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Ⅱ 事業者へのヒアリング調査レポート集約 

 

事業所名 株式会社オギノ 訪問日 平成 28年 2月 15日（月） 

参加委員 志村結美、野村千佳子、樋口幹男、雨宮武文、石原 泉、原 かず江、 

藤澤恵子、桑原たき江、齋藤紀子 

事 務 局 輿石治夫、中澤ひろみ 

 

■環境保全に関わる取り組みの現状（施設見学や説明より） 

 

＊省エネ 

2007年に「見えタロー」設置 

   2013年 店舗天井証明の LED 化 

   2014年 オープンケース照明の LED化 

冷暖房温度の見直し 

バッグヤードの消灯 

新店舗への省エネ設備 

＊マイバッグ  

2005年 10月より 

   2008年 6月 レジ袋消滅に関する協定 袋持参率 87％～88％ 

＊「オギノの森」2007年 6月より 水源林保護事業 

＊「富士山の森づくり」2014年より  

＊「県産 FSC木材の活用」2012年より 

＊「山梨クリーンキャンペーン」2008年より 

＊「地産地消フードマイレージ」 

＊「廃棄物のリサイクル」 「物流体制効率化」 

 

＊・省エネ関係の取組み→公的機関関連 

→社内省エネの取組み 

・マイバッグ・マイバスケットの推進（早期からの取組みを実施） 

「オギノの森」・「富士山の森づくり」などの環境保全活動を積極的に推進 

・水源地の森づくり・植林活動・鹿害防止の取組み 

→育てる→活用する→県産材の活動（循環型林業の復活） 

・地域と共にクリーンキャンペーン活動 

・商品の地産地消への取組 

・ごみの分別・回収・リサイクルへの取組 

・物流体制の見直しと効率化  

・配送センターを置く事による物流の効率化を達成 
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＊地域社会及び地球の環境保全に気配りした豊かな消費生活の実現をめざし省エネ、買い物袋の持参

運動、オギノの森などの取組について説明を受けました。 

 

＊環境方針 

・地域社会及び地球の環境保全に気配りした豊かな消費生活の実現 

・環境に配慮したオギノの取組み、省エネに関する取組み、マイバッグ持参運動、 

オギノの森への取組み、富士山の森への取組み、山梨県産 FSC認証木材の活用 

やまなしクリーンキャンペーン、地域で採れたものを地域で消費する。 

・廃棄物・リサイクル推進への取組み 

物流体制について、財務部第 1店舗運営部各担当者（7名）より説明あり。 

 

＊省エネに関する取り組み 

マイバッグ持参運動、「オギノの森」甲府市水源林保護事業「富士山の森づくり」への取り組み、

山梨県産 FSC認証木材の活用、やまなしクリーンキャンペーン、地産地消の取組、廃棄物・リサ

イクル推進、物流体制 

 

＊環境に配慮した取り組みとして 

１ 省エネに関する取組み  

   ・公的機関への計画書、実施報告書の提出 

   ・社内省エネ対策―デマンド監視装置「見えタロー」設置 

    デマンドレスポンス実証事業参加、店舗天井証明の LED化 

・環境負荷提言への取組み、フロン排出抑制への対応 

２ マイバッグ持参運動：マイバッグ持参に関する協定書の締結を協定参加団体と共に行ない、マ

イバスケット、マイバッグを推進した。 

３ 「オギノの森」甲府市水源林保護事業への取組み：荒川ダム東岸の山林 67ヘクタールを「オ

ギノの森」とした、ヒノキ・ハンノキの植樹をした。 

４ 「富士山の森づくり」への取り組み 公益財団法人オイスカが進める「富士山の森づくり」推

進協議会への参画 Ｈ26年より 5年間実施 

５ 山梨県産 FSC認証木材の活用：甲府市にこの木材で作ったベンチを寄贈したり、荒川河川敷で

ベンチの修繕、その他いろいろ場所へイスやテーブルを設置 

６ やまなしクリーンキャンペーン：県の取り組みに賛同し、県内全店舗で 3ヶ月に一度地域の環

境美化活動に参加している。 

７ 地域で取れたものを地域で消費する・・・地産地消フードマイレージの推進 

８ 廃棄物・リサイクル推進への取り組み・・・公的機関への各法に基づく報告書提出、廃棄物消

滅対策（容器・包装・食品） 

９ 物流体制  
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■環境保全のための体制（担当部署の設置、環境方針やガイドラインの作成、社員教育、

