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環境

日本貿易会法人正会員が、社会貢献活動や国民運動につながる啓発活動の一環として、また、
オフィス業務や事業活動として取り組んでいる環境への貢献活動の概要を、各社資料より、と
りまとめた。

2010年度下半期 商社の環境保全活動

1. 環境問題への理解促進
⑴ 一般対象
岩谷産業 水素エネルギー教室80

2010年9月1日、全国47都道府県の小学校
における訪問教室をスタートし、7ヵ月間に92
校で実施、7,897名が参加した。創業80周年
記念事業の一環として、環境問題と水素エネル
ギーへの子供たちの正しい理解を促進すること
を目的に、岩谷グループ社員が説明し、水素の
発生や、水素シャボン玉で水素の特性を確認す
る実験、二酸化炭素を利用した地球温暖化の
実験や、燃料電池自動車の試乗等を行った。

参加者からは、水素からエネルギーができる
ことを初めて知った、燃料電池自動車のエンジ

ンの音が静かで快適だった、環境に優しいの
であれば値段がもっと安くなり、広がっていけ
ばいいと思う、などの感想があった。

今後とも明日の水素エネルギー社会を目指
し、水素への正しい知識と社会的受容性の向
上およびその啓発に努めるとともに、水素エネ
ルギーのインフラ整備に注力していきたい。

⑵ 環境マネジメント
ユアサ商事 ISO14001マルチサイト認証取得

2010年11月4日、国内全事業所33 ヵ所およ
び関係会社5社の環境マネジメントシステムを
統合し、ユアサ商事グループとしてISO14001
のグループ認証を取得した。

同認証を取得することにより、グループとして
環境パフォーマンスの量的拡大、質の向上が図
られるとともに、審査の工程、コストの削減を
図ることが可能となった。

ISOは取得より継続が難しいといわれており、
「環境のユアサ」として、グループ認証の継続
を意識し、引き続き環境配慮型の商品の提案・
販売等の事業活動の推進や、オフィス活動に
おける省エネ活動、エコ安全運転の推進等を
通じてグループ全体で環境・省エネ活動に注力
していきたい。水素エネルギー教室 80（岩谷産業提供）
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住友商事 廃棄物処理委託に関するセミナー
2010年11月10日、東京本社で、社外の専

門家を講師に招き、排出事業者として、安心し
て廃棄物処理を委託するために必要となる知識
を身に付けるため、2011年4月施行の改正廃棄
物処理法の要点について説明を受けた。グルー
プ会社の産業廃棄物管理責任者等117名が参
加し、うち29名は、廃棄物処理委託先の実地
確認を行う際の留意点を習得するため、スー
パーエコタウン（大田区城南島）の廃棄物処理
事業者施設を訪問した。

参加者からは、大変参考になった、他の処
理施設も見学したい、などの感想があり、今後
とも継続していきたい。

伊藤忠商事 地球環境経営推進セミナー
2011年1月18日、東京本社で、東京大学生

産技術研究所教授 沖大幹氏から「水と気候変
動と地球環境問題の解決」について説明を受
け、社員・グループ会社社員など約600名が参
加した。

地球環境問題の中心課題の1つであり、私た
ちの生活にも密接な関わりのある水問題につい
て最新情報を得るとともに、事業機会との関係
について説明を受けることで、環境経営を推進
することを目的に開催した。

予想以上の受講者があり、また、質疑応答
の状況、アンケート回答より、目的は達成した
と考えている。参加者からは、日本の水技術
が世界の水問題に貢献できる可能性は高い等
の意見があった。

双日 第3回双日グループCSRセミナー
2011年2月16日、東京本社で、ユニバース 

環境コンサルタント 子安伸幸氏による「産業廃
棄物に関するリスク管理のための基礎知識と実
務セミナー」を開催し、グループ会社の産業廃

棄物管理担当者、関係会社主管部署担当者等
約70名が参加した。

2011年4月施行の廃棄物処理法の改正内容
を含め産業廃棄物管理の実務を基礎から改め
て確認することにより、同法への理解を深め、
法規違反を予防することを目的に開催した。

質疑応答も活発に行われ、参加者からは、
とても分かりやすかった、実務面で非常に勉強
となり参考となった等の感想があった。

2. 地域における環境保全活動
⑴ 主催
メタルワン 第15回メタルワン東京本社環境ボ
ランティア

2010年10月16日、社員・グループ会社社員
とその家族164名が参加し、神奈川県江ノ島 
片瀬東浜海岸の清掃の後、NPO法人日本渚の
美術協会から海浜ゴミについての説明を受け、
海浜収集物を利用したマイフォトフレーム作りを
行った。

本事業は、企業理念にうたわれる地球市民を
具現化する活動と位置付けられ、自然環境の復
元、循環型社会の建設、環境教育など社会・環
境貢献活動を実現するものとして展開している。

