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はじめに
近年、資源枯渇や温暖化をはじめとする地球環境問題はますます厳しさを増しており、これに伴い
企業の社会的責任が増大し、法令対応に留まらない自主的かつ積極的な取り組みが求められていま
す。国際的には、2015年9月に国連で採択された「持続可能な開発目標：ＳＤＧｓ（Sustainable
Development Goals）」や2015年12月にCOP21で合意された温暖化対策の新しい枠組み「パリ協定」の
発効などを受け、経済や環境に大きな影響をもたらしています。
一方、中小企業を取り巻く環境は、経済のグローバル化や少子高齢化の進展などにより経営課題
が山積しています。また、地球環境問題への対応を巡る国内外の動向は、バリューチェーンが重視さ
れる中、競争力確保の観点から重要な経営課題となってきています。
本調査では、こうした厳しい環境下にある東北地域の中小企業が、環境マネジメントシステム
（Emvironmental Management System：EMS）の導入を通じて環境を切り口とした経営課題の克服や新
たな経営戦略の創出に向けて取るべき有益な方策について、「アンケート調査」、「事業者ヒアリング」
などの結果を基に「環境マネジメント検討会」を設置、検討を行ってまいりました。
検討結果については、「EMS導入をもとにした経営力強化・経営課題への対応と今後の展開」とし
てとりまとめましたので、経営力強化の一助としてご活用いただければ幸いです。
最後に、本調査の実施にあたっては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 政策研究事
業本部 環境・エネルギー部 主任研究員 奥野麻衣子氏をファシリテーターに迎え環境マネジメント
検討会を設置し、東北管内の企業の方々から貴重なご意見等を頂戴しました。ここに関係いただいた
皆様のご協力に対して深くお礼申し上げます。
平成30年３月
東北経済産業局 環境・リサイクル課
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第 1 章 調査の概要
1.1. 調査目的
近年において、環境負荷の低減を求める社会的ニーズの高まりを受け、環境関連規制は年々高度
化・複雑化を続けており、事業者に期待される役割は拡大している。
他方で、少子高齢化と競争の国際化が進むことで特に中小事業者を取り巻く経営環境は大きく変
化しており、環境負荷低減対策を進める上でも、経営資源の効率的な運用に対し、より一層の効率化
が求められている。
これらを踏まえ、環境保全への取り組みを企業が経営戦略と共に検討し、公害防止等の環境対策
を講じるために必要な環境マネジメントの手法・あり方を探り、東北管内中小企業において効果的な
導入方法等を検討すると共に、セミナー等で展開、発信する。
また、環境報告書作成に向けた課題と手法を整理し、企業内における環境意識を高めることで、厳
しい事業環境下で経営の効率化が求められている中小企業の産業公害防止管理の一層の向上を図
る。

1.2. 調査方法及び内容
本調査では、東北地域における中小企業において、効果的なEMSの導入方法等を検討するため、
仕様書に基づき、東北地域環境ビジネスフォーラムを中心に参加者を募集し以下（１）～（４）の事業を
実施した。
なお、業務の遂行にあたっては、東北地域の中小企業等の環境経営の実態に精通しているNPO
法人環境会議所東北に一部業務を外注し、現地知見及び対応力を活かした事業運営形態のもと調
査を行った。
【事業スキーム】
中小企業等の公害防止管理のための効果的な環境マネジメント導入検討調査
※平成２９年度中小企業等産業公害防止対策調査事業

【第１回環境経営セミナーの実施】
・環境経営先進事例企業の講演 ・各環境マネジメントシステムにおける特徴等の紹介 ・東北管内企業の取組事例発表

【東北管内企業の環境マネジメントシステム導入に関するアンケート調査】
・第１回環境経営セミナーの聴講者を対象に、環境マネジメントシステム導入の可否、導入状況、方法、効果、課題、
今後の取り組み等を把握
⇒ 求められる環境マネジメントシステムの種類や導入方法等を取りまとめ

【環境マネジメント検討会の実施】
・環境経営の具体的事例の分析と効果的な環境マネジメントのあり方等について検討

【第２回環境経営セミナーの実施】

【環境ビジネスワークショップin東京の実施】
・マッチングによる東北地域の環境ビジネス販路拡大支援
①環境ビジネス特別講演
②東北地域企業（３社）によるプレゼンテーション
③名刺交換会（プレゼン企業ブース設置）

・環境経営先進事例企業の講演
・環境経営検討会の成果発表
＜カテゴリ＞
①人材育成・組織体制
②見える化・数値化・情報開示
③環境配慮製品開発
④投資と回収

地域産業の競争力強化
図表 1-2-1 平成 29 年度事業スキーム
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（１）環境経営セミナーの実施
東北地域の中小企業等を対象に環境経営セミナーを年2回（7月、2月）開催し、公害防止管理を
はじめとした環境マネジメントについて先進企業の講演を行うとともに、企業が求める環境マネジメ
ントについて聴講者向けにアンケート調査を実施した。
第1回環境経営セミナーは、環境経営先進企業（大企業）の事例紹介の他、各EMSにおける特
徴を紹介し、中小企業向けにメリット及びデメリット並びにコスト例等、導入における留意点につい
て説明を行った。また、東北管内中小企業においてEMSを導入し、環境経営に取り組んだ事例を
発表し、環境対策・環境経営の効果的・効率的な手法導入について検討するための意見交換を行
った。
第2回環境経営セミナーは、環境経営先進企業（大企業）の事例紹介の他、「環境マネジメント検
討会」の成果発表として、東北管内中小企業がEMS導入・見直しを効果的に行うための留意点やノ
ウハウ及び環境報告書作成の取組事例等について発表した。

（２）東北管内企業のEMS導入に関するアンケート調査の実施
東北管内の中小企業が環境経営への取り組みを経営戦略と共に検討するにあたり、EMS導入に
おける課題を明らかにするため、アンケート調査を行った。
アンケート調査の対象は、第１回環境経営セミナーの参加者とし、EMS導入の可否、導入状況、
方法、効果、課題、今度の取り組み等について調査し、求められるEMSの種類や導入方法等につ
いて取りまとめた。アンケート調査は、東北管内の中小企業（ものづくり・サービス企業等）を中心に
100社を対象とし回収率は下限50％を満たした。
（３）環境マネジメント検討会の実施
公害防止管理をはじめとした環境経営先進企業と環境マネジメントへの取り組みに積極的な東
北管内の中小企業等を主なメンバーとして、「環境マネジメント検討会」を平成29年9月に設置し、
年4回（9月、10月、11月、1月）開催し、環境経営の具体的事例の分析と効果的な環境マネジメント
のあり方、組織体制等について検討を行った。
また、中小企業の組織内部の環境意識を高めると共に、ステークホルダー等に対して環境に関
する取り組みを公表する環境報告書を作成するにあたり、その課題と手法について検討を行った。
（４）環境ビジネスワークショップ in 東京の実施
環境規制・資源制約等に対応する公害防止管理・環境経営に資するための一助として、環境ビ
ジネスを展開する東北地域の中小企業が、東京の中小機構セミナールーム（TIP*S）にて、自社の
調和型製品、サービス等の導入について紹介し、環境ビジネスを効果的に活用した環境対策手法
を広く提供するとともに、環境ビジネスパートナーとの連携に繋げるため、環境ビジネスワークショッ
プin東京を1月に開催した。
（５）報告書の作成
本調査にて実施した内容をとりまとめた調査報告書（本書）を作成した。
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第 2 章 環境経営セミナーの実施
東北地域の中小企業等を対象に環境経営セミナーを年2回（7月、2月）開催し、公害防止管理
をはじめとした環境マネジメントについて先進企業の講演を行うとともに、中小企業が求める環境
マネジメントについて聴講者向けにアンケート調査を実施した（アンケート調査結果は次章に記
述）。

2.1. 第 1 回環境経営セミナー 開催概要
第１回環境経営セミナーでは、環境経営先進企業（大企業）の事例を紹介する他、各EMSにお
ける特徴を紹介し、中小企業向けにメリット及びデメリット並びにコスト例等、導入における留意点に
ついて説明を行った。
また、東北管内中小企業のEMS導入状況や環境経営に取り組んだ事例を紹介し、環境対策や
環境経営の効果的かつ効率的な手法導入について情報提供を行い、名刺交換会において参加
者との意見交換を行った。
2.1.1. 開催概要
日時：平成 29 年 7 月 28 日（金）13：30～17：00
会場：TKP 仙台カンファレンスセンター ホール 4B
宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-3 ソララガーデンオフィス 4 階
参加者：81 名（申込数 83 名、名刺交換会 19 名）
プログラム：
・開会挨拶
経済産業省 東北経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・ﾘｻｲｸﾙ課長 鈴木 宏
・基調講演「デンソーの環境経営「デンソーエコビジョン 2025」」
株式会社デンソー 安全衛生環境部長 棚橋 昭 氏
・各 EMS の紹介「環境マネジメントシステムと環境経営」
NPO 法人 KES 環境機構 専務理事 津村 昭夫 氏
・取組事例紹介「AOBA が取り組む環境経営と EMS」
株式会社青葉環境保全 代表取締役 佐藤 仁 氏
・名刺交換会

2.1.2. 講演内容
（１）基調講演「デンソーの環境経営『デンソーエコビジョン 2025』」
株式会社デンソー 安全衛生環境部長 棚橋 昭 氏
株式会社デンソーは自動車関連部品の製造が主な事業であり、その他には QR コードリー
ダーや産業用ロボットの製造も手掛けている。また、近年では微細藻類のバイオ燃料化や
ドローンの姿勢制御技術の開発等の新たな事業にも取り組んでいる。
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従業員数はおよそ 15 万人、連結子会社は国内外合わせて 190 社程であり、2016 年度の
連結売上収益は約 4 兆 5000 億円に上る。安全・環境に関わる部署は、元々生活推進センタ
ーの一部であったが、環境経営を推進していく上で、本部としての必要性から 2 年前に副
社長直轄の部署となった。
デンソーは環境経営の目標として「エコビジョン 2025」を掲げている。この目標は、2050
年を見据えた 2025 年までの短期的な目標として掲げられ、3 つの目標と 10 のアクション
を設定している。
3 つの目標とは、①エネルギー1/2、②クリーン 2 倍、③グリーン 2 倍である。「エネル
ギー1/2」には、究極の燃費性能、ミニマム CO2 モノづくり、低炭素な暮らし・移動、「ク
リーン 2 倍」には、エコマテリアル・ローエミッション、ミニマム環境負荷生産、環境意
識・知識・スキル、「グリーン２倍」には、新グリーン・テクノロジー、緑・自然豊かな
職場、環境社会貢献アクションが設けられ、全てに共通するアクションとして環境価値創
造のマネジメントがある。
具体的な取り組みとしては、製品開発の場では、燃費効率の高い自動車のためのより小
型の自動車部品の開発等がある。製品 EMS を導入し、製品の企画から流動までの各節目で、
その製品が本当に環境に配慮されているものなのか見直しを行っている。
また、環境価値創造マネジメントでは、自動車部品が、走行時に環境負荷削減にどの程
度貢献しているかを評価できるようになり、その結果は設計者のモチベーション向上に繋
がっている。工場では、エネルギーの供給と需要の情報を繋ぎ、エネルギー利用の効率化
を目指して「ジャスト・イン・タイム」の概念を取り入れている。他には待機電力の削減
やエアーコンプレッサーを必要な分だけ使用することにより、省エネを推進している。
また、デンソーは、地域に親しまれる緑づくりとして 2006 年から「デンソー緑のプロジ
ェクト」を立ち上げ、様々なフィールドで植樹活動に取り組んでいる。2012 年からは 4 年
をかけて、元々松林があった場所に日本原産種のアジサイを植え、その場所で地域特産の
抹茶を提供する活動を行っている。その他にも、例えばグリーンカーテンでは、収穫した
ゴーヤを社員食堂や地域の幼稚園、お客様などに提供している。
これらの取組を通じて、日経リサーチ「環境経営度調査」（2017）企業ランキングでは
4 位に位置づけられ、2050 年を見据えた「エコビジョン 2025」で具体的な目標を立てたこ
とが外部評価されている。今後も環境への取り組みを続けていくことで、2050 年にも愛さ
れる企業を目指している。
（２）各 EMS の紹介「環境マネジメントシステムと環境経営」
NPO 法人 KES 環境機構 専務理事 都村 昭夫 氏
KES 環境機構は、京都の企業に対して EMS 認証を行う団体である。1997 年に COP3 で京都
議定書が採択されことを踏まえて、京都を議定書発祥の地の先進環境都市として推進して
いくため、環境経営規格である ISO14001 の普及を目指したが、認証コストが高い等の理由
から、中小企業では取得が進みにくい状況にあった。そこで中小企業を対象にした EMS 規
格である KES を構築し、その認証団体として KES 環境機構が誕生した。2001 年から活動を
開始し、2007 年に NPO 法人として登録されている。
KES の主な特徴は、シンプルで低コストの規格だということが挙げられる。前述したよ
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うに、中小企業への ISO の推進を目標としているため、ISO を踏襲しつつも中小企業が取
り組みやすい規格内容となっている。
例えば、ISO で使用されている「環境側面」という言葉を「環境影響項目」に言い換え
て、普段環境に馴染みのない企業でも理解しやすくしたり、取り組みの段階を 2 段階に分
けたりして、小規模の企業や団体でも取り組みやすい認証になっている。加えて、KES で
は初期の段階から EMS に加えて、環境経営や社会貢献に資するパフォーマンスも盛り込ん
でいる。
また、安価な審査料を実現させるために、審査員にはボランティアで活動してもらうこ
とを求めており、パフォーマンスについても審査員は企業と共に考えて審査を進める企業
目線を大切にしている。
KES 環境機構の取り組みは、日経エコロジーをはじめとした様々なメディアにも関心を
持たれている。それらの取材によれば、大企業が ISO の取得を進める一方で、日本の企業
の 99%は中小企業であり、地域レベルでの EMS の重要性が示唆されている。現在、全国で
22 の組織が KES 環境機構と協働して活動を行っている。
EMS に関わる認証としては、KES の他にも「エコアクション 21」や「エコステージ」な
どの認証が存在する。エコアクション 21 は、環境省が推進する認証であり、主な特徴とし
ては二酸化炭素や廃棄物の排出量、総排水量、化学物質使用量といった環境負荷の度合い
を把握し、削減していくことが課されている。それに対して、エコステージの特徴は、取
組のステージが環境経営の導入、基礎、成熟、システム構築とパフォーマンス改善、CSR
の実現まで 5 段階に分かれており、企業の体力や目的に応じて選択できることである。
環境は絶えず変化しており、企業は環境に対応していくためにも取り組みをより発展的
なものにしていく必要がある。KES 環境機構は、持続可能な発展のため ISO14001 と連動し
た 2 つのステップで運用を行ってきた。環境悪化が進み、より一層の環境制約が厳しくな
った状況に鑑み、「ISO26000」と「ISO50001」という新たな環境規格が誕生する。ISO26000
はあらゆる組織が共通の責任を持ち、持続可能な発展への貢献を最大化させるものであり、
一方 ISO50001 はエネルギーパフォーマンスに特化した規格である。これらの新たな規格に
対応するため、KES 環境機構は「ステップ 2SR」、「ステップ 2En」という発展的な規格を
設け、環境の変化に合わせた規格に変更した。
近年では、パリ合意や SDGs の策定を経て、新たな国際的な取り組みが始まっている。KES
環境機構でもこの流れに合わせて、パリ合意や SDGs に対する企業や組織の在り方について
の活動を行っている。
（３）取組事例紹介「AOBA が取り組む環境経営と EMS」
株式会社青葉環境保全代表取締役 佐藤 仁 氏
青葉環境保全は、浄化槽の保守点検、上下水道の清掃、一般・産業廃棄物の収集等の事
業を行っている。2005 年にみちのく EMS を一度取得したが更新をしなかった。その理由と
して、みちのく EMS の運用が面倒になり持っていることに意味を見出せなかったことが挙
げられる。
しかし、2011 年に起こった東日本大震災がきっかけとなり、2013 年に再度取得し、現在
まで運用を行っている。青葉環境保全も直接的な被害を被ったと同時に、従来の企業経営
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を続けて行くことに得体のしれない不安を覚え、危機感を抱いた。加えて、同業他社が ISO
等の取得を通して社会へアピールし始めたことも契機となった。
これらの背景を踏まえ、青葉環境保全では、EMS への取り組みが急務となり、再度みち
のく EMS の取得を目指した。数ある認証の中で、みちのく EMS を選んだ理由は、ISO に比
べて費用が安いこと、地元認証であること、また社内の人材が取り組みやすい認証だと言
ったこともあり、ローカルな認証ならではの利点があったと言える。
実際に、システムの構築・運用が上手くいった背景として、みちのく EMS の担当者がコ
ンサルタントとして企業に寄り添い、2 人 3 脚で取り組んだこと、構築担当者の存在が大
きかった。そのお蔭で、企業の特徴に合った「活きたマニュアル」の作成に繋がった。そ
の他、エコアクションとの相互認証や優良産廃処理業者認定の取得に際しても、その担当
したコンサルタントの力が大きかった。
みちのく EMS の運用にあたっては、業務内容を項目別に整理し、情報の「見える化」を
行った事に加えて、現場レベルで情報共有を行い、理解を深めてこられたことが大きかっ
た。現場レベルの取り組みで重要だったのは、1 つは環境管理の責任者に現場の人間を登
用したことが挙げられる。現場を知る人間が責任者となることで、実情に即した課題やそ
の解決に動くことができた。その他、月に数回行われる「みちのく EMS 会議」では、現場
教育に関わる取組みの一貫として、部署全体で日々の業務の安全衛生や基準の確認につい
て EMS と連動したミーティングを開き、現場レベルでの習慣づけを行っている。他にも、
安全運転エコドライブ推進システム「ECO-SUM（エコサム）」を導入し、運転の「見える化」
を行い、社員間でのコミュニケーションを活発化させることも効果的であった。
青葉環境保全では、環境配慮型車両の導入、環境指標生物の「ミツバチ」を自社のシン
ボルとするなど、様々な取り組みを行っている。みちのく EMS の取り組みは環境経営を行
っていく上で重要な基礎となっている。