地域社会への協力等）について 

 

＊バッグヤードの消灯等もかなり強化されている。説明会後、トイレを使用させていただいたが消灯・

消水等が実施されていた。 

 

＊企業イメージの向上のため、環境保全に対して積極的に取り組んでいた。 

社員はもとより客も巻き込んでの清掃活動やリサイクル運動に取り組んでいる。 

 

＊公的機関関連：省エネ法による定期報告と中長期計画書、山梨県地球温暖化対策条例の規定に

よる温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書を各関係省庁に年 1回提出、チェックを受けて

いる。 

省エネに関する取組、社内省エネ対策、デマンド監視装置、デマンドレスポンス実証事業参加、

店舗天井証明の LED 化実施。屋内外の照明、点消灯時間の見直し等省エネ対策に前向きに取り

組んでいる。社員教育については体験型を採用している。 

 

＊環境保全活動の一環として、甲府市の森林整備事業への支援として大気中の CO２を削減する森林整

備促進助成事業「オギノの森」を荒川東岸の山林 1.7ヘクタールを 8年余りにわたり植林や下刈り

間伐などの森林整備を行っている。 

地域産木材の利用の取組み、県内全店舗の周辺道路、河川ゴミ、空き缶拾い等環境美化活動を実施 

 

＊環境方針、環境保全ガイドラインも作成されており、社員教育も実施されている。森作り、水

源保護の実施、地産地消の取り組み、クリーンキャンペーンの実施等社会貢献に力を入れてい

る。 

 

＊社員教育で、言葉がけや担当部署ごとに残量を自ら量ることや、「オギノの森」等への植樹にも

社員が参加している等実践活動を通して行っている。 

地域社会は標語の募集を通して、従業員や地域の人々への意識を高めている。 

物流体制でもセンターを設け、配送車両の運行回数を少なくしている。 

地産地消も取り入れている。 

 

■環境保全に関わる取り組みの中で特徴的と思われること 

 

＊全国的に見て、山梨県の大型店における、マイバッグ持参運動はかなり効果をあげている。 

 

＊水源地の森への植林・保全 

県産材を利用したベンチや遊具などは林業への復活への期待と新しい雇用を創出するのではな

いかと期待が持たれる。 
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＊マイバスケット・マイバッグの推進についての取組 

マイバスケット、マイバッグ持参者にスタンプポイント 1枚と交換できる仕組 

推進運動の効果、持参率 87％～88％を推移しているが 90％を目標にキャンペーンを続けて

行くとの事。ちなみに 87％～88％普及している現状の収益金は\135,470円となっており全

額をオギノの森事業、森造り活動に役立てている。 

 

＊「オギノの森」「富士山の森」への取組 

マイバッグの持参、リサイクルへの推進 

 

＊こと細かく分析され、数字化され管理されている所 

 

＊「オギノの森」「富士山の森づくり」への取り組みは長期にわたって、植林・育てと大きな取り組

みである。マイバッグ制度は山梨ではオギノから始まったことなどを知り身近なことから始めた

ことがすばらしいと思った。まだ、レジ袋を出している店へもマイバッグを持参する客の姿も度々

みられ、定着しつつあると感じた。 

 

■全体的な感想 

 

＊食品を扱う企業なので、クリーンなイメージを大切にしていると思いました。マイバッグに関

しては少しやりすぎだと思っていましたが、「省エネのシンボル」と言われては仕方ないと思い

ました。リサイクルに関しては、各店の取り組みと客の持って来るゴミの分別回収は消費者の

意識を喚起するものと思います。 

 

＊オギノでは地産地消推進の一環として、地域産木材の利用に取り組み甲府市に同木材で作った

ベンチ材を寄贈し荒川河川敷にてベンチ 22基の修繕活動に従業員他 25名が参加した。又、

韮崎の子育て支援センターにも大型遊具を寄贈されたり、森林整備事業を通して大気中の CO2

削減に努めていることなど商品販売だけでなく多岐にわたり地球環境問題についても活動され

ていることを知り普段無駄の多い私生活に反省の思いです。 

 

＊美しい山梨を次の世代に引き継いで行く事は大切、地産地消フードマイレージの推進 

環境保護、地域貢献活動を日常的に行っている様子が理解できた。こころざし豊かで人と人との絆

を大切にする事業所でした。 

 