参加者からは、地球環境改善に役立ち気持
ちよかった、職場・環境ぐるみで環境問題を考

第 3 回双日グループ CSR セミナー（双日提供）
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えるきっかけとなった、などの感想があった。
参加者を通じて環境意識を社会に広めていく

ことに寄与したと考えており、今後も社会に影
響を与える環境活動を増やしていきたい。

三井物産 谷津田再生プロジェクト
2010年10月23日、茨城県牛久市の谷津田（谷

あいの湿地にある水田）で、社員・グループ会
社社員とその家族等64名が参加し、NPO法人
アサザ基金の協力を得て2010年度第4回プロ
グラム「稲刈り・生物調査」を行った。

本活動は、耕作放棄によって荒廃した水田
を復元し、無農薬・無化学肥料で米作りを行
うことで、失われた生態系を回復するとともに、
社員の環境意識の向上を図るために2007年度
から実施している通年プログラムである。田植
え、草取り、稲刈り、収穫した米による酒仕込
み、蔵出しの一連の作業に加え、周囲の里山
も整備しており、4年間の活動によってさまざま
な生き物が生息するようになった。

今後は、植樹も実施し、本来の里山の姿に
近づけるべく活動を継続していく。参加者から
は、重労働だが達成感も味わえる、日ごろ自然
と触れ合う機会の少ない都会の子供にとって貴
重な機会である、などの感想があった。

三菱商事 第3回きずなの森森林保全活動
2010年11月13日、小河内の広島市有林で、

社員・グループ会社社員9名が参加して、広島
市職員、地元の里山整備士の指導の下、下草刈
り、間伐など里山林の手入れや、間伐材による
ベンチ製作、シイタケ栽培、遊歩道整備等を行っ
た。

本活動は、広島市の「企業の森里親制度」
に協賛して、2010年3月に、広島市と、市民の
森における森林環境保全等の活動に関する協
定を締結し、行ってきたものである。森林を健
全な里山に戻した後、これを維持し、さらに、
子供たちが里山の機能を体験し、学習できる
場をつくるために活動を継続していくことが重
要と考えている。参加者からは、本格的な作
業だったが、心地よい汗を流し達成感を感じた、
次回も参加したい等の感想があった。

⑵ 協力
日立ハイテクノロジーズ ビーチクリーンアップ
イン城南島2010

2010年10月2日、城南島海浜公園ビーチク
リーンアップ実行委員会の主催する城南島海浜
公園つばさ浜（東京都大田区）清掃活動に、
社員・グループ会社社員とその家族58名が参
加した。2004年から実行委員企業として運営
に参画、イベントの実施に協力しており、2009
年度より、資源米を原料に開発したバイオマ 
ス・プラスチック製ゴミ袋を提供し、資源の有
効利用の一例として紹介している。

市民など計394名による約1時間の清掃活動
により可燃ゴミ650kg、不燃ゴミ400kgを回収
した。清掃活動後のグループ会社参加者の懇
親会では、環境クイズ、社外の環境ボランティ
アへの参加者による感想発表等により、環境
保全活動への理解を深めた。

参加者からは、きれいになって気持ちよい、第 3 回「きずなの森」森林保全活動（三菱商事提供）
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子供たちに環境を意識させる貴重な体験となっ
た、未参加者へもっと積極的にアピールすべき
等の感想・意見があった。今後もこのような環
境社会貢献活動を推進していきたい。

NI帝人商事 環境美化運動
2010年10月12日、原宿神宮前商店会の主催

する美化活動に社員5名が参加した。毎月第2
月曜日の朝、原宿・神宮前周辺のゴミ拾いを行っ
ており、毎回社員4－5名が参加している。

原宿神宮前商店会は、「美しい地球を次世代
に継承していく為に」活動を行っている。当社
は東京アパレル第二部が原宿に移転した2008
年4月から、周辺企業や地域との交流を深め、
環境保全活動を行うことを目的に参加しており、
環境美化運動および夏季の環境浄化パトロー
ルへの皆勤に対して、6月には商店会から感謝
状を授与された。

参加者からは、環境美化保全とともに、地域
との連帯感が生まれ、意識啓蒙もできてよかっ
た等の感想があった。今後も、本活動を通じて、
街と地域の企業の活性化、環境保全を推進し
ていきたい。

豊田通商 クリーンおおさか2010＊

2010年11月2日、社員約50名が参加し、心
斎橋および大阪支店周辺を清掃した。本活動
は、豊かな社会づくりに貢献する活動の一環と
して取り組んでいる。

参加者からは、地域に密着した環境美化活
動に貢献できることは喜ばしい、自身の働く街
がきれいになるのはうれしい、活動を通じて職
場の活性化にもつながり有意義であった等の感
想があった。