図表 2-1-1 第１回環境経営セミナーの様子

図表 2-1-2 名刺交換会
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2.1.3. 聴講者アンケート調査結果
（１）アンケート調査概要
日 時： 平成 29 年 7 月 28 日（金）13：30～17：00
場 所： TKP 仙台カンファレンスセンター ホール 4B
申込数： 83 人、 聴講者数：81 人、 名刺交換会参加数：19 人
回答数： 66 人 （回答率 81.5％）
設問2 本日のセミナーについての感想

設問1 このセミナーを何でお知りになりま
したか？
N=69
40

N=61

33

あまり参考にな
らなかった
2%

30
20

16

11
10

6

2

0

0

まあまあ参考に
なった
39%

1

設問4 講演「環境マネジメントシステムと環境経営」
についての感想

設問3 基調講演「デンソーの環境経営
「デンソーエコビジョン2025」」についての感想
N=64

あまり参考にな
らなかった
6%

あまり参考にな
らなかった
6%

N=63

とても参考に
なった
45%
まあまあ参考に
なった
49%

まあまあ参考に
なった
とても参考に
31%
なった
63%

設問5 講演「AOBAが取り組む環境経営とEMS」
についての感想
N=51
あまり参考にな
らなかった
2%
まあまあ参考
になった
37%

とても参考に
なった
59%

とても参考に
なった
61%

図表 2-1-3 アンケート調査概要
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設問 6. 感想や意見
①セミナー全体に対する感想
・企業の新たな取り組み、環境トレンドを知る事ができた。
・企業経営と環境経営の関連が理解できた。
・各社の実際の取り組みや導入のし難しさ、楽しさを知る事ができ勉強になった。
説明資料、説明手段に工夫があり良かった。ISO14001、2015-9-15 改正内容のポイント
が理解できた。
・パリ協定 SDGs が提示され、
新しい環境経営が求められている社会の流れを学習できた。
・弊社の全社の今の取り組みを続けて行く事が重要と感じた。
・目標の視点の切り替えが継続に繋がる。
・顧客企業への情報提供の参考にさせていただきます。
・紙・ゴミ・電気が限界に達しているという認識は当社だけではないと理解した。
・産業構造が自動車関連に集中する感が強く、そこに関係する企業で環境経営をどのよ
うにして行くか、機会があればまた同じようなセミナーに参加したい。
・排出物処理に関わる内容も大変良かった。
・大企業の取組みは中小企業で参考にするのは難しい。
②基調講演「デンソーの環境経営「デンソーエコビジョン 2025」」について
・本日のデンソー様の基調講演は環境に関する取組が分かりやすく、とても良かった。
・建設業に携わる我社は、他社よりトヨタ自動車関連の仕事が多く、大変参考になりま
した。環境保全に対する取組み内容は到底叶わないが、大企業が行っている取組みがど
のようなものなのか、色々な方が周知できる事が肝心であると考える。
・デンソーエコビジョン 2025 を聞いて、マンネリ化状態から目指すべき方向性が示され
ているよう感じられ励みになった。
・デンソーのグリーンカーテンを導入してみようと思った。
・大企業のデンソー様のグローバルな取り組みが素晴らしいと思った。
③講演「環境マネジメントシステムと環境経営」について
・KES が目的・目標の変更を目指し環境の変化に合わせた規格になっていることを知った。
・KES の説明と資料が合致していない(不足)ので分かりづらかった。
・EMS についてもう少し詳細を聞かせていただけると良かった。
④講演「AOBA が取り組む環境経営と EMS」について
・AOBA のイメージ戦略(キャラクター)
・AOBA 佐藤仁代表の取組事例紹介は、佐藤代表の誠実さが全面に出ており、内容につい
ても非常に参考となりました。とても良かった。
・AOBA 様の実例はとてもわかりやすく良かった。ありがとうございました。
・AOBA 組織長の理解はもちろんだが、「メンバー一人一人が自分で考え理解して活動す
る…」という部分が共感できた。今立ち戻って、同様の活動をしなければならない
と思った。
・青葉環境保全様の地道な取り組みに敬意を感じた。
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（２）アンケート調査分析
・「第 1 回環境経営セミナー」聴講者アンケートを実施したところ、81 名中 66 名から回
答を得た（回収率 81.5％）。
・本セミナーに参加し、9 割が参考になったと回答した（とても参考になった 5 割、まあ
まあ参考になった 4 割）。[設問 2]
・講演プログラムでは、基調講演「デンソーの環境経営「デンソーエコビジョン 2025」」、
講演「環境マネジメントシステムと環境経営」、講演「AOBA が取り組む環境経営と EMS」
のいずれにおいても 9 割以上が参考になったと回答した。[設問 3-5]
・セミナーへの感想では、「紙・ゴミ・電気が限界に達しているという認識は当社だけで
はないと理解した」、「企業の新たな取り組みや環境のトレンドを知る事ができた」、
「関係する企業で環境経営をどのようにして行くか、機会があればまた同じようなセミ
ナーに参加したい」等の声が寄せられた。
・新たな環境経営が求められる社会の動向を認識し、EMS の取組においては共通の課題認
識を持ちつつも、他社の取組を参考に取り組もうとする企業の意欲が伺える。
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2.2. 第 2 回環境経営セミナー 開催概要
第 2 回環境経営セミナーでは、環境経営先進企業（大企業）の事例を紹介する他、東北管
内中小企業が「環境マネジメント検討会」の成果発表を行い、EMS 導入・見直しを効果的に
行うためのポイントやノウハウ及び環境報告書作成の取組事例等について発表した。

2.2.1. 開催概要
日時：平成 30 年 2 月 28 日（水）13：30～17：00
会場：TKP ガーデンシティ仙台（アエル 30 階）ホール 30B
宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1
参加者：80 名（申込数 89 名、名刺交換会 19 名）
プログラム：
・開会挨拶
経済産業省 東北経済産業局 資源エネルギー環境部長 瀧川 利美
・第 1 部 特別講演
特別講演「日立グループの環境戦略」
株式会社日立製作所 CSR・環境戦略本部副本部長 小野寺 浩幸 氏
・第 2 部 パネルディスカッション
環境マネジメント検討会成果発表
「環境マネジメントシステムを活用した経営力強化の検討結果について」
(ファシリテーター)
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 政策研究事業本部
環境・エネルギー部主任研究員 奥野 麻衣子 氏
(パネリスト企業)
株式会社青葉環境保全

代表取締役

佐藤 仁 氏

ミカド電装商事株式会社 代表取締役社長

沢田 秀二 氏

有限会社三立

第二製造部 OM 課課長

阿部 英治 氏

本山振興株式会社

取締役総務部部長兼事業推進室室長

本山 泰督 氏

株式会社さんのう

代表取締役社長

海老澤 恒美 氏

有限会社千田清掃

代表取締役

千田 信良 氏

・名刺交換会

2.2.2. 講演内容
（１）第 1 部 特別講演「日立グループの環境戦略」
株式会社日立製作所 CSR・環境戦略本部 副本部長 小野寺 浩幸 氏
プロフィールにあるが私自身は宮城県気仙沼市の出身で、高校時代まで住んでいた。株
式会社日立製作所に入社して 35 年になるが、なかなか仙台に来る機会に恵まれずにいたの
で、本日のお招きを嬉しく思う。
環境戦略というと仰々しいが、今回は EMS がテーマということで、かみ砕いてお話しし
たいを思う。日立グループは全世界に 30 万人以上社員がおり、製品も多岐にわたり製造し
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ているので、なかなか内部の人間でも業容がつかみにくいところがあるが、企業として注
目されていることもあり、環境には真摯に取組んでいる。
日立グループの従業員数は日立製作所単体で 6 万 5 千人程、グループ連結で 33 万人強で
ある。数年前までは従業員数が 35 万人、会社数も全体で 1,000 社を超えていた。最新情報
として国内は 200 社、国外は 650 社ほど。売上は、9 兆 1 千億円である。
売上の部門別で大きいのは情報通信、社会産業、電子システムや高機能材料などで、社会
産業としては新幹線も作っており、最近ではヨーロッパにも鉄道産業を展開している。馴
染み深いところではエレベータやエスカレータ、シャベルなどの建設機械。また、高機能
材料では、日立グループ内に日立金属という鉄鋼会社と日立化成という化成品の会社もあ
る。オートモーティブシステムでは車本体は作っていないが、部品を世界の大手企業に納
品している。生活エコシステムは家電で、洗濯機、冷蔵庫、掃除機が主力である。その他、
医療機器や発電事業もある。原子力・火力発電については三菱重工との合弁で関わってい
る。世界的な動きとして、米国の GE は火力発電事業から撤退する方向性を示しており、世
界的にはクリーンエネルギーの方向に向かっている。
環境への取組について、COP21 での 2050 年までに 2℃抑えるという合意、2015 年策定の
SDGs など、国内外の趨勢がある。
日本の目標にある 2030 年 26%削減(2013 年比)と「2050 年 80%削減」は、2050 年の方に
基準年度がないことに懸念がある。
日立は 2008 年リーマンショックの際に、7 千 800 億円の赤字を出した。その赤字額は不
名誉な記録で、よく比較対象で使われている。その後、家電など汎用品事業は、海外との
競争力の問題で切り離しており、社会イノベーション事業に移行することで対応している。
日立の環境戦略は、環境ビジョン（日立が環境経営でめざす姿）、環境長期目標（日立環
境イノベーション 2050）、環境行動計画（3 年ごとの実行計画）という構造で考えられた。
他の企業でもおよそ同じ内容の環境目標を掲げていると思うが、日立の環境ビジョンが目
指す社会は、「低炭素社会」、「高度循環社会」、「自然共生社会」の 3 つ。それぞれに
取組み方針もまとめあげ、2016 年 9 月に公表した。
低炭素社会については、2030 年度に 50％、2050 年度には排出量 80％削減を目指す、高
度循環型社会については水や資源利用率の向上、自然共生社会については、生物多様性に
関する点で業種的に目標設定が難しい部分で具体的数値は未定である。
低炭素社会に向けた取組みとして、プロダクト・サービスの高効率化は継続して行って
おり、低炭素エネルギー供給では、クリーンエネルギー推進ということで洋上風力発電な
どの事業に注力していく方向である。革新的技術・ソリューションについては、具体的な
目標はあるが、2050 年の革新的技術は想像もできないので、今後、方向性が変わる可能性
はある。
個別の取組みとして、低炭素社会の目標については、事業構造の低炭素移行をはじめ、
環境負荷の削減に寄与するデバイス・材料の開発、低炭素社会に向けた取組みなどを行う
ことで CO2 の削減を目指す。80％削減というのは非常に難題である。極端な対策として、再
生可能と原子力エネルギーだけ使用すれば CO2 はゼロにはなるが、そう簡単な話ではなく、
我々としては消費するエネルギーを削減していく方法として、バリューチェーンで減らし
ていく方法が有効と考える。製品のライフサイクルで見てもお客様が使う製品が 9 割を占
めている。この方法で世の中に貢献していく。
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高度循環社会の取組みでは、製造において、日常的な不良品や廃棄物を削減すること、
世界的に見ると水不足の問題があるので、特に海外の工場では水の使用量削減は必須であ
り、工場内での完全循環システムを採用している。中国では環境管理が特に厳しくなり、
抜き打ちで採水の検査があり、基準値を守らないと厳罰に処される。他には、製品を通じ
ての取組みとして、衛生通信を通じて緑地の変容などをモニタリングするなどの技術をも
って貢献することを考えている。
SDGs の策定後、17 個の目標について、各国で取組みの推進や強化が叫ばれている。日立
としては、来年あたりに業容から考えた強化すべき目標を選定して公表があると思う。
日立の環境管理体制では、「サステナビリティ戦略会議」は社長が議長を務め、経営会議
メンバー、執行役員などで構成されている。このレベルで示された方針をその下に位置す
るサステナビリティ推進委員会やエコマネジメント委員会、さらに CSR などの各会議体で
計画・実施・評価を行う体制である。
環境マネジメントの取組みでは、ISO14001 取得社数が 250 社、環境パフォーマンスデー
タの管理として、直接、いつでも情報の登録や更新ができるシステムがあり、吸い上げた
データは CSR・環境戦略本部が集計や分析を行っている。
環境活動の評価制度では、環境活動を総合的に評価する「通信簿」となっている。環境行
動計画の目標を 6 つのカテゴリー（地球温暖化防止、環境マネジメントなど）に分類して、
ポイント制で達成度を評価している。評価しやすいというメリットもあり、この取組みは
中身を変えながら 20 年近く続けている。
電器業界では、特別なことではないが、環境配慮設計アセスメントも行っている。製品・
サービスの設計における環境影響評価（気候変動、資源枯渇、環境汚染に関する影響）を
行う。
「セレクト」というエコファクトリーとエコオフィスを認定する制度の取組みでは、
高いレベルで環境配慮活動を推進し成果を上げた事業所を認定している。独自の基準では
あるが、2016 年度まで 70 社程、認定された。
環境教育では、階層教育を行っているが、全社員に対して、日立グループが掲げる環境
目標をどう理解しているかを E-ラーニング形式で、年に 1 回受けてもらっている。現在、
日本語、英語、中国語で配信している。
資料には載ってないが、日立グループでは業務監査がある。監査室との連携で、環境に
関しては我々の部署が委託を受けて、世界各国の事業所、工場を対象に 3~4 年に 1 回の監
査を行っている。特に、コンプライアンス、ガバナンスについて監査している。以前は、
海外の現場になると本社からの伝達事項が伝言ゲーム的になり、末端では全く理解されて
いないことがあった。監査方法は、独自のフォーマットがあり、監査の中身を点数化して、
各社の社長に伝える。コンプライアンスで大事なのは、法律の理解の度合いである。日本
では条例があるので、法律は理解していたが、条例は知らなかったという例も多々あった。
条例には上乗せ基準などもあるので、しっかり見ることをおすすめする。
環境リスク・機会への対応については、事業部の社員に将来の環境リスクを問うと現実
味がなく、目の前の仕事に気を囚われがちであるため、中・長期で考えることが困難のよ
うである。それを踏まえて、今後、時間をかけて社員教育に落とし込んでいく。例えば、
収益責任を持つ担当者に 30 年後の事業の状況を聞いても答えられないが、気候変動に関し
て、30 年後に 2℃温度が上がったらどんなリスクがあるか？などを考えることは大切だと
思う。
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監査での実体験をもとに分かりやすい例を挙げると、工場などを訪れた時、機械などを
手で触って熱いと感じるくらい「熱を発する」ところは、電気やエネルギーの無駄がある
確率が高い。触って「ぬるい」くらいまで保温するとエネルギー使用量がかなり下がる場
合がある。エアーコンプレッサーも分かりやすい例で、配管からエアーが漏れていると当
然、エネルギーの無駄が出やすいのでこまめな点検などを行うことは有効である。
2005 年から、製品に含まれる化学物質を把握する動きが始まったが、日立でも 2002 年
からサプライヤーから納入される部品などに含まれる規制対象となるものは情報開示をお
願いしている。聴講者の中には、逆に情報開示を要求されることもあるかと思うが、シス
テマティックにやらないと人手もかかる難しい問題だと認識している。
その他、日立の環境コミュニケーションについては、HP で公開を行っているので、是非、
ご覧いただきたい。
今日の講演でのポイントは、監査とガバナンスの強化が挙げられる。ガバナンスについ
ては本社と工場間などで方向性が合っているかを確認する。講演資料では触れなかったが、
エネルギー削減については、先述の「熱を発するところ」に留意するなど「省エネチェッ
クシート」というものを作成して、150 程の工場を対象に実施している。チェック項目に
チェックしていくことで評価と「見える化」ができるのでおすすめしたい。