＊環境負荷低減に対し、意識の高さと前向きに努力されていると思う。 

 

＊環境保全は、それにつながる日々の取り組みが多岐にわたっていることに驚いた。 

オギノ様に品物を販売している事業所では、店内のことは社員の意識を高めながら行い、買い物客

とも協力を得ながら環境に配慮していることがよくわかった。 
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事業所名 山梨積水株式会社 訪問日 平成 28年 2月 15日（月） 

参加委員 志村結美、野村千佳子、樋口幹男、雨宮武文、齋藤伸右、石原 泉、 

原 かず江、藤澤恵子、桑原たき江、齋藤紀子 

事 務 局 輿石治夫、中澤ひろみ 

 

 

■環境保全に関わる取り組みの現状（施設見学や説明より） 

 

＊環境、ライフラインカンパニーの確立 

環境、負荷、低減 

電力の省エネ、機械改良による省エネ、廃棄物削減による省エネ、2003 年埋め立てゼロ化、

2009年焼却ゼロ化、廃棄物処理システムの確立、下水熱利用、建築エコ・改修の推進  

 

＊専門的なインフラに使用される部品工場で、徹底的にコストカットの為のリサイクルが検討さ

れている。環境に対する取り組みはオギノの様にあまり目に見えるものではなかった。確かに

下水道リニューアルや下水熱の利用など環境保全につながると思いますが、企業とすればロス

を少なくする事や新技術の開発は当然のことです。災害時の対策や障がい者雇用などは特筆さ

れる点でした。環境負荷の低減の為の企業努力をしている会社でした。 

 

＊敷地、工場内共、清掃が行き届き、整頓されていて地球環境の向上に努めておられる会社だと

感じました。又、甲府市消費者問題懇話会メンバーを迎え入れて下さるに付け資料作成、その

資料にそって「際立つ技術と品質により、住・社会のインフラ創造とケミカルソリューション

のフロンティアを開拓し続け世界の人々の暮らしと地球環境の向上に貢献する」事業・計画の

説明がありました。身近な問題であり短い時間でしたが有意義な事業所訪問でした。  

 

＊上水道用、下水道用等様々な「プラスティック製品」を生産 

生産活動を通じて自然環境を守り、次世代に継承する為、環境への負荷の低減と循環型社会形

成に向けて積極的に取り組んでいる。社会から信頼される会社、地域貢献活動として防災・減

災・障がい者雇用、下水道リニューアル・下水熱利用、水道耐震化、建築・電力通信エコ・改

修などの説明がありました。 

 

＊環境負荷低減、電力ピークカット、電動成形機化、廃棄物削減、地域貢献活動 

 

＊人々の生活に必要かつ大切なライフラインをつくり、維持するために欠くことのできない、上

水道用・下水道用などの様々な「プラスチィック製品」の生産をし、日本一の継手工場づくり

を目指している会社。 

１、資源の効率的活用 

省資源化、リサイクル化、省エネ化の推進・廃棄物の削減を実践 
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２、継続的改善と汚染の予防 

環境汚染の予防・環境マネンジメントシステムを構築し事業活動により発生する環境への

負荷を低減させるための目的・目標を定め定期的に見直しを行い継続的な改善を図る。  

３、環境関連法規制の遵守 

コンプライアンス経営を柱に環境関連の法規制を遵守し環境への負荷低減に関する指摘要

求事項に対応する。 

４、環境宣言の周知 

関係する全員が環境宣言を理解し一人ひとり率先して宣言に沿った活動をする。 

（環境宣言から） 

環境負荷低減→省エネ→電力ピークカット  

          →電動成形機化       

 

■環境保全のための体制（担当部署の設置、環境方針やガイドラインの作成、社員教育、

地域社会への協力等）について 

 

＊消費電力の低減が徹底されていた。廃棄物削減も現場で徹底されている。 

 

＊工場内のコストカットの為の徹底したリサイクル 

・地域貢献活動として、工場周辺の清掃 

・ごみ回収・環境貢献製品の創出に企業努力を続けている。 

 

＊「モノ」を創る力、「人」を創る力、「街」を創る力、人づくり街づくり、新製品に対するフォ

ロー、自然保護活動 

 

＊ここで生産されている製品そのものが、環境保全に関わるものであると感じた。 

地域貢献活動では、工場周辺の清掃、ゴミ回収など社員全員で行っている。 

自治体等との災害協定の締結を行ったり災害時支援体制も確立している。 

 

