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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保全活動について、各社資料から、とり
まとめた。

2013年度上半期 商社の環境保全活動

キャンプでは、子供たちが達成感を得る
ために、自主性を重んじながら、田代山登山、
ツリークライミング、ダッチオーブンを使った
夕飯づくりなどいろいろなプログラムに挑戦
した。これからも三井物産の森を通じて被災
地支援を継続していく。

2. 環境マネジメント

長瀬産業 BEMS導入

1月10日、東京本社ビルにBEMS（ビル・
エネルギー管理システム）を導入した。これ
により、リアルタイムの電力使用量のWEB
画面での閲覧、契約電力に対する目標デマンド
値を超えないよう電力負荷設備の運転の自動
制御が可能となった。

社員に対して、このBEMSのデータを公
開し、実際の使用電力量と予測値を「見え
る化」することにより、節電の効果を共有
し、一層の節電への協力と理解を求めている。
2013年夏において、東京本社ビルでの電力
使用量は、8月は前年比95％、9月は前年比
85％の節電実績となった。

1. 復興支援

三井物産 南会津みどりの東北元気キャンプ

7月27－29日、福島県にある三井物産の
森・田代山林において、東日本大震災により
PTSD（心的外傷後ストレス障害）などを抱
えた福島の子供たちの心のケアを目的に、3
泊4日の「南会津みどりの東北元気キャンプ」
を開催し、社員ボランティア等10名が参加
した。本企画は、東京学芸大学の小林正幸教
授（教育臨床心理学）を実行委員長に、心理・
医療チームと野外活動指導者チームにより、
子供の心のケアを行う復興支援活動として、
日本で初めて行われた。

南会津みどりの東北元気キャンプ（三井物産 提供）
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3. 環境問題への理解促進

伊藤忠丸紅鉄鋼 環境講演会

6月21日、東日本大震災の災害派遣部隊の
活動をテーマとする環境講演会を開催し、本
社および事業会社の社員約100名が参加し
た。環境保全そのものが内容ではないものの、
東日本大震災における自衛隊の活動状況など
について直接聞くことで、日常の生活環境の
大切さ、ありがたさを感じる大変良い機会と
なった。

参加者からは「社会貢献活動に対する障壁
が低くなった」等の感想があった。日頃の省
エネ・省資源活動に加えてイベントを実施し、
社員一人一人の環境感度を高めることを目指
している。

双日 eco検定受験の奨励

社員およびグループ社員に対して、7月21日
のeco検定試験の受験を奨励した。本奨励は、
社員一人一人の環境に対する意識醸成、環境
ビジネスにおける新しいアイデアの創出や、環
境法規制への対応力向上を目的としている。

2009年に取り組みを始めてから、延べ86
名の合格者を輩出しており、受験者からは

「以前よりECOに興味を持っていたが、これ
までの知見・経験を体系的に整理すること
ができた」等の感想があった。

三菱商事 夏休みMC FOREST SCHOOL

8月3－31日、丸の内本社にある三菱商事
のCSRステーション「MC FOREST」で「夏
休みMC FOREST SCHOOL」を開講した。
これは、夏休みの自由研究のための小学生向
けのイベントで、期間中はデジタル地球儀や
生きたサンゴを特別展示した他、大学教授や
NGO等を社外講師として迎え、さまざまなテー
マでワークショップを開催した。また「水の
はなし」「食べ物が届くまで」「大切なエネル
ギー」のテーマでは、社員が「1日先生」とな
り実験や工作などを織り交ぜた授業を行った。
子どもたちは、水のろ過実験や手回し器具で
の発電体験などを通して、自然の仕組みやエ
ネルギーの大切さを実感していたようだった。

三菱商事は、今後もMC FORESTにおけ
るさまざまなイベントを通じ、環境・CSR
に関する積極的なコミュニケーションを展開
していく。

環境講演会（伊藤忠丸紅鉄鋼 提供）

夏休みMC FOREST SCHOOL（三菱商事 提供）
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岩谷産業 サイエンス・フェスタ2013