（２）第 2 部 パネルディスカッション
環境マネジメント検討会成果発表
「環境マネジメントシステムを活用した経営力強化の検討結果について」
・「環境マネジメント検討会」成果とりまとめの経過について
一般社団法人産業環境管理協会 地域・産業支援センター所長 壁谷 武久
本事業の開催事務局を務めており、パネルディスカッションの本編に先立って「環境マ
ネジメント検討会」の成果とりまとめについて説明申し上げる。
本事業の目的は、「環境」を切り口に中小企業が日頃の経営改善の推進の手法の一つと
して、EMS の導入を考える動機、取組み、工夫、成果や運用課題などを検討してきたもの
である。「紙・ゴミ・電気」などの取組み以外に企業にとって環境という切り口は、経営
強化などに役立つのかということを検討する上で、現場の第一線を仕切っている社長や担
当者の方々に参集していただいた。委員の各企業には検討会開催前にヒアリングに訪問し
ている。検討会では、頭で考えたことではなく、実際に行った事実を多数紹介していただ
き、開催回数は 4 回、毎回 2 時間を超える白熱した議論を行った。さらに、経営力の強化、
経営課題への対応策まで言及し、その成果を具体的なコンテンツとして本日の資料として
配布させていただいている。EMS 導入や継続における費用対効果、運用課題などつぶさに
記載してあるので参考にしていただきたい。
7 月開催の第 1 回環境経営セミナーのアンケート結果について、簡単に報告する。会場
でのアンケートの他、個別に調査票送付なども行い、東北 6 県に所在する企業から回答を
いただいた。回答数は 100 件。回答者の業種は建設業、製造業が多く、卸・小売り関係で
は途中で断念しているケースが見受けられる。従業員規模の大きな企業では、国際認証で
ある ISO 取得企業が多く、従業員規模が比較的小さな企業では、地域版 EMS の取得が確認
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され、ある程度普及していることが分かる。運用課題としては、圧倒的に認証継続の難し
さがあり、PDCA サイクルにおける改善を進める上で「紙・ゴミ・電気」をやりつくした後、
課題抽出に躓く傾向が顕著である。環境報告書の作成などにおける人材不足などの問題や
費用対効果については、継続のための審査料が高いなどのコスト面に関するコメントが多
かった。参考までに、本事業の環境マネジメント検討会委員の企業では、EMS にかかる費
用を必要経費とみなしており、どちらかというとコストパフォーマンス向上のための努力
が必要という認識であった。当初、期待した成果については、ほぼ得られているとの回答
であったが、継続の中でのマンネリ化や意識が薄れるなどの問題があがっている。今日の
発表では、経営力の強化・経営課題への対応まで具体的なお話があるので期待していただ
きたい。
・ファシリテーター 奥野 麻衣子 氏（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）
の自己紹介
4 回にわたりパネリストの方々とディスカッションを実施した。
長年、CSR や環境経営のコンサルティングや調査研究に携わっている。ISO 14001 の国際
規格改正にも直接携わった。ISO では、品質や環境のマネジメントシステム規格が増え過
ぎたので、整合をはかるプロジェクト会合（JTCG）が ISO14001 改定前の 2008 年からあっ
た。私はその骨子作りから関わっている。規格改訂の対応で悩ましい方もいると思うが、
「リスクと機会」のコンセプトが導入されたのは、実はそのタイミングである。しかし、
特別講演や冒頭の挨拶でもあったように、企業が事業における環境問題の影響を考えてい
くことは経営者にとって必須であるという趨勢は変わらず、いよいよ重要である。
では早速、パネリスト企業に発表をいただく。
・「EMS 導入による人材育成」
株式会社青葉環境保全 代表取締役 佐藤 仁 氏
企業における内部の話、人材のお話をさせていただく。弊社は、仙台市若林区に本社を
置き、私が 3 代目の代表で、現在、従業員数 50 名の事業規模である。県内の水処理や廃棄
物処理などの環境サービスを行っている。EMS 導入のきっかけは、2011 年の東日本大震災
である。当時、私は東京都内に住んでいたが、震災後に会社に関わることになり、社内で
の「見える化」の推進と、社会から求められる環境配慮への意識を表明するために取り入
れた。2013 年にみちのく EMS 認証を取得。また、2016 年にはエコアクション 21 との相互
認証制度にも取組み、認証されて、現在、環境省の優良産廃業者への登録に関する許可な
どのアップグレードを行っている。
EMS の導入により、顕著化したのは人材の問題であった。新たに人材を確保することは
困難であり、既存の社員が勉強して社内共有を図るのだが、明らかな業務負荷となってい
る。そこで工夫をしたのが、適材適所である。50 人規模の事業所では、現場の負荷につい
てのコントロールが大切で、感覚で仕事をしてきた社員が意識改革をすることは難しく、
現場とのパイプ役となる人物が必要であった。これは、年齢や役職は関係なく、個々の特
性を把握して、当事者意識をもってもらうことが重要である。場合によっては、個人プレ
ーで任せた方がいい場合であれば、そのようにさせる。例えば、情報管理の面で、IT に詳
しい人物に管財意識や情報漏洩等も勘案した上で、パソコン作業の専門エリアの構築と管
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理を任せた。今までは個々のスペースで作業していた者からはクレームもあったが、会社
としてより良い環境を目指すために方針を示せば、現場と衝突することもあるが、それも
良いことであると感じる。そして、個々の特性やスキルを現場に落とし込んで活用するこ
とが大事である。事故や失敗を共有して次の糧とするため、EMS をテーマに定期的に会議
を開催し、社内の意識レベルの向上などを図っている。
次に、「ECO-SAM（エコサム）」の導入についてである。弊所にとって、一番のリスクは
「事故」である。それに対応するため、エコドライブ推進システムを採用して結果を数値
化することで、個人の感覚に頼っていた運転技術の安全レベルを引き上げることができた。
長年の業務の中でマンネリ化は避けられないので、これらの事故防止や業務の安全を推進
する取組みを効率的に行っていくため、EMS の取組みとして位置付け、目標や結果を社内
掲示、帳票などでの可視化を進めてきた。また、EMS の継続審査などでは、外部への公表
を行うことで、安全面などにおける個々の「当たり前レベル」が確実に上がり、効果的が
あった。
EMS 導入の成果としては、社風や普段の業務の中で無理のない EMS の取組みを見つけて
いくことが社員の意識向上に繋がったこと、業務上のリスクを全員で把握し、対応する取
組みを推進することは経営活動に直結することが分かった。これらの活動に私のような会
社の代表が関わり、理解することは不可欠である。シンプルではあるが実行は難しい。
今後は、社員各人が個の力を効率的かつ有用に発揮できる環境をつくり、経営戦略につ
なげる。これは、今までに述べた内部向けの取組みを、今度は外部に展開したい。数値化
できない「人」の領域を重視し、長期的視野から、会社のあるべき姿を描く。これは、タ
イトルの通り、人を「財（たから）」として育てていきたい。
・
「EMS 導入により営業成績の見える化と営業マンのモチベーションアップを同時に解決！」
ミカド電装商事株式会社 代表取締役社長 沢田 秀二 氏
弊社は、昭和 23 年からライフライン、インフラを中心に時代に求められるエネルギー関
連商品を取り扱い、約 70 年続く電気工事業の会社である。世界トップクラスシェアの GS
ユアサの販売代理店、工事代行店で、東北 6 県、新潟、北関東エリアまでが営業エリアで
ある。取扱商品は、ビルなどの非常用、通信用の電源装置や太陽光発電システムの販売と
工事、最近ではエネルギーの有効活用などに関するコンサルティング事業も展開している。
EMS 導入の背景としては、まず、乱雑であった社内の書類保管や管理の状況を改善した
かったこと。そして、社員個々はしっかり自分の業務を遂行しているが、隣の人が何の業
務をしているのかが見えてこない、また、会社全体の状況や進捗が分からないという問題
点を感じ、業務の「見える化」を推進することが目的であった。さらに、公共工事等にお
ける入札加点も視野に置き、みちのく EMS の導入を検討した。はじめに内部監査員講座を
受講、その後、取り組む内容を検討する上で、EMS 構築のコンサルの方にも助言をもらい
ながら、約 1 年かけて認証取得に至った。
書類整理のこと 1 つをとっても、本来の業務に直結しない EMS のために管理をすれば、
業務負荷や手間になってしまうため、それを解決する方法を探すという課題があった。コ
ンサルの方から、EMS の目標は「仕事に直結するものがやりやすい」という助言があり、
「紙・ゴミ・電気」は採用せず、業務内容の中の「太陽光発電事業」での売上を上げるこ
と、イコールで再エネ利用の促進や環境負荷の低減、その地域の CO2 排出量削減への貢献と
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捉え、弊社の EMS で取組むべき目標とした。指標として採用したのは、販売・施工した太
陽光システムの総容量で、まず年間の販売目標を設定したら、販売したシステムを使用し
た場合の CO2 削減量を換算し、毎月の部課長会議で発表。社内共有を図ることで業務成果の
見える化を行った。昨年は 1 年間で 3,210t の CO2 削減をしたという結果が出たが、これを
分かりやすく言うと、日本人 1 人の年間排出量での換算では 1,600 人分。25m プール換算
で 3,350 杯、杉の木が年間に吸収する CO2 量に換算すると 23 万本に相当する。この結果を
聞いた社員達は、自分達の仕事が設備の提供だけではなくて、環境負荷低減、その地域の
将来の環境のために寄与しているという自信になり、モチベーションが上がったことは明
確である。EMS 導入の成果として、太陽光販売が環境負荷軽減に繋がり社会貢献となると
いう意識付けが全体のモチベーションアップに繋がった。見える化をすることにより、営
業成績もより明確になって営業メンバーや工事関係者も含めた関係者のやる気に繋がった。
難しく面倒に思えた EMS を業務に直結することで、業務負荷が減り、分かりやすくなった
ため、社内普及が容易になった。
今後の展開として、会社付近の清掃活動は、月 1 回から毎日の実施となり定着しつつあ
るので、今後は社会貢献事業として地域や外部からの信頼度アップに繋げたい。また、目
標として太陽光発電設備の販売量管理と同様に、省エネルギー診断で可能となった CO2 削減
量の管理を EMS に取り入れたいと考えて準備を進めている。業務に直結させる EMS の取組
みを管理することにより、環境経営に発展させたい。
・「環境情報開示による信頼度アップ」
有限会社 三立 第二製造部 OM 課 課長 阿部 英治 氏
弊社は山形県長井市にあり、職種は電気機器、事務機器の製造業である。何種類か事業
があるが、その中の「ガラスレンズの組立・調整・検査」が EMS の対象となっている。EMS
導入の背景は顧客からの要請で、EMS の種類もエコアクション 21 の指定があった。山形エ
コアクション 21 とは山形県独自のもので地産地消や水環境の保全項目が入ったものであ
る。取得時期は 2012 年。2014～2016 年、環境省の環境コミュニケーション大賞を受賞し
ている。課題として、取組みの見える化の推進がある。これは社内、外向けにおいてであ
る。成果確認のための数字だけでは分かりづらいこと、会社全社での取組みなので外部に
大きくアピールをしたい、社内への情報共有や浸透も確実に行うことが対応すべき課題で
あった。取組みとして、環境レポートの作成と公開を行い、顧客や地域へのアピールを図
り、社内への情報誌の発行により、環境への取組み状況や外部の環境情報の伝達を行って
いる。
環境への取組み結果をイメージしやすいように具体的な数字で表す工夫をした。排出量
の単位では馴染みがないため、人や自動車、家庭における排出量での換算で表記をしたり、
吸収量では杉の木の本数などで示すなどである。環境活動レポートの顧客配布、環境コミ
ュニケーション受賞による露出の機会も増えたので、逐次、その状況など社内共有を図り、
社員の励みになるように試みた。なかなか上手くいかなかったグリーンカーテンの取組み
については、環境省から効果的な運用をしている他県役場を紹介いただき、現地に出向い
たが、エコアクション 21 取得の役場であったので運用について情報交換の場を得ることが
できた。外部コミュニケーションから得た情報は、有益なものは社内掲示や情報誌（三立
環境通信）で伝達することで刺激を与え、優良な環境情報の取得により、社員から改善提
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案や、若手社員から積極的な意見が出るようになった。例として、社員の安全確保のため
の提案として、冬季の帰宅時の足元を照らす LED 灯の設置が採用となっている。また、社
内全員へ向けた「環境標語」募集などにより意識向上に繋がった。取組みの成果として、
身近な単位でもイメージが掴めるようになった。外部アピールを推進するための情報発信
で交流の機会を得た。外部情報のフィードバックにより社員の活動意識が向上したことが
挙げられる。
今後の展開では、EMS をベースとした環境経営の実現を図る。これにはエコアクション
21 の 2017 年版への早急な移行対応も含まれる。その他、現在、取組んでいる産業団地近
辺の環境整備（清掃、街路樹・花壇整備など）による地域コミュニケーションの促進。EMS
担当者である環境推進委員以外の若手社員からの意見も聞き、積極的な活用を行っていく