■環境保全に関わる取り組みの中で特徴的と思われること 

 

＊気候変動や社会問題に事業を通じて取り込んでいる。 

 

＊地域に貢献、人と人との交流、障がい者雇用（甲府積水産業） 

女性・高齢者も雇用に対応する。                                

 

＊住宅、自動車、医療、オフィス、店舗、エロクトロニクス（ＩＴ分野） 

農業、建築、輸送、物流、インフラと広い分野で関わっている積水化学グループだがその中に

あって山梨積水は防災減災、障がい者雇用、下水道リニューアル、下水熱利用、水道耐震化、

廃棄物削減（分別の徹底化） 
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建築・電力通信エコ・改修と私達の日常生活と深く関わる製品を生みだしている。 

 

■全体的な感想 

 

＊今回のテーマではないが障がい者雇用と障がい者教育、その取り組みはすばらしい。 

 

＊企業として環境保全に取り組んでいると思います。工場内の各所にリサイクルコンテナが置か

れリサイクルを強く意識していると感じました。同社のグループの積水ハウスの方が環境保全

という点ではわかりやすかったのではないでしょうか。 

 

＊創る（モノ・人・街）ちから 

（楽しくなければ続かない）（厳しくなければ成長なし）（いい加減だと愚痴が出る）（真剣だと

知恵が出る）常に心にとめる言葉。 

こころざし豊かで地域及び人と人との繋がりを大切にする事業所でした。  

 

＊山梨積水の障がい者雇用については、広い意味で地域社会への貢献となると感じた。 

雇用してから仕事につくまでの準備期間にその人の能力的なものを多面的に調べ本人に適した

部署にて働けるよう配慮している。健常者と一緒に仕事をしているがほとんど目立たなく溶け

込んでいる仕事ぶりだ。会社がしっかり障がい者雇用に取り組んでいる姿が窺え感動した。 

お話の中で、「良い製品であっても行政でなかなか採用してくれない。」また、「環境整備に関す

ることに、県や市が参画されてくれると地域貢献できてありがたい。」とのことは、これから改

善できていくと良いと感じた。  
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事業所名 
国母工業団地（住友電工デバイ

ス・イノベーション） 
訪問日 平成 28年 2月 18日（木） 

参加委員 志村結美、野村千佳子、長坂善雄、羽中田勝由、中川直明 

事 務 局 中澤ひろみ、小林裕明、田中弘樹 

 

 

■環境保全に関わる取り組みの現状（施設見学や説明より） 

 

＊工業会は現在 27社の会員企業があり、環境調和型工業団地を目指し平成 5年から（当初 23社）

団地内に研究会を発足し取組んでいる。 

取組みの現状として、 

①源流の削減 

各社が自ら廃棄物の削減に努める。廃棄物の分別は 60種類に及び先進的である。原材料の無駄

の削減、物流面からの無駄の削減、コピー紙の削減 

②回収、再利用、再資源化 

削減しても発生する廃棄物は、共同回収、再利用、再資源化に取り組む。分別回収の徹底、古紙、

段ボールの回収、団地内で回収の共同ルール、共同システム、収集、運搬。 

③減量化（中間処理）の検討 

ゼロ・エミッションの最終目的に検討したが、コスト面、処理量から断念 

 

＊大企業のわりには、あまり一般社会とかわらないように思います。 

どこでもやっている（町内会等）ことと同じように思います。 

あまりコストをかけないのかと思いました。大企業としては物足りないなと思いました。 

 

＊広大な敷地の割りに、産業用のごみが極端に少なく、事前に処理したのではないかと思われるので、

的確なコメントができませんでした。 

 

■環境保全のための体制（担当部署の設置、環境方針やガイドラインの作成、社員教育、

地域社会への協力等）について 

 

＊日本で一番地球に優しい工業団地を目指して、地域社会と連携して地球温暖化に取組んでいる。 

主なものとして、工業団地に沿って流れる鎌田川土手に 100本の桜並木の提案を行い植栽しそ

の後の管理を工業会で担当し育成美化に努め、桜並木を舞台にイベント等を行い地域の活性化

に貢献。 

また、会員企業全社で「ぶどう・ゴーヤ」による緑のカーテンづくりを実施、エコ通勤への取

組みなどを行っている。 

産業廃棄物のリサイクル事業の取組みを実施し、紙類の共同リサイクル、廃プラスチック・木

屑等の固形燃料化、生ゴミの堆肥化などを共同で事業化。 
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＊応対した方が、県の天下りの方で生え抜きの方ではないので、ある程度の限界がある。                           