8月17－18日、「青少年のための科学の祭
典 大阪大会『サイエンス・フェスタ2013』」
が開催された。同大会は読売新聞社等が主催
し、協賛を始めてから今回で8年目となる。

2013年度は、「地球に優しい自然エネル
ギーを使って電気を作ろう！」をテーマに、
風力、太陽光、燃料電池などの再生可能エネ
ルギー発電に関する参加型の実験を行い、2
日間で約2万5,000名が訪れ、約200名の子供
たちが実験に参加した。また、「水素エネル
ギー社会」をイメージしたジオラマに自由に
触れてもらい、未来の水素エネルギー社会を
身近に感じていただいた。

参加した子供たちからは「水素で車が動い
て、地球に優しくて奇麗なエネルギーがある
んだなぁと思った」「自然の力で電気ができ
てびっくり！　自然を大切にしたい」等の感
想があり、クリーンエネルギーへの関心を高
める絶好の機会となった。

伊藤忠商事 夏休み環境教室

8月21日、東京本社にて「夏休み環境教室」
を行い、港区の小学校および社員の家族から

合わせて37名の小学生が参加した。こうし
た取り組みは、1992年より「次世代育成」「環
境保全」「地域社会との共生」を目的に毎年
開催している。

第1部の生きものについての授業では、
「もったいないばあさん」の作者・真珠まり
こ氏が、読み聞かせを交えながら絶滅危惧
種の生きものなどについて説明し、命のつ
ながりや大切さを伝えた。第2部の風力発電
機作成の授業では、東京理科大学の川村康
文教授の指導の下、ペットボトルや紙コッ
プなどを使って、試行錯誤しながら熱心に
取り組んだ。今後も地元の小中学校への学
習機会の提供など、地域に役立つ取り組み
を推進していく。

4. 地域における環境保全活動

メタルワン 第20回東京本社環境ボランティア

4月13日、東京本社および関東近郊のグ
ループ会社社員とその家族141名が参加し、
神奈川県宮ヶ瀬ダム・湖畔園地に、ヤマモ
ミジ30株、スイセン1,200株の植え付けを
行った。

本活動は、企業理念にうたわれる「地球市

サイエンス・フェスタ2013（岩谷産業 提供）

夏休み環境教室（伊藤忠商事 提供）
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民」を具現化する活動として位置付けており、
自然環境の復元、人間社会と自然環境の共生、
環境教育という直接的効果、社会への好影響
の発信という間接的効果をもたらしている。
グループの協創を育む活動として継続し、環
境配慮・環境保全といった視点にとどまらず、

「持続可能な発展社会への寄与」といった大
きな視点も根付かせていく。

日立ハイテクノロジーズ 石狩浜海岸清掃 

ボランティア

5月18日、北海道日立グループ社員とその
家族231名が参加（日立ハイテク参加者10名）
し、石狩浜海水浴場を清掃し、燃やせるご

み92kg、燃えないごみ58kg、燃やせないご
み138kgを回収した。参加者からは「今回の
場所以外にも清掃活動をできる場所はあるの
か、興味を持った」「数年にわたって継続し
ていきたい」「社員や家族への良い意識付け
になったように思う」等の感想があった。

阪和興業　大阪本社清掃活動

5月24日、大阪本社社員31名が大阪本社
を中心に、北久宝寺町から南久宝寺町周辺を
清掃し、一般ごみ2.14kg、缶・ペットボトル
0.66kgを回収した。大阪本社では、毎年春秋
の2回、地域の清掃活動を行っている。

参加者からは「一人一人のちょっとした注
意でごみのない住みよい大阪にできたらと思
う」等の感想があり、地域活動の一貫という
意識の芽生えとともに、社員の環境保全活動
への取り組み意識が向上している。

豊田通商「富士山の森づくり」プロジェクト

6月1日、社員およびその家族等70名が参
加し、（公財）オイスカが主催する富士山の
森林保全活動を行った。下草刈り、植林活動
を経て、現在はこれまで植えた約2,000本の