など、全体を巻き込むことによる活性化と環境意識の向上を進めていきたい。
・「エコデザインで新規事業開拓ゴミを 1/10 に削減して造るアミノ酸」
本山振興株式会社 取締役総務部長 兼 事業推進室長 本山 泰督 氏
弊所は仙台市青葉区に本社をおき、創業が昭和 19 年、以来、74 年の歴史がある。建築
設備工事の技術を基盤として「水・空気・熱に関する技術提案」を行う環境創造企業であ
る。事業内容はビル等の空調衛生設備工事、浄水場や水道本管の上水道工事、イノベーシ
ョンのある省エネ工事を行う機械プラント工事と機械販売を行う札幌営業所がある。特に
機械プラント工事を行う装置部門は熱・蒸気のコントロールに優れた技術を有しており、
主に製紙工場における紙の乾燥ユニットのドレネージ装置を設計、施工している。EMS 導
入の背景として、環境に対する企業の経営姿勢が問われる時代になってきたことと、宮城
県・仙台市の企業評価に関する評価基準への対応、得点の加点により、入札での競争力を
高めるために、みちのく EMS の導入を検討した。みちのく EMS 認証取得は、2010 年、トー
タルで 8 年間、2 回目の更新時期を迎える。主な課題として、紙・ゴミ・電気の削減から
得た「モッタイナイ」意識の事業への活用（事業開発）を挙げる。EMS の導入により、会
社の紙・ゴミ・電気の使用量が減少し、会社全体のコスト削減にも繋がった。これは、『コ
スト意識』＝『モッタイナイ』の意識が醸成されたことになる。一方、環境経営は経済、
すなわち製品開発など事業開発と両立する形で推進する必要があると認識をもっていた。
この 2 点が前段となって、注目したのは、栄養価の高いホタテのウロがカドミウム含有
の問題で焼却処分されていることである。「モッタイナイ」意識が「環境配慮製品」の開
発の着想となった。環境ニーズとして、ウロは年間 32,000t が発生、焼却処分され不法投
棄も問題になった。カドミウム問題があり、栄養価に対する有効なリサイクル方法が確立
されていない。カドミウム除去方法として、紙乾燥装置用給気・還水装置及び熱水製造装
置の応用の検討をした。ここに弊社のノウハウや技術シーズがあった。宮城県の補助金と
有識者などの助言を受けて高圧熱水処理機を開発するに至る。この装置で処理を行うこと
により、カドミウムを含む個体と栄養素の詰まった液体に分離され、液体の方ではカドミ
ウムが最終的に検出不可能値まで下回った。液体を有効活用することによりウロの排出量
が 10 分の 1 になる。その後、栄養の豊富な液体の有効活用を検討した。
実験で得られた結果や想定できる効果として、「①成長促進作用」実験結果では、水道
水、他社市販品の液肥と比較して植物の出芽期間が 5 日間短縮された。これは、製品回転
率向上に繋がる。「②果実の甘味向上」実験結果では、市販品のトマトの栽培において、
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水道水、他社市販品の液肥と比較して、それぞれ 1.6～1.7 倍以上の糖度（9.6％）になっ
た。これは、品質向上に繋がる。「③病気に強くなる可能性」今、注目されている病害体
制遺伝子の発現の可能性。これは、歩留りの向上に繋がる。以上が挙げられる。EMS など
環境配慮の取組みから資源のリサイクルと環境配慮製品の開発へ繋がった。ホタテのウロ
の排出量を 10 分の 1 に削減し、EPA・DHA・グリシンのアミノ酸を豊富に含む液体（環境配
慮製品）を作ることができた。また、環境ニーズに対応した弊社の技術シーズを元に開発
されたとも言える。
環境ニーズを掘り起こし対応することがビジネスに必要とされているが、顧客との対応
は「個と個」。環境ニーズへの対応は「個と社会」と考える。言い換えれば、環境とは社
会から求められている「社会ニーズ」への対応と言える。環境配慮の中にある「モッタイ
ナイ」にビジネスチャンスがあると考えている。今後は開発製品のブランドの方向性、商
品価値を検討し市場拡大に努めていきたい。
・「環境配慮型 遮熱塗料「サンシェルⓇ」のサービスの展開と課題
株式会社 さんのう 代表取締役社長 海老澤 恒美 氏
弊社は、ヒートアイランド現象など地球温暖化防止に寄与し、安心・安全・快適環境を
実現する環境配慮型遮熱塗料『サンシェルⓇ』の産学官連携で自社開発して、製造・施工・
販売を行う部門として、サンシェル事業部がある。その他、工事事業部として、塗装工事
全般、道路工事、アスベスト除去工事などを行っている会社である。EMS 導入の背景・目
的として、創業約 40 年を迎えて、会社、また社員に感じる業務に対するマンネリ化の打破
と建設業界における競争の激化に対応するため、技術の向上と社会的信頼などの企業価値
を高めること、そして、新規事業として展開している環境配慮製品『サンシェルⓇ』を通じ
た環境負荷低減のためのパフォーマンスとして、みちのく EMS の認証取得に取組み、2016
年に取得に至った。
経営課題としては、企業イメージのアップ、人材力の強化、経営基盤としての新規事業、
新製品開発が挙げられる。EMS 活動としても環境配慮製品の販売促進、市場拡大を目指し
取組む上で、課題として、環境面に貢献する環境配慮型遮熱塗料『サンシェルⓇ』に関する、
①市場での認知度不足、②省エネ効果特性等の訴求力不足がある。
『サンシェルⓇ』は、中空粒子という特殊樹脂の効果により、遮熱・断熱に優れており、
先行他社製品と比較しても遜色ない効果が得られると自負している。2017 年から市場参入
したが、この種の遮熱塗料自体の一般認知度が低い点と小規模企業が開発した商品への注
目度や宣伝効果は低いため、営業方法の強化と工夫が必要であると感じている。認知度の
向上のため、まず、新聞等メディアへの広報活動を行い、結果として、2 件商談があった。
また、展示会出展の機会を積極的に活用したが来場者の反応はよく、HP での情報発信の
結果、問い合わせが増え、海外からも商談の話が舞い込むという成果を得られた。
今後のさらなる展開のため、販売網などの営業体制と施工体制の構築の強化に努める。
省エネ効果特性等の訴求力不足に関する課題としては、営業体制の他、製品化したばかり
で先行他社と比較して実績データが不足している。対応策として、昨年、弊社の社屋屋根
に『サンシェルⓇ』を塗装して塗装前後の屋根裏の温度を比較する実験を行った。塗装前の
屋根裏温度は 50℃を超える値もあるが、塗装後はその効果で平均 30℃を推移している。塗
装することで 20℃程の遮熱効果を証明する良好な結果を得られた。
また、
未塗装に比べて、
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夏季のエアコン消費電力量の削減が 36％、使用電力料金 12,500 円の減額、さらに CO2 削減
に換算して 212kg という具体的メリットとして数値化を行った。これらの結果をもって製
品の特長だけではなく、効果やメリットまで理解していただくために、説明資料やカタロ
グなどの内容を分かりやすく、実験・実証・シミュレーションデータなど信頼性の高いも
のを追加掲載していくことで訴求力を高めていきたい。今後の展開として、効率的で質の
高い信頼される企業として環境経営の確立を目指す。環境対策と企業発展への貢献を両立
する『サンシェルⓇ』塗料の改良・改善を継続し、地球温暖化防止の一助としたい。
以上の 2 点を中心に、EMS を通じて、更なる会社全体の意識改革や環境意識の向上をは
かり、社内全般の活動に活かしてゆくことで、業務と直結した環境経営を確立していく所
存である。
・「循環型社会における企業の役割～環境は「創る」を合言葉に～」
有限会社 千田清掃 代表取締役 千田 信良 氏
低炭素社会から脱炭素社会に向けて、自己宣言と行動力で社会貢献を目指す弊社のバイ
オディーゼル燃料と SVO 発電の取組みについて紹介する。弊社は宮城県大崎市にあり、創
業 64 年、代表は私で 3 代目になる。祖父が戦後、三輪車のバキュームカーを横浜から購入
し事業を始めた。その後、産業廃棄物や建設業、運輸業、最近では、暮らしの中の困りご
とに対応する便利（Benry）事業、バイオマス事業を展開している。
企業理念は、「時代をリードする創造的企業として社会に貢献しつつ会社の繁栄と社員
の幸せを実現する。」関連企業として、地元の中小企業 4 社で出資して設立した「おおさ
き未来エネルギー株式会社」があり、エネルギーの地産地消の推進として大崎市の市有地
活用型、約 1.3 メガ規模の大規模太陽光発電事業（メガソーラー発電所）を行い、その売
電収益を地域産業振興のために活用している。経済産、農水省のバイオ燃料流通システム
実証事業、大崎市バイオマスタウン構想、バイオマス産業都市構想などにおいて、バイオ
ディーゼル燃料の事業を進め、地域の資源循環、地球温暖化防止のために活動している。
弊社では、「だめだっちゃ温暖化通信」を毎月発行して、廃食油を提供していただく飲食
店などに配布している。お手元の資料には、国内第 1 号のエコマーク認定の記事と東北経
産局「東北再生可能エネルギー利活用大賞」受賞の記事を掲載した。また、第 16 回グリー
ン購入大賞「審査委員会特別賞」も受賞している。宮城県の「環境教育リーダー」の認定
により、地元の小、中学校への環境出前講座、インターンシップ、弊社の工場見学会など
の開催により、地域と一体になって環境について学んでいる。
EMS については、弊社は EMS 未導入で検討段階である。東北には弊社のような状況にあ
る企業はまだまだ多いと思う。EMS の素人であるが、今回の環境マネジメント検討会に参
加して、EMS 認証取得の他社と関わる中で弊社に不足していることなどの気づきが多かっ
た。今後、環境に携わる会社として前向きに検討していく。
弊社では社内の「5S 改善活動」に取組んでいる。テーマは「消防車に負けない位の整備・
清潔さと、消防隊員に負けない位の身だしなみと機敏な動作」を掲げ、社内と地域の環境
整備に取組んでいる。バイオディーゼル燃料におけるエコマーク認証取得においては、東
京の認定事務局に入り浸るくらい、「国内第 1 号認定」を受けることにこだわった。国内
では 3 社が認証を受けた。多くのバイオディーゼル燃料事業者は国内にあるが、最近のデ
ィーゼル車輌の高燃費、高出力など性能の向上によって、なかなか BDF100％燃料の普及は
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難しい状況にある。京都市では BDF100％燃料を作り、公共バスやゴミ収集車に使っていた
が、バスやトラック車輌を買い替えると新型車輛になるため、今までの燃料が使えず問題
となっている。市の担当者から、BDF の 5％以上、10％や 20％など高濃度の燃料開発を一
緒にやらないか？と相談を受けた。現在、パリ協定の 2030 年の削減目標に向けて京都市も
必死に取組んでいるので、宮城県においてもグリーン購入ネットワークの協力も得ながら
バイオディーゼル燃料の普及に努めていきたい。
事業計画においては、
「回収には費用と時間がかかる（営業・広告宣伝・未来費用等）」、
「過剰な投資は避ける（回収できなくなる可能性）」、「先を見据えた投資をする（社会
情勢等）」と課題として挙げているが、現実、会社経営がピンチになる程の設備投資を先
に行ってしまっている。ただし、バイオ燃料事業以外は順調な売上げである。
現在、ガソリンスタンドの経営は非常に厳しく地方の過疎地ではなくなる一方だが、地
域住民にとってなくてはならないものである。弊社も東日本大震災時には、ディーゼル発
電機が活躍し、軽油については全国から支援にくる緊急車両などへ提供ができた。その際
に、投資した機器や設備が地域に役立ったので、利ではなく徳を積む企業でありたいと思
った。また、2 社の大手企業からの理解を得られて、ネクスコ東日本と NTT 東日本、東北
と災害協定を締結した。常に使用する高所作業車などでバイオディーゼル燃料を使用して
いただいている。また、燃料供給スタンドでは、弊社のタンクローリーでパトロール給油
を行っている。これらのスタンドは太陽光発電型簡易給油設備を採用している。この設備
は太陽光が動力なので山中の工事現場などでも給油が可能であり、災害時にも大いに役立
つものである。バイオ燃料事業は、エコマーク取得と営業社員など努力によって、地域を
走る公共バスなどにも採用され、販売量と顧客増加傾向にある。
続いて、SVO 発電について（SVO＝Straight Vegetable Oil の略。植物由来の廃食用油
をろ過して活用する燃料）であるが、電気自動車の普及が進む中、現在、火力発電による
電気を使用している現状を鑑み、電気供給にかかる環境負荷低減において、BDF・SVO 発電
を普及させるための実証実験を行っている。低炭素ではなく「脱炭素」という高い目標を
掲げた上で、手始めに自社内のエネルギーの完全循環の実現を目指し、電気自動車を購入
して地域の浄化槽設備等の点検を行う社用車で実験している。この場合、1 日の走行距離
が 30 キロ程なので問題はないが、もう少し長距離になると空調機器の使用もあいまって燃
料の減りが激しく不安が残る。まだまだ改善が必要であると感じている。この事業におい
ては、今回の環境マネジメント検討会で出会えたミカド電装商事の蓄電技術とのコラボも
検討している。化石燃料、パーム油、PKS など海外輸入に頼る日本の現状を見るにつけ、
身近な地域にある生ごみや廃食油などを活用して誰でも参加できるエネルギーの循環事業
を展開する意義は大きいと感じる。ミカド電装商事の助言もいただき、まずは自社内の省
エネ対策を通じて研究を進めながら将来的にはディーゼル発電機と蓄電システムの設備開
発と導入を進めたい。取組みとして小規模ではあるが、SVO 発電により、CO2 排出量の削減
は 500ml ペットボトル 2 万 3600 本分相当、電力購入量換算では、年間で 71 万円ほどコス
ト削減を実現した。現在、みやぎ生活協同組合と連携して、弊社では廃食油の回収とろ過
を行い、みやぎ生協では、店舗や自社リサイクル工場において、廃食油発電とコージェネ