 

■環境保全に関わる取り組みの中で特徴的と思われること 

 

＊特徴的だと思われたのは、生ゴミの堆肥化において堆肥化したものを一宮の農家に提供しこれ

を肥料として育てたブドウなどを、各会社の社員が買って社員の故郷などに送って山梨のフル

ーツを全国に宣伝している。 

このような事は、なかなか他の会社等では見慣れない事例で、ただリサイクルを行っていると

いうことではないことを感じた。 

 

 

■全体的な感想 

 

 ＊国母工業団地工業会に初めて伺い、団地内は大手の企業が多い中このような組織があることを

初めて知り、地球温暖化防止等を地道に工業会として取組み、また地域貢献等に寄与している

ことに感銘を受けた。 

 

 ＊総花的であった。 
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事業所名 中央ベニヤ株式会社 訪問日 平成 28年 2月 24日（水） 

参加委員 志村結美、野村千佳子、大塚祐司、市川繁夫、齋藤德子、藤澤恵子 

事 務 局 中澤ひろみ 

 

■環境保全に関わる取り組みの現状（施設見学や説明より） 

 

＊現在社員 24 名。昭和 21 年、木材業として創業した。木材業が斜陽となったため、内装工事

部を設立し、建設業へ参入した。 

平成 11年には石膏ボードの収集運搬業認証を所得し（全国的にも建材業では唯一）、環境問題

への貢献をしている。 

＊廃石膏ボードが廃棄物処理場の地下水に生息する硫酸塩還元細菌の代謝を受け、有害な硫化水

素を発生させる環境問題が発生している。 

本社倉庫のスレート屋根にソーラーパネルを載せて、太陽光発電（売電）をしている。平成 25

年設置完了。当時は、スレート屋根にソーラーパネルを載せることはできないといわれていた

が、メーカーと共同で開発し、搭載した。工法についてはメーカーが特許を取得したが、当社

が権利を取得していれば、億万長者になれたかもしれない。 

平成 24年に地元企業を連携した「甲斐縁隊」を結成し、地域型住宅「ハレる家（ヤ）」を立ち

上げた。山の問題、住まいの問題、いろんな課題を解決するため、製材業者から流通業者、地

元の工務店まで、家づくりに関係するすべての人と協力して、山梨の気候・風土にあった住ま

いづくりを提供する。 

・「ハレる家」・耐震性の高い家・１世紀使用を目指した家・室内外温度差の少ない家・環境配

慮の家・高齢者へ配慮した家  

 

＊半世紀以上の会社の歩みの中で、時代の変化に応じて、ただ建材を販売するだけの会社から多

様なニーズに応えながら 20年、30年先の環境保全につながる資材の利用、販売を主に行って

いる。特に力を入れている事は身体に良い住宅をアドバイザーとして相談にのっている⇒建築

アドバイザー  

 

＊～豊かさと活力を提供していきたい～ 

昭和 21 年製材工場として時代のニーズに応えながら、業務の開拓を続け、住宅産業へ資材を

販売すると共に様々な事業を展開し、社会に求められる企業を目指しているとのこと。3 名の

担当者から説明、各建築材料に対してのエコを、新建材を説明し拡販に務めた。解体工事・下

請けの内装工事など 

 

■環境保全の為の体制（担当部署の設置、環境方針やガイドラインの作成、社員教育、

地域社会への協力）について 

 

＊平成 17年に ISO9001を所得し、品質管理、標準化に力を入れている。社員教育も ISO9001
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に基づき行われている。社員全員が同じ事を考えるようになった。永く勤める従業員が多く、

女性活用にも力を入れている。  

 

＊男女を問わず社員一丸となって健康住宅をスローガンに体に優しい建材の提案や、再生利用し

やすいエネルギーや建材などを専門知識と地域発展を両立させながら努力している企業です。 

 

＊営業部・・・商品提案から現場納入、新工法の提案までトータルでお客様サポート 

工務部・・・高い技術力と商品力、充実の業務で時代のニーズに幅広く対応 

配送部・・・「確実に そして迅速に」がモットー 

 

■環境保全に関わる取り組み中で特徴的と思われること 

 