年々参加者も増え、身近なところから始める
環境推進活動として定着、拡大している。他の
拠点における展開を引き続き、検討していきたい。

丸紅 クリーンおおさか2010＊

2010年11月3日、社員・グループ会社社員と
その家族約200名が参加し、三休橋筋および
大阪支社周辺を清掃した。本活動は、美しい
大阪をつくる地域への貢献活動として、2004年
度から参加している。当社大阪支社ビルのテナ
ント企業の社員とその家族、地域団体、行政
等の参加者も含めると、参加人数は過去最高
の約340名となり、参加者からは、企業、地域、
行政が一体となったにぎやかで有意義な活動と
なった等の感想があった。今後も、地域社会
貢献活動の一環として参加していきたい。

阪和興業 クリーンおおさか2010＊

2010年11月5日、社員35名が参加し、御堂
筋、大阪本社周辺を中心に、延べ2kmの歩道
等を清掃し、一般ゴミ2kg、缶・ペットボトル
0.5kgを回収した。

1998年度から毎年、秋にクリーンおおさか
に参加している他、春にも清掃活動を行ってお
り、新入社員の他、毎年恒例の参加者も定着し、
社内の認識も高まってきている。

参加者からは、普段は気を留めていなかっ
た歩道に、吸い殻等のゴミがたくさん落ちてお
り回収の大変なことが分かった、今後の自らの
振る舞いにも気を付ける意識が芽生えた等の感
想があった。

＊クリーンおおさか2010
2010年11月1－7日、大阪市が主催し、ポイ捨てのない清潔で
美しい街づくりに取り組むため、市内の歩道、駅前広場、公園
など公共スペースの一斉清掃活動を行い、市民、地域事業者の
社員など20万人超が参加した。

長瀬産業 隅田川護岸緑化活動
2010年11月13日、中央ぷらねっと（中央区

社会貢献企業連絡会）の主催する緑化活動に、
社員・グループ会社社員とその家族5名が参加
した。イベント全体では計73名が参加し、区
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の職員や造園関係者の指導の下、隅田川月島
サイドの遊歩道脇に、ツツジ、ユキヤナギ、ツ
タなど約750株の植栽を行った。

同連絡会は、地域と共に歩むことをコンセプ
トに活動しており、当社は2009年度に加盟し、
同連絡会の主催する活動に参加し、社会貢献
活動、地域交流を推進している。

参加者からは、子供たちも積極的に参加して
いた、隅田川がきれいになり、気持ちのよい活
動だった等の感想があった。

伊藤忠丸紅鉄鋼 日本橋架橋100周年記念清
掃活動

2011年4月3日の日本 橋架橋100周年を前
に、3月30日、本社の入居する日本橋一丁目
ビルディングの管理会社が主催した清掃ボラン
ティア活動に、社員12名他、ビルのテナント企
業の社員が参加し、日本橋1丁目から日本橋ま
での道路の清掃を行った。

4月3日の記念式典は東日本大震災の影響で
延期となったものの、日本が誇る名橋 日本橋
に気持ちよく100歳を迎えてもらおうと、本活動
は予定通り行われた。

就業前約30分の清掃活動でかなりのゴミを
回収し、地元町会、日本橋周辺の方 よ々り感謝
された。参加者からは、朝の新鮮な空気を吸

いながら清掃活動を行うことで気持ちが晴れや
かになった等の感想があった。

3. 事業活動を通じた環境貢献
興和 ジャパン・バード・フェスティバル

2010年10月23－24日、ジャパン・バード・フェ
スティバル実行委員会が主催し、千葉県我孫
子市手賀沼周辺で行われた事業に協力し、ス
ポッティングスコープ（野外観察用小型望遠鏡）、
双眼鏡を出展した。

本事業は、野鳥を通じて「遊ぶ、学ぶ、楽しむ」
をキーワードに自然環境保護意識の啓発を行う
ため、2002年より開催されており、趣旨に賛同し、
毎年協力している。2011年は子供から年配者ま
で約4万人が参加し、鳥・自然環境に関する研
究・活動の発表、啓発イベント等が行われた。

今後も、野鳥保護関連のイベントに積極的に
参加し、野鳥観察を介しての自然との触れ合い
を推進することで、自然と人間との共生、環境
保全の大切さをアピールしていきたい。

兼松 太陽電池ユニソーラー
2011年3月2－4日、東京ビッグサイトで開催

された第4回国際太陽電池展にアモルファスシ
リコン型太陽電池モジュール「ユニソーラー」を
出展し、輸入販売をスタートした。

ユニソーラーは、米国ユナイテッド・ソーラー
社（US社）の製品で、軽量で柔軟性に富むため、
曲面の屋根や、耐震強度、耐荷重等の問題で
従来設置できなかった場所にも設置することが
できる。

電力使用量、CO2 排出量の削減、現在検
討が進められている全量買取制度の導入をに
らみ、設計や施工に当たるパートナー企業や、
US社と協力し、ニーズに即した提案を行い、
クリーンエネルギーである太陽電池モジュール
の販売を通じて低炭素社会に貢献していく。日本橋架橋 100 周年記念清掃活動（伊藤忠丸紅鉄鋼提供） JF
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