の活用事業もしている。東北大学と連携し「ディーゼル発電機と蓄電池」を組み合わせた
災害対応型、小型移動式環境負荷低減自立型電源システムの開発も進めている。普段は野
外イベントでの利用もできるが、震災の教訓を忘れず、すでに予想されている次の災害に
対応することも重要である。関心がある方は弊社へ是非、視察にお越しいただきたい。
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今後の展開では、ISO や CSR・環境に興味がある企業等を中心に、弊社の取組を紹介し理
解を得るための営業活動の推進すること、投資は「世の為」・「人の為」・「地球の為」
という初心を忘れず、会社を・社員を・家族の幸せを願い、将来の地球環境のため脱炭素
に向けて邁進していく所存である。今回の検討会を通じて、他社においても課題があり、
解決に向けた努力をされていることが分かった。学びの場を与えていただいたことに感謝
する。
・「「環境マネジメント検討会」を振り返って」
ファシリテーター 奥野 麻衣子 氏（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）
私は ISO 規格の改正に携わる前は、8 年ほど ISO14001 のコンサルティングで多数の企
業を訪問させていただいた。現場が大好きであったが、最近は東京や海外などが主なフィ
ールドとなり、なかなか時間もなく、小中規模企業と接触する機会が減って残念に思って
いた。今回は久々に新鮮な気持ちで検討会に臨むことができた。パネルディスカッション
冒頭の産業環境管理協会からの報告にもあったが、先般のアンケート結果での企業が抱え
る悩みや課題については、10、15 年前と全く変わりはなく、これは普遍的な問題であると
実感した。先の企業発表など、他社の取組みを参考にして、結局、自分達で工夫や努力を
していかないと他力本願では解決できないと感じる。
環境経営をめぐる事業企画と経営リスク
ISO14001 に「リスクと機会」という難しそうな言葉があるが、先の発表でもコメントが
あった通り、小難しく考えれば本当に難しいものになってしまう。これはハッキリ言えば、
中小企業にとってコスト削減に繋がるとか自社の経営効果ややりたいことに結び付けてい
けば、環境対応においては早い。コスト削減は「機会」にあたるもので、環境配慮製品を
持っていれば市場拡大や販売促進は売上拡大の「機会」ということになる。割と簡単に置
き換えができる。一方で、日立の講演ではコンプライアンスの強化について強調があった
が、中小企業においても、社内連携や人材育成、法令遵守など社会的信用を得るなどの基
盤強化のために EMS のきっちりした規格や要求事項に対応することが役立つ。
ホタテのウロをカモメに食べさせるという不法投棄の話があったが、これはコンプライ
アンス意識が低かったということになる。アンケート結果や検討会委員企業の多くは EMS
の何年間かの運用でマンネリ化を感じていることを訴えられたが、脱却のための次のステ
ップを考えた時、ここでアンテナの高さというものが重要になってくる。世の中や環境問
題はこの先、どう変わっていくのだろうという先見性である。発表の中ではパリ協定にも
触れられたし、今後、SDGs に取組む企業が出てくるかも知れないが、これは気候変動問題
や資源循環など、今は現実味がないが、その内、国内でも身近な問題になるということを、
ビジネスチャンスとして掴みはじめている企業ということになる。これは事業機会として、
EMS の形式ばったところばかりを気にするのではなく、「機会」としてしっかり捉えるこ
とが大切である。
私が最近注力している、且つ、東京で強風が吹いているのは、ESG という問題である。
今まで企業の立場で、環境経営や環境情報開示を見てきたが、視座を変え金融という点で
見ている。今は現実的に感じないかもしれないが、これから浸透する考えとして「儲けを
損ねてまで良いことをする」時代ではなくなってくる。「しっかり儲けて会社の基盤を確
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保した上で、社会や環境に貢献できる」ということを会社がアピールしていく時代になる。
これはアンテナの高さや情報収集能力というものが、特に企業のリーダーや経営層に求め
られることでもある。本日の発表者には、非常に良い事例を見せていただいた。逆に何も
しなければ遅れをとることになるが、これは経営判断であり、外部の人間が言及すること
でもなく、ここでは、そういう視点が必要だということをお話させていただく。
企業の環境報告と製品・サービスの環境効果（社会的価値）の見える化
先ほど自社の環境への取組みを PR することについて発言があった。基盤がしっかりした
信頼できる企業であることを外部にアピールするために、ISO やエコアクション 21、みち
のく EMS などの「証明するマーク」を取得することができる。わざわざ費用や人手をかけ
て外部からの監査チェックを受けているのだから、このマークを使わない手はない。会社
の信頼性を一目で伝えるために、どこに注力すべきかを見極めることが重要なので、型式
通りのものではなく、自社に合わせた工夫を行うことで、訴求力を高めることが大切であ
る。管理のために行うのではなく、自社のために行っていただきたい。
商品の環境 PR も同じく、ビジネスに直結する非常に重要な情報発信となる。形は様々で
あるが、企業にとっては経営や雇用を存続するために売上を伸ばしたいという気持ちがあ
る。顧客や社会に対して「これは貴方の役に立つ」という価値を、どう「見える化」する
かが、企業の環境経営の価値に繋がっていく。商品が売れるかどうかは時代がついてくる
ものなので、見極めとバランスが必要である。日本の企業はまだまだアピール下手と言わ
れるが、ベースにある技術力や信頼性はピカイチだと信じている。環境で世界に貢献して
いくという高い視点を忘れずに、社会に対して成果をアピールしていくための見える化は
大事である。
・パネル討議「良い会社」に向けた EMS 活用について
パネル討議では、環境関連の専門家として国際的に活躍する三菱 UFJ リサーチ＆コンサ
ルティング株式会社 奥野麻衣子氏と東北管内中小企業 6 社との意見交換を『環境マネジメ
ント検討会を通じて得られたもの』及び『検討会を経て今、考える「将来に向けたチャレ
ンジ」』をテーマに行い、「良い会社」に向けた EMS 活用について検討を行った。
環境マネジメント検討会を通じて得られたもの
主な意見として、株式会社青葉環境保全 佐藤代表取締役からは「全て実体験にもとづく
話ばかりで学ぶべき点が多かった。見える化の問題は、共通した話題であり社内または外
部に向けていかに取り組んでいるかを見せていく上でとても重要であることがよく理解で
きた。」と述べ、検討会に対する満足感を示した。
株式会社さんのう 海老原代表取締役社長は、
「人材の問題は長年の課題」としつつ、
「（弊
社は）雇用問題も含めて企業価値を高めるために EMS を導入した。零細企業は競争力がな
いのが現状だが、検討会では各企業が事情に応じて様々な悩みがあり解決に向けて努力さ
れていることが勉強になった。」と述べた。
本山振興株式会社 本山取締役総務部長 兼 事業推進室長は、「検討会は非常に有意義で
あった。特に、環境経営は経営改善の糸口になるのかという点で、紙・ゴミ・電気の取組
みによるコスト意識が新規開発事業や製品づくりに繋がった。」、「ミカド電装商事さん
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とは省エネ診断や当社で行っている設備診断等々、環境という共通言語をもっているので
幅広く意見交換ができ、ビジネスチャンスが拡大した。」と述べた。
ミカド電装商事株式会社 沢田代表取締役社長は、「本山振興さんとは環境に関して話を
進めさせていただき期待以上の有意義な検討会への参画となった。」と満足感を示した。
有限会社三立 阿部第二製造部 OM 課 課長は、「EMS 導入の背景は様々でも EMS の知識を
持つ人材不足や会社全体での取組みとして浸透しない等の悩みは同じ。」として、「業種
や EMS の種類に関係なく、若い社員や環境に関心のある人材を積極的に活用する話は勉強
になった。結局社員が 1 人 1 人の意識向上と全体で取組むことが重要だと分かった。」と
述べた。
有限会社千田清掃 千田代表取締役は、「EMS を通じて知り合った企業と協業して今後、
地産地消を中心とするエネルギー事業をモデル化していくことで、弊社のブランド力や企
業価値を高めることができる」と述べた上で、「クリーンエネルギー活用と自然共生を実
践する崎市というシティプロモーションにも繋げたい」と意欲を示した。さらに、「経営
者たるもの「井の中の蛙」「アナグマ社長」では駄目で、率先して外に出て人脈を作るこ
と。情報収集を行い社員にフィードバックすることが大切。」と述べた。
検討会を経た今、考える「将来に向けたチャレンジ」
主な意見として、有限会社千田清掃 千田代表取締役は、『石巻市の障害者授産施設の支
援や釜石市「菜の花プロジェクト」での廃食油活用のための回収支援、南相馬市の市民が
取組む「菜の花プロジェクト」で栽培した菜種油を弊社が買い取り、大手ゼネコン企業の
除染作業や地域の公共工事の重機に使用して貰うなど、地域市民の小さな活動が広がって
いる。その中で、人と人の縁を結ぶ接着剤のような役割を弊社が仰せつかっている。法政
大学教授が唱える「良い会社」を勉強しているが、愛社精神を社員に求めるのではなく「愛
社員精神」で自分が社員を愛する経営者でいたい。目立たない社員でも良いアイディアを
持っているはずで、EMS 導入などを契機に社員からアイディアを出しやすい環境にし、社
員と一体となった会社経営を夢見ている。』と述べた。
株式会社さんのう 海老原代表取締役社長は、『弊社のような小さな会社には、経営者や
社員にとっても拠り所が必要。その一つとして EMS への取組みと認証取得を行った。建設
業においては顧客からの環境対応への要求はますますレベルが高くなっており、その対応
に EMS 取組は必須であると考えている。私が長年抱いていた経営基盤の強化のための構想
に環境配慮型製品の開発があったが、産学官連携などの力を借りて実現に至った。東北初
の遮熱・断熱塗料であるが、できれば東北地区の気候的な特徴である厳冬に対応する保温
効果がある製品開発を目指したい。簡単なことではないが、実現のためにも EMS を活用し
社員の環境意識を浸透させること、さらに経営者自身が環境経営について更なる勉強が必
要であると思う。』と述べた。
本山振興株式会社 本山取締役総務部長 兼 事業推進室長は、『環境ニーズの掘起しに対
応することがビジネスに必要とされており、顧客との対応は「個と個」。環境ニーズへの
対応は「個と全・または個と社会」と考えている。環境配慮の中にある「モッタイナイ」
精神にこれから挑戦すべきことがあるはずで既存の製品のブランド性や商品価値をしっか
りと打ち出していきたい。また、日立の講演にもあったが無駄なエネルギーを見つけ省エ
ネルギーを進めることは環境負荷の低減になるので、弊社が行う工場などの設備診断ビジ
ネスを通じて社会貢献していきたい。』と述べた。
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有限会社三立 阿部第二製造部 OM 課 課長は、『人材の面で環境委員の充実や提案制度
を導入し担当者以外の社員でもさらに参加しやすく、現状把握と分析、改善に対する意見
が出るような体制にしたい。私自身も社員を牽引していけるよう研修会や交流会などに積
極的に参加し自己研鑽を図りたい。』と述べた。
ミカド電装商事株式会社 沢田代表取締役社長は、『EMS 業務と直結させた取組みを進め
るため、みちのく EMS の最新規格を踏まえ、弊社の新規格への移行を今年行う予定で内容
を拡充したい。環境経営がプラスになるのか？マイナスになるのか？という話があったが、
私自身は「どうプラスになるのか？」に関心がある。例えば、同じレベルの製品、同じパ
フォーマンスの企業が 2 社あるとして、顧客からどちらが選ばれるかというと、しっかり
環境経営をしている企業の方が選ばれるということ。それは、なるほどと思った。ただ、
環境経営のために何か資金投入をする場合、中小企業が 100 万円を出すのは大企業のそれ
とは全く重みが異なる。環境経営で儲けるためにはどうするか？というと、弊所の省エネ
診断やエネルギーコンサル事業でという展開になる。少なからず、COP21 や SDGs など世界
や国が推進する場合は補助や緩和措置があるはずで、それらの情報収集にも注力して進め
ていきたい。そんな意識を持つことができる検討会だった。』と述べた。
株式会社青葉環境保全 佐藤代表取締役は、『SDGs にしても昨秋にシンポジウムに参加
し身近に感じていた。ただ、世界的な視野も大事だが、昨今の東北の経済圏の厳しさがあ
り、高齢化、税収減少によって公共サービスの質が低下せざるを得ないという状況にある。
その中で我々企業は何ができるかと考えた時、自社の成長と発展、利益を上げ続けながら
EMS の取組みも行うなど、余裕を持った経営を心掛けたいし、それに挑戦していきたい。
まさに「機会とリスク」を見極めていきたい。』と述べた。
以上の意見を踏まえて、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 奥野麻衣子氏は、
総括として『EMS でしっかり経営基盤を作ることから 1 歩進んでみると、皆さまの取り巻
く状況を見た時に、環境や社会問題を経営課題の内の 1 つと捉え、それが大事なのかどう
かを考え、大事なのであれば解決のために取組むことで成果を得られるし、成果に繋がっ
たと感じることができる。やはり、腹落ちし、取組んで良かったという実感がないと続く
ものではない。有意義な取組みにするためにも今日のパネルディスカッションの内容を是
非、参考にして欲しい。』と述べた。