＊早川社長は、コンピュータシステムを業界の中で先駆けて導入するなど、進取の精神に富んだ

経営者である。LEDを 10年前から導入するなど、環境問題にもいち早く取り組み、成果をあ

げている。常に時代のニーズを先取りし、地域の中でトップリーダーとしての役割を果たして

いる。 

 

＊平成 11 年から取り組んでいる石膏ボードのリサイクルは世界の環境保全につながる大切な取

り組みの１つだと思います。 

LEDへの変換は省エネへの取り組み。ISOを取得しての世界的な基準の見知が社員一人ひとり

の環境への自覚を育んでいる様です。 

 

＊産業廃棄物収集、技術系社員、営業系社員の研修教育、情報交流や関連業界との連携、地域に

清掃活動の推進、地元の人材に対応、エコに対する・客に対する声を聞く事。 

 

■全体的な感想 

 

＊社内（事務所・倉庫）はよく整理整頓されており、気持ちのいい職場環境である。社長、副社

長、専務ともに、環境問題に真摯に取り組んでいることが感じられた。 

 

＊会社全体で環境へ一歩ずつ真摯に取り組んでいる様に思いました。（仕分けもきちっとしてあっ

た。） 

 

＊常に事業の取り組みに対しての努力、地域に対しての協力活性化。建築資材工場見学も整理整

頓され、従業員の対応も良好。人と人との絆を大切にする事業所でした。 
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事業所名 生活協同組合パルシステム山梨 訪問日 平成 28年 2月 24日（水） 

参加委員 志村結美、野村千佳子、長坂善雄、大塚祐司、市川繁夫、齋藤德子 

藤澤恵子 

事 務 局 中澤ひろみ 

 

 

■環境保全に関わる取り組みの現状（施設見学や説明より） 

 

＊施設見学はなく事務所で企業 

パンフレットを基に消費者である会員様との勉強会や食品製造会社さんを招いてのミーティン

グをかねた交流会を年何回か行っており、会員様が出したリサイクル品の回収は積極的に行い

成果をあげている。  

 

＊環境活動に関しては、永年にわたって取り組んでおり、「2015年環境活動報告」としてまとめ

ている。 

＜環境対策・取り組み＞ 

2009年 8月に「地球温暖化防止自主行動計画」を策定し、二酸化炭素排出量の総量削減に向

けた取り組みを進めている。 

・グリーン電力証書購入・エコ通勤・太陽光発電・パルシステム利用率向上・コピー削減・ト

イレットペーパー（リサイクル）の使用・緑のカーテン・環境社会検定試験（eco 検定）受

験・廃食油回収と菜の花プロジェクト 

＜エネルギー政策推進に関する取り組み＞ 

・エネルギー政策ＰＲポスター・意見書・パブリックコメント等の提出・映画「無知の知」上

映・エネルギー政策・脱原発講演会・脱原発関連・「うちエコ診断」 

 

＊環境対策の取り組み 

地球温暖化防止自主行動計画、緑のカーテン、廃食油回収、菜の花栽培、パルシステムグルー

プとの連携した活動、石けん・シャンプー・コンディショナーの商品開発、紙パックなどリサ

イクルしてトイレットペーパーに商品化、諸団体との連携した取り組み等を担当者（5 名）か

ら説明を聞く。組合員数 47.827世帯 職員数 176名 

 

＊パルシステム山梨の状況「職員数 176名」 

1 地球温暖化防止、環境対策について、役職員の主体的な行動で前年度より CO2排出総量削

減に向けて取り組みがされ、エネルギー政策を積極的に推進している。 

２ 実際の業務と連動した、環境取り組み目標を設定し、日常業務での環境推進を図っている。 

３ 効果的な環境マネンジメントシステムの運用に向け、見直しを行い継続的な改善を図って

いる。 

４ 環境側面に関する法令や事業所が受け入れを決めた、その他の要求事項を遵守し、事業活動
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を進めている。 

５ 地域の市民団体・行政・企業などとの連携を深め、環境に対する意識向上を努力している。 

６ 上記の活動を推進する為に、役職員一人ひとりへの教育と情報の共有を進めている。 

 

■環境保全のための体制（担当部署の設置、環境方針やガイドラインの作成、社員教育、

地域社会への協力等）について 

 

＊会員様が利用している商品がどのように環境を考えて作られているかを見学（現場）を踏まえ

て細かく伝えていける様（キャッチボール）な組織をお願い致します。 

 