第20回東京本社環境ボランティア（メタルワン 提供）

石狩浜海岸清掃ボランティア（日立ハイテクノロジーズ 提供）

大阪本社清掃活動（阪和興業 提供）
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苗木保護活動に移行し、森林保全に対する理
解促進と、地域の人々との交流を行っている。
また、環境教育の一環として、富士山の植生
を学びながら親子で参加・体験できるプログ
ラム「ハンカチの草木染め」を企画した。

参加者からは、「本活動をきっかけに今後
も何らかの形で自然保護の活動を継続してい
きたい」「たくさんの人々の努力があってこ
そ、美しい森林・景色ができていることに感
謝」等の感想があった。今後もこの森林保全
活動を継続的に実施する予定である。

住 友商事 全市一斉クリーンキャンペーン 

なごや・2013

6月1日、「全市一斉クリーンキャンペーン
なごや・2013」に参加し、名古屋市の市街区
を6コースに分け、クリーンウォーキングに
よって可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみを分別
収集した。名古屋市が主催する同活動へは、
地域との関わり、地域貢献のために、名古屋
住友クラブ（名古屋市在の住友連系47社で
構成）として、東区の参加者の過半数に当
たる113名、そのうち住友商事からは15名
が参加した。

住友商事 ラブアース・クリーンアップ 2013

6月16日、「ラブアース・クリーンアップ
2013」に参加し、福岡市の「海の中道海浜公園」
の海岸約1kmを清掃した。同活動へは、住
友二水会（福岡市在の住友連系51社で構成）
として毎年参加し、今回で10年目の参加と
なり、住友二水会として約500名、そのうち
住友商事からは社員およびその家族46名が
参加した。

丸紅　第5回富士山清掃活動

9月7日、NPO法人富士山クラブとの共催
により、山中湖村平野地区において、丸紅社
員・グループ会社社員とその家族や友人、お

「富士山の森づくり」プロジェクト（豊田通商 提供）

全市一斉クリーンキャンペーンなごや・2013（住友商事 提供）

ラブアース・クリーンアップ2013（住友商事 提供）
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よび、ベトナム・中国・韓国からの留学生を
含む総勢100名が参加して、不法投棄された
ごみの回収を行い、軽トラック数台分に相当
する量のごみを回収した。

本活動は、富士山の環境問題の現状につい
て、現地での作業を通して学習・認識すると
ともに、留学生支援企業協力推進協会に登録
の留学生との交流を深める目的で、2009年
より毎年実施し、今回で5回目となる。

参加者からは、「粗大ごみなどが大量にあ
り、回収するのに疲れたが、2013年6月に富
士山が世界文化遺産に登録されたこともあ
り、全員で力を合わせて富士山の環境美化に
貢献できたことが大変うれしく、また有意義
であった」等の感想があった。

5. 事業活動を通じた環境貢献

興和　富士メガソーラー

7月25日、静岡県富士市の富士工場隣接地
において約1.5MWの太陽光発電所を稼働さ
せた。本発電所は同市における初めてのメガ
ソーラー施設であり、一般家庭約400世帯分

の年間使用量に相当する、年間約150万kWh
の発電量を予定している。

環境保全・省エネルギーを目指す事業の一
環として、今後さらに太陽光発電や風力発電
等の再生可能エネルギーを利用した事業を拡
大していくことで、低炭素社会の実現に貢献
していきたい。

兼松　フィリピンにおける風力発電事業

10月3日、フィリピンの発電事業者より総
出力54MWのサンロレンソ風力発電所およ
び海底電力ケーブルについての契約を受注し
た。完工予定は、2014年末である。再生可
能エネルギービジネスには、これまでも積極
的に取り組んでおり、地熱・太陽光発電では
10件、約530MWの受注実績がある。

兼松では、風力発電ビジネスを再生可能
エネルギービジネスにおける主要分野と位
置付け、引き続き、優良風況国において積
極的に拡大していく方針である。今後も再
生可能エネルギーと環境ビジネスへの取り
組みを通じて、地球環境の長期的な保全に
貢献していく。

第5回富士山清掃活動（丸紅 提供）

富士メガソーラー（興和 提供）