図表 2-2-2 名刺交換会

図表 2-2-1 第 2 回環境経営セミナーの様子
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2.2.3. 聴講者アンケート調査結果
（１）アンケート調査概要
日 時： 平成 30 年 2 月 28 日（水）13：30～17：00
場 所： TKP ガーデンシティ仙台（アエル 30 階）ホール 30B
申込数： 89 人、 聴講者数：80 人、 名刺交換会参加数：19 人
回答数： 71 人 （回答率 79.8％）

N=71

N=71

設問3-2 第2部パネルディスカッションについて

設問3-1 第1部特別講演について

無回答3%

N=71
無回答
4%
あまり参考にな
非常に参考に
らなかった
なった
14%
21%

N=71

あまり参考にな
らなかった
1%
非常に参考に
なった
40%

参考になった
56%

参考になった
61%

設問6 今後、本事業におけるセミナー開催などの
案内希望
N=71

設問4 本セミナーの満足度をお聞かせ下さい。
やや不満 0%

不満 0%

N=71

大変満足
21%

普通
24%

希望する
34%
無回答
41%

満足
55%

希望しない
25%

図表 2-2-3 アンケート調査概要
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設問 3-3 第 2 部 パネルディスカッションについて参考になった発表やコメントをお聞かせくだ
さい。
①パネルディスカッション全体
・課題→取り組み→成果→今後の展開とまとめられて各企業の報告が分かりやすかった。
・全てそれぞれが参考になった。
・環境経営は、見える化、評価→社員モチベーション→人材育成→ビジネスマッチングの展開
で有益だと感じた。
・どの講演も参考になった。
・型（規格）にはまらずに、身近なところから取り組みを展開し、CO2 の見える化、業務の見える
化、また、苦労されたところが参考になった。
・個々の発表はすばらしかった。
・全体的に極めて参考になりました。
・各社の取組がよく分かり、その努力に感心しました。私自身、取組の難しさを知っているため、
同感する内容でした。他社の取り組み内容を聞くことができ大変参考になりました。有難うご
ざいました。
・具体的な業務の中に EMS を活用していくのが良いと感じた。
・各企業の独自マネジメント経営の対応が良かった。基本から考えるのではなく、基本を作るイ
メージが大切だと感じた。
② ファシリテーター奥野 麻衣子 氏（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）
・儲けを損ねても社会貢献するのではなく、儲けながら社会にも貢献する世の中になっていると
いうコメントが参考になった。
・「儲けて、社会貢献をする」という言葉が心に残りました。
・売上を社会貢献に換算！
・ファシリテーターの発表が参考になった。自分たちのやっていることをテーマに考えることが大
切だと感じた。
③株式会社青葉環境保全 代表取締役 佐藤 仁 氏の発表について
・株式会社青葉環境保全の人材育成へのＥＭＳ活用が参考になった。
・人材不足への対応と関心を引き出す方法が参考になった。
・EMS 導入による人材育成が参考になった。
・株式会社青葉環境保全の取組全般が参考になった。
④ミカド電装商事株式会社 代表取締役社長 沢田 秀二 氏の発表について
・紙・ゴミ・電気の削減がマンネリ化している今日、特にミカド電装商事株式会社の発表が参考
になった。
・EMS 導入により営業成績の見える化と営業マンのモチベーションアップを同時に解決する話
が参考になった。
・マイナスになるのを減らす活動、環境経営の話、ミカド電装商事株式会社 社長の話が参考に
なった。
⑤有限会社三立 第 2 製造部 OM 課 課長 阿部 英治 氏の発表について
・有限会社三立の見える化を持って社員のマンネリを改善していく話等が参考になった。
・業種の異なりはあれど企業の「見える化」の活動は参考になった。
・紙・ゴミ・電気の削減がマンネリ化している今日、特に有限会社三立の発表が参考になった。
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・有限会社三立のプレゼンテーション、全社の一体感を感じられた。
⑥本山振興株式会社 取締役総務部長 兼 事業推進室長 本山 泰督 氏の発表について
・エコデザインで新規事業開拓、ゴミを 1/10 に削減して造るアミノ酸の話が参考になった。
・ミカド電装商事さん「紙、ゴミ、電気」からではなく、業務に直結する EMS の取組を行うこと、工
事会社の本山振興株式会社が、ホタテのウロの有効活用の開発をされたのが興味深かっ
た。
⑦有限会社千田清掃 代表取締役 千田 信良 氏の発表について
・有限会社千田清掃ー取組内容とその姿勢・熱意に感銘した。
・有限会社千田清掃の発表に興味をいただきました。
・有限会社千田清掃の SVO 燃料による CO2 削減の取組
・有限会社千田清掃の取組が参考になった。
設問 5 本セミナー全体または各プログラムについて感想やご意見をお聞かせください。
①セミナー全体について
・皆様の熱い気持ちと一生懸命な取り組みを感じました。効果的な PR で増々の成果を期待して
います。
・環境事業を行っている企業として、環境問題や今後のグローバル的な要求事項を見据えて事
業を行っていこうと思う。
・様々な企業においても、同じ課題を抱えていることを感じた。
・第 1 回環境経営セミナーに参加していなかったので、主旨などが分からない所がありました
が、東北の企業が先を考えて元気に頑張っており「力」をいただきました。
・コスト削減が環境保全（CO2 削減、地球温暖化）に繋がるというプロセスが、社員（構成員）一人
ひとりの意識づけが重要になると思った。しかし、それがマンネリ化しないようにさらに一歩先
の SDGs の取り組みや 26%削減目標など、角度を変えて取り組むことが大切だと感じた。
・EMS を展開する上で大手企業も中小零細企業も同じであると感じた。
・環境経営を推進できるようにマンネリ化の打破や具体的な活動事例を増やして欲しい。
・講演された企業のように、本事業を通じて多く発掘されることを期待します。
・現状の環境経営について理解できました。自社の強みと弱みを見つけ、強みを伸ばしネットワ
ークを組むと有効であると感じました。
・様々な事業者の取り組みについて話を聴くことができ貴重なセミナーでした。ありがとうござい
ました。
・時間は守って欲しいです。時間も EMS ではないでしょうか？
・大変参考になりました。
②特別講演に関するコメント
・大企業の EMS の話が聞ける貴重な講演だと思う。
・HITACHI の話は、ビジョンをオペレーションまでブレイクダウンするコミュニケ―ションに興味
があった。とても分かりやすく理解できた。監査がポイント。減点ではなく加点と思われるよう
な工夫があればもっと聞きたかった。
・熱とエアー、特にエアーは点検の必要性を感じた。
・特別講演に、具体的な内容や取組が欲しかった。
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③パネルディスカッションについて
・身近な中小企業の具体的な事例を聞けて大変参考になった。
・失敗をどのようにして成功に導いたのかという視点で事例を紹介したものだとより良いと思っ
た。
・県としての支援のあり方や仕組みについて参考になりました。
・環境を考えた場合、電気や化石燃料の削減等に結び付けがちですが、色々な切り口や考え
方があることがわかりました。大変参考になりました。
・パネル討論では各企業の現状を理解できた。EMS をビジネスに直結させることの重要性を感
じた。
・今回セミナーに参加させていただき、パネリスト各社の取り組みが大変参考になった。
・中央大手企業の話よりも中小企業の取組事例発表が良かった。熱意と工夫、努力が伝わって
きた。見える化を意識していきたい。
・他社がどのような活動をしているかが聞けてとても良い機会となった。ありがとうございました。
・事業に直結する EMS の取組と将来の情報収集について、取り組んだ姿勢が素晴らしかった。
・各社の取り組みへの情熱が感じられた発表会でした。発表の仕方も各社分かりやすく行って
よかったです。
・中小企業の取り組みに感心した。
・取り組んで良かったと思わないと EMS は続けられない
・（今、環境経営を行わないことについて）プラスにはならないけれど、いつかマイナスになる。
・事例発表のため 6 人は多いと感じた。
・パネリスト 6 社の流れがわかりづらかった。
④ミカド電装商事株式会社 代表取締役社長 沢田 秀二 氏の発表について
・ミカド電装商事が良かった！！ウチと同じように EMS をきちんと事業活動に統合している。売り
上げを上げる＝社会貢献。シンプル！！
・ミカド電装商事の取組はショートカットしている！売上げを上げるため EMS はどうだったのか？
⑤本山振興株式会社 取締役総務部長 兼 事業推進室長 本山 泰督 氏の発表について
・本山振興さんのホタテのウロはまさにイノベーション。EMS が儲かるという良い事例。
⑥有限会社千田清掃 代表取締役 千田 信良 氏の発表について
・千田清掃さんの正直で誠実なプレゼンに共感し、心が揺さぶられた。とても良いプレゼンだっ
た。
・有限会社千田清掃の経営者としての気持ち、発言、強い信念が感じらた。
・有限会社千田清掃は、すでに EMS が組織内に（本来の意図から）存在している。外部認証の
必要はないと考えます。
⑦株式会社さんのう 代表取締役社長 海老澤 恒美 氏の発表について
・さんのうさんの「力強く自社商品を売ることで社会貢献する」というアプローチは、自社・顧客の
EMS を活用していく上で、マーケティング上もとても参考になるケースステディだと思った。
⑧今後のセミナーの内容に関するコメント
・「環境戦略」全体として参考になった。もっと実践的な内容があるとより良かった。
例えば、省エネシートの活用等について（環境会計に関する内容）。
・難しいかもしれませんが、環境商品を作るメーカー内での EMS の取り組みを聞いてみたい。
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（２）アンケート調査分析
・「第 2 回環境経営セミナー」聴講者アンケートを実施したところ、80 名中 71 名から回
答を得た（回収率 79.8％）。
・本セミナーに参加し、全体の 7 割が満足と回答した（大変満足 2 割、満足 5 割） [設問
4]。
・プログラムでは、全体の 7 割が「第 2 部パネルディスカッション」を、同様に 5 割が「第
1 部特別講演」を良かったと回答した[設問 2]。
・第 1 部特別講演「日立グループの環境戦略」は、全体の 8 割が参考になったと回答した
（非常に参考になった 2 割、参考になった 6 割）[設問 3-1]。
・第 2 部パネルディスカッションでは、全体の 8 割が参考になったと回答した（非常に参
考になった 2 割、参考になった 6 割）[設問 3-2]。
・セミナーへの感想では、パネルディスカッションでは「各社の取組がよく分かった」、
「CO2 の見える化、業務の見える化、また、苦労されたところが参考になった。」、「そ
の努力に感心した」、「基本から考えるのではなく、基本を作るイメージが大切だと感
じた」等の声が挙げられ、業務の中に EMS を活用することの重要性を理解しつつ一定の
理解が得られたことが伺える。
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第 3 章 東北管内企業の環境マネジメントシステム導入に関する
アンケート調査の実施
東北管内の中小企業が環境経営への取り組みを経営戦略と共に検討するにあたり、EMS導
入における課題を明らかにするため、アンケート調査を第１回環境経営セミナーの聴講者を
含む東北管内の中小企業（ものづくり・サービス企業等）100社を対象に実施した。
アンケート調査は、EMSの導入の有無または可否、導入状況、目的や成果、課題などにつ
いて把握し、求められるEMSの導入方法等についてまとめた。

3.1. 調査概要
3.1.1. 概要
図表 3-1-1 調査項目と概要
項目

概要
東北地方の中小企業が環境経営を自社の戦略とする目的として、EMS の導入の有

調査目的

無または可否、導入状況、目的や成果、課題などについて、セミナー参加者等を対象
にアンケート調査を行う。100 社に実施し、回収率は下限 50％とした。

調査期間

平成 29 年 7 月 28 日（金）～8 月 17 日（木）

調査対象

東北地域 6 県内（青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県）の企業

調査方法

7 月 28 日開催の「第 1 回環境経営セミナー」来場者への配布及び電話による依頼、郵
送等による回収
配布数：107 件、 回収数：100 件 （回収率：93.5％）

回収状況

①

第１回環境経営セミナー会場配布数 80 件/ 回答数 73 件 （回答率 82％）

②

①以降の依頼数 27 件/ 回答数 27 件 （回答率 100％）

3.1.2. 調査結果の要約
・[調査対象]
東北地域の中小企業を中心に、宮城県内企業が全体の 7 割を占める。主に、第 2 次及び第 3 次
産業で構成される。
・[設問 1：EMS の導入状況]
EMS は、全体の７割が既に導入しており、残り 3 割は「検討・準備中」、「導入予定なし」、「廃止また
は休止」との結果であった。
・[設問 2：EMS の種別]
EMS の種別導入状況は、ISO14001 及び地域 EMS がそれぞれ全体の 4～５割を占め、エコアクシ
ョン２１及びエコステージの導入割合は低い傾向を示した。
なお、「導入している」と回答した 72 企業では、ISO14001（5 割）及び地域 EMS（4 割）が主となっ
ている。「廃止または休止」と回答した企業は、ISO14001（7 割）及び地域 EMS（2 割）、「検討・準備
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中」は、ISO14001（2 割）、エコステージ（1 割）、エコアクション２１（2 割）、地域 EMS（5 割）となって
いる。
・[設問 3：EMS の導入目的]
EMS の導入目的は、「環境負荷の低減（省エネ、廃棄物削減等）」、「企業イメージの向上」、「顧客
評価の向上」が上位を占め、次いで、「社会的責任行動の一環」、「地球環境問題への全社的対
応」といった社会的要素が占める傾向にある。
なお、コスト削減などの経済的効果を目的とする取組は過少である。
EMS を「導入していると回答した企業では、「環境負荷の低減（省エネ、廃棄物削減等）」及び「企
業イメージの向上」を主な目的にあげる一方、「廃止または休止」と回答した企業では、母数が少
なかったものの「環境負荷の低減（省エネ、廃棄物削減等）」や「顧客評価の向上」があげられた。
「検討・準備中」と回答した企業では、「地球環境問題への全社的対応」、「企業イメージの向上」
をあげている。
・[設問 4：EMS 導入により得られた成果]
「導入している」と回答した 72 企業では、「省エネ、廃棄物削減など具体的な環境負荷低減効果」
や「環境優良企業としてのイメージを営業等に活用」を主な成果としてあげている。その他、人材
育成や顧客取引実績、コスト削減、生産管理等の改善、サプライチェーンを含めた品質管理等の
改善に繋がるなども成果として一部あげられている。
・[設問 5：特に効果的であった取り組み]
「紙・ゴミ等の処理量（料）の使用見直し」、「認証機関による審査、改善指導」、「光熱水量（料）の
使用見直し」の他、「環境配慮設計の導入」や「社内研修」、「営業時における認証取得の明示」が
あげられている。
・[設問 6：EMS を導入したことにより生じた課題]
「導入している」と回答した 72 企業では、「継続によるマンネリ化」、「環境報告書など作成人材の
不足」、「認証審査コスト高」を課題とする回答が多い他、「環境負荷低減効果の数値化」、「経営と
環境制約との両立」、「新しい取り組み事項等の情報不足」があげられている。
また、「廃止または休止」と回答した 4 企業でも、同様に「継続によるマンネリ化」を中心に「認証
審査コスト高」「事務効率の低下」「環境報告書など作成人材の不足」があげられている。
・[設問 7：設問 6 の課題解決のために取り組まれた事項]
主に、以下の取組があげられている。
・組織体制の強化：「マネジメントシステム推進室を設置し全体管理を強化」
・人材育成：「講師依頼や社内研修によるブラッシュアップ」
・取組の見える化：「環境負荷低減効果の数値化や評価の見える化」
・活動の効率化：「他 MS との統合化」や「EMS の電子化」
・[設問 8：今後の取り組み方針について]
主に、以下の取組方針があげられている。
・EMS 意識啓蒙：「全員で話し合い、全員で取り組める環境経営を根づかせたい」
・新たな基準づくり：「EMS と経営の一体化を図り、新たな基準作り、新たな取り組みを企画したい」
・人材育成：「省資源化活動の推進、QMS 活動との連携強化」
・環境負荷低減：「省エネ提案工事の推進」「紙・ゴミ・電気等は啓蒙の役割を終えたため、経済活
動を CO2 削減に直結する事業を柱にする」
・コスト削減：「環境活動を通じコスト削減を図る」
・生物多様性に関する取組

32

・パリ協定、日本政府の方針を踏まえ、SDGs の考え方を取り込んで、新しい中長期計画を策定し
て取り組む
・[設問 9：（導入予定なしと回答した企業）EMS 導入への関心度]
EMS の今後の導入について「関心がある」と回答した企業では、全体の 9 割を占める。
・[設問 10：EMS の導入に関する障害]
「検討・準備中」と回答した 11 企業では、「人材、管理組織不足」を障害とする回答が最も多く、次
いで「導入、運用コストが高い」、「情報不足（システム構築の進め方がわからない、面倒）」をあげ
ている。
また、「導入予定なし」と回答した 13 企業では、「導入効果が見込めない」、「導入、運用コスト
が高い」、「情報不足（システム構築の進め方がわからない、面倒）」「人材、管理組織不足」「業界
内でそうした取り組みが活発でない」をあげている。

3.1.3. アンケート調査分析
東北管内の中小企業は、EMS に取り組む上で、継続によるマンネリ化や人材不足、コスト
負担等の社内課題を抱えつつ、情報不足や環境負荷低減効果の数値化、経営と環境制約との
両立等の面での課題を持ち、事業者にとっては比較的取り組みにくい環境にあることがうか
がえる。
一方、企業の取組改善においては、組織体制の強化や統合化、活動の効率化、人材育成、
取組の見える化等に取組む様子が確認される他、生物多様性や SDGs などの新たな領域にも
今後取り組もうとする企業姿勢が伺えた。
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3.2. アンケート個別設問集計分析結果
3.2.1. 回答企業の基礎情報
（１）業種

農林水産業, 0.0

N=100,%

業種は、製造業や鉱業・建設業、廃棄・リサ
無回答, 5.0

イクル業を中心に、多方面の業種で構成されて

その他サービス業,
14.0
鉱業・建設業, 23.0

いる。

廃棄・リサイクル
業, 19.0
金融・保険・不動産
業, 1.0

製造業, 27.0

卸・小売業, 9.0
情報通信業, 2.0
運輸業, 0.0

電気・ガス・熱供
給・水道業, 0.0

図表 3-2-1 業種
（２）所在地
第 1 回環境経営セミナーを仙台で開催し、本

N=100,%

青森, 1.0

アンケート調査を実施したため、地理的要件か
ら全体の約 7 割が宮城県での回収となった。

無回答, 6.0
岩手, 5.0

その他, 4.0
福島, 6.0
山形, 8.0

秋田, 2.0
宮城, 68.0

図表 3-2-2 所在地
（３）従業員数

N=100,%

従業員数は、300 人未満の中・小規模事業者が
全体の 7 割、300 人以上の大規模事業者が 2 割の
構成となっている。

無回答, 6.0
301人以上, 19.0

～20人, 24.0

101～300, 18.0

21～50人, 25.0

51～100人, 8.0

図表 3-2-3 従業員数
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3.2.2. 個別設問集計分析結果
N=100,%