＊パルシステム山梨の環境方針を策定している。 

環境社会検定試験（eco 検定）の受験を職員に推奨しており、現在 30 名の職員が「エコ・ピ

ープル」となっている。（職員の 53.6％） 

山梨県内の諸団体と連携した取り組みも行っている。 

・山梨県生協連・環境パートナーシップやまなし・エコライフ県民運動への参加 

・やまなしエコネットワーク・ライトダウンやまなし 

 

  １ 事業所における温室効果ガス（CO2）総量削減に向けた取組みとしてグリーン電力証書を

10,000kWh 購入し、本部事業所の 2014年度年間使用電力の約 56.7％に相当する電力の

グリーン化（＝CO2排出削減）につなげ、2009年から継続して地産地消のエネルギーの活

用を基本として、山梨県内で発電されている太陽光による発電を指定購入する事で、県内で

グリーン電力証書に参加する方々を支援している。 

  ２ 廃食油回収を市民団体と協力して実施している。 

  ３ エネルギー政策ポスターの取組みを市民と共に協力し取り組む。 

  ４ 自然はおそうじ、手漉き葉書き、リサイクル等々出前講座の実施 

  ５ その他、エコライフ県民運動の参加、山梨エコネットワーク、ライトダウン山梨、小瀬エ

コスタジアム等々に積極的に参加協力している。 

 

＊環境方針 

地球温暖化防止対策、資源循環型の取り組み、持続可能な社会づくりの構築をめざす。 

組合員への配送やサービスの事業活動や地域への社会貢献活動を通して環境負荷の低減を図る。

地域の人々に環境にやさしい街づくりを進め地域から信頼される生協をめざしている。 

 

■環境保全に関わる取り組みの中で特徴的と思われること 

 

＊配達ルートの変更により CO2の削減が行われた。使用ガソリンが減ったことが CO2の削減に

結びついた。1 週間分の注文の仕方が商品のロス削減や地産地消に結びつけやすく、安定価格

にも繋がっている。 
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＊パルシステムグループと連携した活動を行っている。 

・「森の産直」南都留森林組合と森林分野での産直協定・石けんシャンプー・コンディショナー・

エコドライブ運動・環境こどもまつり・紙パック等リサイクルの学習・田んぼの生き物観察・

出前講座 

 

 ＊これまでの技術では出来なかったペットボトルの再生に成功し、取り組んでいます。実は、国

内で回収されたペットボトルのほとんどは、プラスチックシーやフリースなどの被服や建築資

材になっています。また、回収された PET 原料が海外に流出し、国内での資源循環は充分では

ありませんでした。しかし、ようやくペットボトルからペットボトルへ再生するための技術が

追いついてきたこともあって、再生原料 100％での製造が可能になったことなどから、今回こ

の取組みを始めるとのことでした。 

 

＊資源回収に対して 

紙パック等～トイレットペーパー ティッシュペーパー 

商品カタログ等～商品カタログや紙に 

外箱～外箱として再使用 

お料理セットトレー～ 食材セットのトレーに再生 

たまごパック～新しいたまごパック用の紙に再生 

プラスティック類～プラスティック製品に再生 

リユースビン～洗って繰り返し使用 

 

■全体的な感想 

＊小規模ながら環境を重点的に生産活動をしている方々にも光が当たる様な方法があればと思い

ます。 

 

＊営利目的でなく、組合員の方の食の安心・安全を守るため、さらには環境へ配慮した製品の開

発、提供を通しての地域・環境・社会への貢献活動を行っていることが、今回の視察を通して

理解できた。利用したことのない人、趣旨を理解しない人にとっては、ネットスーパー等と比

較して、利便性などで今後苦戦することが予想される。その辺は十分承知のようでしたので、

今後も組合の広報活動、利便性向上に取り組んでいかれることと思う。 

 

 ＊環境に配慮した事業所の取組みについて、その実態を見るべく調査いたしましたが、私達が想

像していた以上に進んでいたし、しかも積極的にかかわっていこうという姿勢に、驚きもした

し学ぶところとなりました。事業所によっては温度差もありますが、これからは、行政、事業

者、市民と一体となって、環境対策に取り組む必要性を強く感じた次第であります。 

 

＊地域・活動の支援、環境の取り組み、宅配等を通しての地域や暮らしに対する活動、産地直結

と食の安全、人と人とのつながりのある事業所でした。 


