラリーへの参加方法
① スタンプ帳又はスタンプラリー台紙を手に入れよう
スタンプ帳は、スタンプラリー参加施設で配布しています
（お一人様一冊）。
スタンプラリー台紙は、本チラシの裏面です。

○愛知県では、民間や自治体の環境学習施設のネットワーク

② 行きたいイベントをチェック！
スタンプラリーのパンフレットで行きたいイベント
を探しましょう。情報はインターネットでも確認できます。

検索
ＡＥＬネット
③ イベントに参加してスタンプを集めよう

組織として愛知県環境学習施設等連絡協議会（AELネッ
ト）を設置し、地域における環境学習を推進している。各
施設の情報提供に加え、2014年からはAELネット環境学
習スタンプラリーを開始し、環境学習の普及に貢献してい
る。
ＵＲＬ：【あいち環境塾】http://www.nisri.jp
ＵＲＬ：【AELネット】http://kankyo-gakushu-plaza.pref.aichi.jp/ael

なごや環境大学
○名古屋市が中心となり設立された「なごや環境大学」は、市民、企業、大学等が協働
でつくる環境活動のネットワーク。2005年度から本格的に事業展開し、地域の環境
学習を支えている。市民団体をはじめとする様々な主体が、環境問題を考える講座を
企画運営しており、企業がNPO等と連携して講座を提供することもできる。
ＵＲＬ：http://www.n-kd.jp
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スタンプラリー参加施設でイベントや講座に参加すると
スタンプを押してもらえます。スタンプ帳は各施設等の
ページと応募はがきの２か 所、本チラシは裏面の台紙と
応募用紙のスタンプ欄の２か所に押してもらいましょう。

④ 応募しよう
スタンプを３個以上集めると数に応じた賞に応募できます。
くわしい応募方法は下記をご覧ください。

記念品応募方法
必要な数のスタンプが集まったら、①②いずれかの方法で応募できます。
①手渡し･ ･ ･スタンプラリー参加施設に、その場で提出する。
②郵送･ ･ ･ ･裏面の応募用紙を切り取り、官製はがきとして郵送する。（５２円切手をお貼りください）
★集めたスタンプの数で応募できる記念品が変わります。

Ａ賞
Ｂ賞
Ｃ賞

５,０００円分図書カード：スタンプ９個＜抽選で
５名様＞
３,０００円分図書カード：スタンプ６個＜抽選で ２０名様＞
１,０００円分図書カード：スタンプ３個＜抽選で１００名様＞

応募締切

平成２７年１月３１日（土）必着

ＡＥＬネットとは、愛知県環境学習施設等連絡協議会の略称で、
愛知県内の環境学習施設等が協力して地域における環境学習の
推進を図るために設置された環境学習鵜ネットワークです。

ＡＥＬネット

検索

８．お役立ちリンク集
ウェブサイト

概

要

URL

ESD ユネスコ世界会議あいち・
なごや支援実行委員会

ESD ユネスコ世界会議の概要及びイ
ベント情報

ESD ポータルサイト

ESD に関する情報提供（文部科学省） https://www.esd-jpnatcom.jp/

＋ ESD プロジェクト

ESD に関する活動、支援事業、組織 https://www.p-esd.go.jp/top.
等の登録・検索（環境省）
html

特定非営利活動法人「持続可能な開
発のための教育の10年」推進会議
（ESD-J）

http://www.esd-aichi-nagoya.jp/

ESD に 関 す る 活 動 や 支 援 事 業 等 の
http://www.esd-j.org/
データベース検索

環境教育・環境学習・環境保全活動

環境教育・学習・環境保全活動全般
の情報提供（環境省）

https://edu.env.go.jp/

ECO 学習ライブラリー

環境教育実践のための情報サイト（環
境省及び文部科学省）

https://www.eeel.go.jp/

環境人材育成コンソーシアム
（Eco LeaD）

環境教育プログラムデータベースの
提供等

http://www.eco-lead.jp/

環境分野における企業の
社会貢献活動ウェブサイト

愛知県内に所在する企業の環境分野
における社会貢献活動の実例を紹介
（愛知県環境部）

公益社団法人日本環境教育
フォーラム（JEEF）

企業の環境に対する取り組み等をア
ピールするためのツールを紹介

WEB ラーニングプラザ

インターネットによる技術者の継続
https://jrecin.jst.go.jp/seek/
的能力開発や再教育の支援（科学技
SeekTop
術振興機構（JST））

http://kankyojoho.pref.aichi.jp/
csr/index.html
http://jeef.or.jp/

発刊によせて
ESDユネスコ世界会議の開催が、本環境教育事例集として結実しました。当地に
は世界に冠たる大企業がありますが、持続可能な社会の基盤を創る環境教育の活動
は大小を問わず、すべての企業に求められています。本書に収められた多彩な環境
教育の活動は、いずれもユニークかつ工夫に富んだものですが、難しいものではあ
りません。その意味で、本書は、これから環境教育に取り組もうとする企業の皆さ
んに、はじめの一歩を呼びかけたものといえます。企業による環境教育の取り組み
は、持続可能な社会をめざす市民社会の一員としての社会的責任を果たし、顧客や
株主を含む社会からの信頼を得るだけでなく、社員のプライドとやる気を向上させ、コンプライアンスを
含めて事業活動の持続可能性に貢献し、社会の変化に応じた新たなビジネスチャンスを得ることも可能と
させます。今後の展開に大いに期待しています。
立教大学

ＥＳＤ研究所長

社会学部現代文化学科教授
阿部

治
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