（１）EMS の導入状況
① 全体

導入予定なし, 13.0

EMS は、全体の７割が既に導入しており、残り

検討・準備中, 11.0

3 割は「検討・準備中」、「導入予定なし」、「廃

廃止または休止,
4.0

止または休止」との結果であった。

導入している, 72.0

図表 3-2-4 EMS 導入状況（全体）
② 従業員規模別
従業員別でみた場合、101 人以上ではほぼ導入されているが、100 人以下は「検討・準備中」
の割合が大きく未導入の傾向にある。
N=100,%

0%

20%

40%

～20人

66.7

21～50人

68.0

51～100人

60%

80%
4.2
4.0

50.0

12.5

101～300

100%

16.7

12.5

20.0
37.5

94.4

301人以上

5.6

78.9

導入している

廃止または休止

図表 3-2-5

8.0

10.5
検討・準備中

10.5

導入予定なし

EMS 導入状況（従業員規模別）

③ 業種別
業種別でみた場合、「卸・小売業」や「その他サービス業」では廃止または休止が確認さ
れた。また、「情報通信業」、「金融・保険・不動産業」、「廃棄・リサイクル業」、「そ
の他サービス業」といったサービス業では、検討・準備中が多いことから、今後の開拓分野
と思われる。
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N=100,%

0%

20%

40%

鉱業・建設業

100%
8.7

88.9

情報通信業

3.7 7.4

50.0

50.0

33.3

22.2

金融・保険・不動産業

44.4

100.0

廃棄・リサイクル業

73.7

その他サービス業
導入している

80%

91.3

製造業

卸・小売業

60%

21.1

42.9

14.3

廃止または休止

図表 3-2-6

検討・準備中

5.3

14.3
導入予定なし

EMS 導入状況（業種別）

（２）EMS の種別
①全体

N=87,%

EMS の種別導入状況は、ISO14001 及び地域 EMS が
それぞれ全体の 4～５割を占め、エコアクション２

自己認証、自己宣
言, 0.0
その他, 1.1

１及びエコステージの導入割合は低い傾向を示し
た。
なお、「導入している」と回答した 72 企業は、

地域EMS, 42.7

ISO14001, 48.3

ISO14001（38 件）及び地域 EMS（32 件）が主となっ
ている。「廃止または休止」と回答した企業は、
ISO14001（3 件）及び地域 EMS（1 件）、「検討・準
備中」は、ISO14001（2 件）、エコステージ（1 件）、

エコステージ, 1.1

エコアクション21,
6.7

エコアクション２１（2 件）、地域 EMS（5 件）とな
っている。

図表 3-2-7 EMS 種別（全体）

②従業員規模別
従業員規模でみた場合、従業員規模が大きくなるほど ISO14001 の取得割合は大きく、中・
小規模事業者になるほど地域 EMS の取得割合が大きい。
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図表 3-2-8 EMS 種別（従業員規模別）
③業種別
業種別でみた場合、製造業や卸・小売業、廃棄・リサイクル業では、ISO14001 の取得件
数が大きい。一方、鉱業・建設業、情報通信業では、地域 EMS の取得件数が大きい。

N=87,%

0%
鉱業・建設業

10%

20%

30%

17.4

60%

70%

80%

84.0

情報通信業

90%

12.0

50.0

100%

80.0

金融・保険・不動産業

20.0

50.0

廃棄・リサイクル業

50.0

52.6
20.0

5.3

10.0

エコステージ

4.0

50.0

卸・小売業

ISO14001

50%

82.6

製造業

その他サービス業

40%

42.1
60.0

エコアクション21

地域EMS

図表 3-2-9 EMS 種別（業種別）
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10.0

自己認証,自己宣言

その他

（３）EMS の導入目的
①全体
EMS の導入目的は、「環境負荷の低減（省エネ、廃棄物削減等）」、「企業イメージの
向上」、「顧客評価の向上」が上位を占め、次いで「社会的責任行動の一環」、「地球環
境問題への全社的対応」といった社会的要素で占める傾向にある。
なお、コスト削減などの経済的効果を目的とする取組は過少である。

N=87,%
0.0

20.0

40.0

地球環境問題への全社的対応

60.0

80.0

48.3

環境負荷の低減（省エネ、廃棄物削減等）

67.8

企業イメージの向上

66.7

顧客評価の向上

57.5

社内人材育成

32.2

内部管理体制の強化

35.6

社会的責任行動の一環

50.6

トップからの指示

21.8

取引先からの要請、マーケットニーズへの対応

27.6

他社との差別化、競争優位性の確保

29.9

コスト削減

12.6

製品・サービスの改善

12.6

品質管理・生産管理改善の一環

17.2

法規制への対応（公共調達基準等への対応含む）

39.1

社会的流行への対応

10.3

消費者や地域住民との良好な関係構築

13.8

自主的行動の延長
その他

10.3
2.3

図表 3-2-10 EMS の導入目的（全体）
EMS を「導入していると回答した 72 企業では、「環境負荷の低減（省エネ、廃棄物削減
等）」及び「企業イメージの向上」を主な目的としてあげている。
また、「廃止または休止」と回答した 4 企業でも、「環境負荷の低減（省エネ、廃棄物
削減等）」と「顧客評価の向上」をあげており、「検討・準備中」と回答した 11 企業は、
「地球環境問題への全社的対応」と「企業イメージの向上」をあげている。
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N=87,%
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

48.6
61.1

33.3
36.1
23.6

導入している
13.9
13.9

72.2
70.8

54.2

31.9
29.2

18.1

41.7

11.1
12.5
11.1

1.4

80.0

50.0
50.0

廃止または休止

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0

0.0
0.0
0.0
0.0

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
36.4
27.3
27.3
9.1
9.1
9.1
9.1

検討・準備中

75.0
75.0

0.0
0.0
0.0

45.5
45.5

36.4
36.4
36.4

18.2

27.3

18.2

地球環境問題への全社的対応

環境負荷の低減（省エネ、廃棄物削減等）

企業イメージの向上

顧客評価の向上

社内人材育成

内部管理体制の強化

社会的責任行動の一環

トップからの指示

取引先からの要請、マーケットニーズへの対応

他社との差別化、競争優位性の確保

コスト削減

製品・サービスの改善

品質管理・生産管理改善の一環

法規制への対応（公共調達基準等への対応含む）

社会的流行への対応

消費者や地域住民との良好な関係構築

自主的行動の延長

その他

図表 3-2-11 EMS の導入目的（導入状況別）
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②従業員規模別
従業員別でみた場合、20 人未満では「企業イメージの向上」、21～50 人は「環境負荷の
低減（省エネ、廃棄物削減等）」及び「企業イメージの向上」、51～100 人は「顧客評価
の向上」、101 人以上の比較的規模の大きい事業所では「環境負荷の低減（省エネ、廃棄
物削減等）」を主な導入目的としている。

28.6

52.4

9.5
9.5
9.5
9.5

38.1
38.1

19.0
19.0

42.9

19.0
14.3

8.7

8.7
8.7

52.2

34.8

20.0

40.0

60.0
60.0

40.0
51～100人

60.9

26.1
30.4

17.4
17.4
17.4

8.7

69.6
73.9
73.9

43.5

34.8
21～50人

76.2

66.7

38.1

19.0
～20人

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

N=87,%

100.0
80.0

0.0

60.0
60.0

0.0

40.0
40.0

0.0

100.0

40.0

20.0

44.4
55.6

22.2
22.2
27.8

101～300
11.1
11.1
5.6
11.1

61.1

72.2

38.9

16.7

44.4

16.7

50.0

16.7
64.7
23.5

52.9
52.9
41.2

52.9

17.6
17.6
17.6

301人以上
5.9

11.8
11.8
11.8

5.9

82.4

47.1
17.6

地球環境問題への全社的対応

環境負荷の低減（省エネ、廃棄物削減等）

企業イメージの向上

顧客評価の向上

社内人材育成

内部管理体制の強化

社会的責任行動の一環

トップからの指示

取引先からの要請、マーケットニーズへの対応

他社との差別化、競争優位性の確保

コスト削減

製品・サービスの改善

品質管理・生産管理改善の一環

法規制への対応（公共調達基準等への対応含む）

社会的流行への対応

消費者や地域住民との良好な関係構築

自主的行動の延長

図表 3-2-12 EMS の導入目的（従業員規模別）
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120.0

（４）EMS 導入により得られた成果
①全体
「導入している」と回答した 72 企業では、「省エネ、廃棄物削減など具体的な環境負荷
低減効果」や「環境優良企業としてのイメージを営業等に活用」を主な成果としてあげて
いる。その他、人材育成や顧客取引実績、コスト削減、生産管理等の改善、サプライチェ
ーンを含めた品質管理等の改善に繋がるなども成果として一部あげられている。 「廃止
または休止」を回答した 4 企業でも、「省エネ、廃棄物削減など具体的な環境負荷低減効
果」「環境優良企業としてのイメージを対外営業等に活用」をあげている他、「社会的責
任の重要性を理解」や「顧客との取引実績に繋がった」をあげている。
一方で、「特に成果は得られなかった」という回答もあげられている
N=76,%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

50.0
38.9
導入している

34.7

11.1

0.0
0.0

6.9

15.3

43.1

50.0
50.0

25.0

0.0
0.0
0.0

65.3

19.4

25.0

廃止または休止

54.2

70.0

50.0
50.0

25.0
25.0

25.0
地球環境問題への全社的理解が促進された
省エネ、廃棄物削減など具体的な環境負荷低減効果が見られた
環境優良企業としてのイメージを対外営業等に活用できた
内部組織管理体制の強化や人材育成に繋がった
社会的責任の重要性を理解できた
顧客との取引実績に繋がった
公共調達に繋がった
コスト削減ができた
全社的な品質管理、生産管理等の改善に繋がった
サプライチェーンも含めて品質管理等の改善に繋がった
雇用促進に繋がった
特に成果は得られなかった

図表 3-2-13 EMS 導入により得られた成果（全体）
②従業員規模別
従業員別でみた場合、全ての規模において「省エネ、廃棄物削減など具体的な環境負荷
低減」を成果としてあげている。その他、20 人以下では「内部組織管理体制の強化や人材
育成に繋がった」
を、
21～50 人では
「環境優良企業としてのイメージを対外営業等に活用」
、
51～100 人では「地球環境問題への全社的理解が促進」、「環境優良企業としてのイメー
ジを対外営業等に活用」「全社的な品質管理、生産管理等の改善」、101～300 以上では「地
球環境問題への全社的理解」や「社会的責任の重要性を理解」を主な成果としてあげてい
る。
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N=76,%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

35.3
41.2
～20人

23.5

0.0
0.0

17.6

5.9

35.3
35.3

60.0

0.0

5.6

52.9

66.7

44.4

33.3

16.7

55.6

5.6
50.0

51～100人

75.0

50.0

25.0
25.0
25.0

0.0
0.0

50.0

0.0
0.0
0.0

52.9

41.2

5.9

0.0
0.0

70.6

52.9

35.3
101～300

47.1

17.6

5.9
5.9

58.8
35.3
301人以上

90.0

29.4

33.3

11.1
11.1

80.0

47.1

50.0

21～50人

70.0

35.3

5.9
11.8
11.8

0.0
0.0

52.9

76.5

47.1

29.4

地球環境問題への全社的理解が促進された

省エネ、廃棄物削減など具体的な環境負荷低減効果が見られた

環境優良企業としてのイメージを対外営業等に活用できた

内部組織管理体制の強化や人材育成に繋がった

社会的責任の重要性を理解できた

顧客との取引実績に繋がった

公共調達に繋がった

コスト削減ができた

全社的な品質管理、生産管理等の改善に繋がった

サプライチェーンも含めて品質管理等の改善に繋がった

雇用促進に繋がった

特に成果は得られなかった

図表 3-2-14 EMS 導入により得られた成果（従業員規模別）
③業種別
業種別でみた場合、その他サービス業を除く全ての業種において、「省エネ、廃棄物削減
など具体的な環境負荷低減効果」を主な成果としてあげている。その他、鉱業・建設業、金
融・保険・不動産業、廃棄・リサイクル業、その他サービス業では「環境優良企業としての
イメージを対外営業等に活用」を、製造業は「地球環境問題への全社的理解」、情報通信業
は「地球環境問題への全社的理解」と「顧客との取引実績」を成果としてあげている。
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N=76,%
0.0

20.0

40.0
36.4
22.7

鉱業・建設業
9.1
9.1

0.0
0.0

13.6

22.7

60.0
50.0

27.3

0.0
0.0

情報通信業

29.6

3.7
7.4

54.5

14.8
14.8

50.0
50.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

50.0

37.5

卸・小売業

12.5
0.0

25.0
25.0

37.5
37.5

50.0

37.5

12.5

0.0

12.5

0.0

100.0
100.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.9
27.8

廃棄・リサイクル業

0.0

11.1

0.0
0.0
0.0

21.4
その他サービス業
7.1

33.3

50.0
50.0

38.9

16.7

21.4

0.0
0.0
0.0

120.0

66.7

40.7
37.0
40.7

0.0
0.0
0.0
0.0

金融・保険・不動産業

100.0

36.4

48.1

製造業

80.0

14.3
14.3

21.4

28.6
35.7
28.6

地球環境問題への全社的理解が促進された

省エネ、廃棄物削減など具体的な環境負荷低減効果が見られた

環境優良企業としてのイメージを対外営業等に活用できた

内部組織管理体制の強化や人材育成に繋がった

社会的責任の重要性を理解できた

顧客との取引実績に繋がった

公共調達に繋がった

コスト削減ができた

全社的な品質管理、生産管理等の改善に繋がった

サプライチェーンも含めて品質管理等の改善に繋がった

雇用促進に繋がった

特に成果は得られなかった

図表 3-2-15 EMS 導入により得られた成果（業種別）
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（５）特に効果のあった取組
①全体
「導入している」と回答した 72 企業では、「紙・ゴミ等の処理量（料）の使用見直し」、
「認証機関による審査、改善指導」、「光熱水量（料）の使用見直し」を効果的な取り組み
としてあげる他、「環境配慮設計の導入」や「社内研修」、「営業時における認証取得の明
示」をあげている。
また、「廃止または休止」と回答した 4 企業でも、「紙・ゴミ等の処理量（料）の使用見
直し」、「認証機関による審査、改善指導」、「光熱水量（料）の使用見直し」を効果的な
取り組みとしてあげている。

N=76,%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

50.0
55.6
20.8
38.9
9.7
5.6
40.3

導入している

16.7
51.4
22.2
5.6
9.7
36.1
6.9
50.0
50.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0

廃止または休止

50.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0

光熱水量（料）の使用見直し（使用方法、設備更新等）
紙・ゴミ等の処理量（料）の使用見直し
製造工程等で発生する端材等の有効活用

環境配慮設計（省資源・省エネ、リサイクル性、長寿命化等）の導入
配送手段など物流の見直し
取引先の見直し（上下流の取引先との仕様見直し）
社内研修（研修制度の導入、人材育成等）
社外研修（自治体等のセミナー、先進事例の講習等）
認証機関による審査、改善指導
環境報告書（簡単なレポート含む）等、社外への積極的な見える化推進
各種表彰等における褒賞制度
展示会等における認証取得の明示
営業時における認証取得の明示
求人募集等における認証取得等の明示

図表 3-2-16 特に効果のあった取組（全体）

44

②従業員規模別
従業員別でみた場合、全体的に「光熱水量（料）の使用見直し」、「紙・ゴミ等の処理
量（料）の使用見直し」及び「認証機関による審査、改善指導」は、直接的な効果として
あげられており有効的といえる。
101 人以上の比較的規模の大きい事業所においては、「環境配慮設計の導入」が効果的
であるとの結果がうかがえる。また、従業員 300 人までの中・小規模事業所では、「営業
時における認証取得の明示」が有効という結果がうかがえる。

N=76,%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

～20人

0.0

0.0
0.0

70.0

23.5

41.2
41.2

11.8
11.8

50.0

0.0

5.6
5.6
5.6

72.2

44.4

11.1
21～50人

27.8
27.8

38.9
44.4

11.1
11.1
25.0

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0

51～100人
0.0
0.0
0.0

75.0

50.0
50.0
50.0

0.0

64.7
64.7

47.1
23.5
101～300

23.5
11.8
11.8
11.8
11.8

29.4

35.3

41.2
41.2

17.6

47.1
11.8
17.6
301人以上
0.0
0.0
0.0

80.0

41.2

5.9

5.9

60.0

47.1

29.4
11.8

50.0

29.4

11.8

35.3

76.5
58.8
58.8

47.1

11.8
紙・ゴミ等の処理量（料）の使用見直し
認証機関による審査、改善指導
光熱水量（料）の使用見直し（使用方法、設備更新等）
社外研修（自治体等のセミナー、先進事例の講習等）
環境配慮設計（省資源・省エネ、リサイクル性、長寿命化等）の導入
営業時における認証取得の明示
環境報告書（簡単なレポート含む）等、社外への積極的な見える化推進
製造工程等で発生する端材等の有効活用
社内研修（研修制度の導入、人材育成等）
配送手段など物流の見直し
展示会等における認証取得の明示
求人募集等における認証取得等の明示
取引先の見直し（上下流の取引先との仕様見直し）
各種表彰等における褒賞制度

図表 3-2-17 特に効果のあった取組（従業員規模別）
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90.0

③業種別
業種別でみた場合では、「製造工程等で発生する端材等の有効活用」など、業種による
回答の差異はあるものの、全体の回答傾向はいずれも似ており、大きな差異は認められな
かった。
なお、「情報通信業」（N=2）及び「金融・保険・不動産業」（N=1）は母数が少なく参
考値とした。
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（６）EMS 導入により生じた課題
①全体
「導入している」と回答した 72 企業では、「継続によるマンネリ化」、「環境報告書な
ど作成人材の不足」、「認証審査コスト高」を課題とする回答が多く、その他「環境負荷
低減効果の数値化」、「経営と環境制約との両立」、「新しい取り組み事項等の情報不足」
をあげている。
また、「廃止または休止」と回答した 4 企業でも、同様に「継続によるマンネリ化」
を中心に「認証審査コスト高」「事務効率の低下」「環境報告書など作成人材の不足」を
あげている。その他を回答とする割合が多かったものの具体的な記述は得られなかった。

N=76,%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

29.2
8.3
43.1
11.1
8.3
導入している

30.6
2.8
12.5
16.7
13.9
5.6
50.0
0.0
75.0
25.0
0.0

廃止または休止

25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75.0

認証審査コスト高
継続によるマンネリ化
人事異動等による意識の低下（環境部署への依存等）
取引先との経営格差による改善効果の不足感
環境負荷低減効果の数値化
その他

改善のための設備更新コスト等の負担
事務効率の低下
環境報告書など作成人材の不足
新しい取り組み事項等の情報不足
経営と環境制約との両立

図表 3-2-18 EMS 導入により生じた課題（全体）
②従業員規模別
従業員別でみた場合、全体的に「継続によるマンネリ化」や「環境報告書など作成人材
の不足」を課題とする回答が比較的多い。101 人以上の比較的規模の大きい事業所では、
さらに「認証審査コスト高」、「事務効率の低下」を課題として捉えていることがうかが
える。
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N=76,%
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

5.9
5.9
23.5
5.9
～20人

0.0
29.4
5.9
17.6
17.6
5.9
17.6
16.7
5.6
38.9
5.6
5.6

21～50人

33.3
0.0
11.1
16.7
22.2
11.1
0.0
25.0
50.0
0.0
25.0
25.0

51～100人
0.0

25.0
25.0
25.0
0.0
58.8
11.8
70.6
11.8
17.6

101～300

29.4
5.9
5.9
17.6
5.9
0.0
47.1
5.9
52.9
23.5
5.9

301人以上

35.3
0.0
11.8
11.8
11.8
5.9
認証審査コスト高

改善のための設備更新コスト等の負担

継続によるマンネリ化

事務効率の低下

人事異動等による意識の低下（環境部署への依存等）

環境報告書など作成人材の不足

取引先との経営格差による改善効果の不足感

新しい取り組み事項等の情報不足

環境負荷低減効果の数値化

経営と環境制約との両立

その他

図表 3-2-19 EMS 導入により生じた課題（従業員規模別）
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（７）課題解決に向けた取組と今後の取組
EMS の導入により生じた課題の解決に向けて取り組まれた内容を表に示す。
図表 3-2-20 課題解決のために取り組まれた事項
項目
目標設定

No

従業員規模

内容

1

～20 人

・有益となる目標設定

2

21～50 人

・社内の役割分担の見直し

3

51～100 人

・MS（マネジメントシステム）推進室の設置、全体管理の強化

4

～20 人

・社内研修等での再教育

5

21～50 人

・認証機関研修への参加

6

51～100 人

・社内人材教育・外部研修等の実施

7

～20 人

・数値化は配点基準を統一し、整理整頓状況等を写真で記録

8

301 人以上

・業務拡大し、環境活動の見える化

9

301 人以上

10

101～300 人

・品質マネジメントシステムとの統合

11

101～300 人

・他 MS との統合

組織体制

人材育成

取り組みの
見える化

活動の効率
化・統合化

・環境負荷低減効果を数値化し、削減効果を関連書類に反映
（例：省エネ工事等）

・EMS の電子化
12

301 人以上

・社内 LAN（ネットワーク）での効率化
・セミナー等の展開
・地域企業とのコラボによる社会活動
・ISO14001 認証を終了し、自主事業として EMS 活動を継続
・EMS 委員会の開催、内部環境監査、外部環境監査を自主的に実施

自主 EMS

13

301 人以上

・経営課題と環境課題を両立させることを目指し、無理ない目標と課題を
設定
・外部の新しい考え方を学び、継続的に EMS 活動方法を改善

情報収集

14

101～300 人

・各種講演会等に出席し情報収集、効果が期待できるものは積極的に導入

取組改善

15

21～50 人

・全体会議や EMS 委員会を開催し意見交換、改善へ取組
・国内の関係組織による個別認証取得から国内グループ全体での ISO 統合

16
コスト等
削減

101～300 人

（14001、27001、9001）及び MS 認証取得へ
・14001：法規制対応以外は全社統一、チャレンジエコ NO.1 の活動に置換

17

301 人以上

・グループ認証の導入

18

51～100 人

・設備投資（省エネ型）等の環境改善による資金制約
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（８）今後の取組方針
EMS に係る今後の取り組み方針について内容を表に示す。
図表 3-2-21 今後の取り組み方針
項目

No

従業員規模

内容

1

～20 人

・経験を活かした環境経営の継承

2

21～50 人

・みちのく EMS 規格（第 3 版）の移行等、全員で理解を深める

3

101～300 人

・マネジメントシステム全体に関わる従業員への理解促進

4

～20 人

・EMS を QMS に継げるための新たな基準作り

5

51～100 人

・QMS 活動との連携強化

6

51～100 人

・ISO14001 2015 年度版への切替推進

7

301 人以上

・EMS と経営の一体化

8

51～100 人

・EMS 推進活動への若手社員の登用、活動活性化

9

21～50 人

10

21～50 人

11

51～100 人

12

301 人以上

継続維持

13

101～300 人

コスト削減

14

～20 人

15

21～50 人

・営業面でのアピール強化

16

21～50 人

・生物多様性に関する取組

EMS 意識啓蒙

新たな基準
づくり

人材育成

環境負荷低減

営業面
アピール強化
生物多様性

・紙・ゴミ・電気等、生産に直結する環境目標は啓蒙の役割を終え、
CO2 削減に直結する省エネ工事を柱に活動
・事業活動を通じた環境負荷の低減、社会への還元
・社内の活動指針をみちのく EMS 通じて評価・改善
・省資源化の推進
・CO2 排出量を抑制する省エネ提案工事の促進
・太陽光事業の推進
・現状の継続維持
・環境活動を通じたコスト削減
（例：コストと環境の関連性を考察した工事コストの低減）

・組織内 2030 年ビジョン検討委員会の方針に基づき 2030 年目標を設定
SDGs

17

～20 人

・パリ協定、日本政府の方針を踏まえ、SDGs の考え方を導入
・新しい中長期計画の策定
・グローバル展開している世界共通課題への対応

その他

18

51～100 人

・脱炭素社会への対応
・環境面から社内の質を高め、緑化事業を促進
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（９）EMS の導入への関心度

N=13,%

EMS の今後の導入について「関心がある」と回

無回答, 0.0

答した企業は、全体の 9 割（12 件）を占める。

関心がない, 7.7

関心がある, 92.3

図表 3-2-22 EMS 導入への関心度
（10）EMS の導入に係る障害
①全体
「検討・準備中」と回答した 11 企業では、「人材、管理組織不足」を障害とする回答が最
も多く、次いで「導入、運用コストが高い」、「情報不足（システム構築の進め方がわから
ない、面倒）」をあげている。
また、「導入予定なし」と回答した 13 企業では、「導入効果が見込めない」、「導入、運
用コストが高い」、「情報不足（システム構築の進め方がわからない、面倒）」「人材、管
理組織不足」「業界内でそうした取り組みが活発でない」をあげている。

N=24,%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

36.4
27.3

72.7
18.2
検討・準備中

0.0
9.1
9.1
9.1
0.0
30.8
30.8
30.8

38.5
導入予定なし

23.1
7.7
0.0
23.1
0.0

導入、運用コストが高い

情報不足（システム構築の進め方がわからない、面倒）

人材、管理組織不足

導入効果が見込めない

取引先等の調達条件となっていない

社内の合意形成が難しい

経営者の意識が低い

業界内でそうした取り組みが活発でない

地球環境問題に関心がない

図表 3-2-23 EMS 導入に係る障害（全体）
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②従業員規模別
従業員別でみた場合、全体的に「人材、管理組織不足」を障害とする回答が比較的多い。
また、21～50 人から 20 人以下の小規模事業者にかけて、「導入、運用コストが高い」と
しており、101～300 人の中規模事業者でも同様の回答が確認されている。
その他、20 人以下の小規模事業者から 101～300 人以下の中規模事業者にかけて「情報
不足（システム構築の進め方がわからない、面倒）」をあげている。

N=24,%
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

42.9
14.3
～20人

42.9
42.9
0.0
14.3
14.3
14.3
0.0
28.6
28.6
57.1
28.6

21～50人

14.3
14.3
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0

51～100人

50.0

0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
100.0
100.0
101～300

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0

301人以上

0.0
0.0
0.0

100.0
0.0
導入、運用コストが高い

情報不足（システム構築の進め方がわからない、面倒）

人材、管理組織不足

導入効果が見込めない

取引先等の調達条件となっていない

社内の合意形成が難しい

経営者の意識が低い

業界内でそうした取り組みが活発でない

地球環境問題に関心がない

図表 3-2-24 EMS 導入に係る障害（従業員規模別）
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第 4 章 環境マネジメント検討会の実施
公害防止管理をはじめとした環境経営先進企業と環境マネジメントへの取り組みに積
極的な東北管内の中小企業等を主なメンバーとして、「環境マネジメント検討会」を平成
29年9月27日に設置、年4回（9月27日、10月24日、11月29日、1月30日）開催し、環境経営
の具体的事例の分析と効果的な環境マネジメントのあり方、組織体制について検討を行っ
た。また、中小企業の組織内部の環境意識を高めると共に、ステークホルダー等に対して
環境に関する取り組みを公表する環境報告書を作成するにあたり、その課題と手法につい
て検討を行った。

4.1. 環境マネジメント検討会 開催概要
（１）開催実績
第 1 回環境マネジメント検討会
日時：平成 29 年 9 月 27 日（水）15：00-17：00
場所：経済産業省 東北経済産業局（5B 会議室）
開催目的：検討会開催趣旨の共通理解と EMS を巡る情報の共有
第 2 回環境マネジメント検討会
日時：平成 29 年 10 月 24 日（火）10：00-12：00
場所：経済産業省東北経済産業局（5A・B 会議室）
開催目的：個別企業における EMS の取り組み事例から個別テーマの抽出と相互理解
第 3 回環境マネジメント検討会
日時：平成 29 年 11 月 29 日（水）15：00-17：00
場所：TKP ガーデンシティ仙台 カンファレンスルーム 30C（アエル 30 階）
開催目的：個別企業における EMS の取り組み事例と個別テーマの抽出と相互理解
第 4 回環境マネジメント検討会
日時：平成 30 年 1 月 30 日（火）14：30-17:00
場所：TKP ガーデンシティ仙台 カンファレンスルーム 30C（アエル 30 階）
開催目的：EMS と経営力強化をテーマに検討会としての整理
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（２）環境マネジメント検討会構成メンバー

検討会の委員構成は、東北地域環境ビジネスフォーラム事業の参画企業を中心に呼びか
け、東北管内の中小企業を主なメンバーとする７企業で構成し、環境経営に取り組む企業
の実務責任者又は実務者が就任した。なお、オブザーバーは、検討会において適宜、参考
質問として受付け、議論の活性化を図った。
ファシリテーター
氏名
奥野 麻衣子

所属・役職
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
政策研究事業本部 環境・エネルギー部 主任研究員

委員
氏名

所属・役職

随行者

佐藤 仁

株式会社青葉環境保全 代表取締役

海老澤 恒美

株式会社さんのう 代表取締役社長

阿部 英治

有限会社三立 第二製造部 OM 課 課長

千田 信良

有限会社千田清掃 代表取締役

沢田 秀二

ミカド電装商事株式会社 代表取締役社長

本山 泰督

本山振興株式会社 取締役総務部部長 兼 業推進室室長

経営管理本部部長

所属・役職

長谷川 勉

空調企業株式会社 理事

須貝 祐美

株式会社サイコー エコ活事業部 エコ活企画課 主事

立山 隆

株式会社デンソー 福島 製造部 ガソリン工場 工場長

長岡 恭輔

長岡ダイカスト工業株式会社 代表取締役

乙黒 敏浩

山田車体工業株式会社 仙台工場
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営業部 課長

野々村 隆一

オブザーバー
氏名

秋山 竜也

4.2. 環境マネジメント検討会 検討要旨
（１）第 1 回環境マネジメント検討会
日

時：平成 29 年 9 月 27 日（水）15：00～17：00

場

所：東北経済産業局「5B 会議室」
宮城県仙台市青葉区本町 3 丁目 3-1

出席者（敬称略）：
＜委員＞ 株式会社青葉環境保全 佐藤仁、 有限会社三立 阿部英治、
有限会社千田清掃 千田信良、（随行者）野々村隆一、
ミカド電装商事株式会社 沢田秀二、本山振興株式会社 本山泰督
＜オブザーバー＞ 株式会社サイコー 須貝祐美
＜ファシリテーター＞ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 奥野 麻衣子
＜事務局＞ 東北経済産業局 瀧川利美、鈴木宏、伊藤ひろみ
一般社団法人産業環境管理協会 壁谷武久、安井基晃、堀田園江
議

NPO 法人環境会議所東北 山岡講子、金野徳子、佐々木三知子
題：・本事業の主旨、検討会の目的等について
・環境マネジメント検討会の進め方について
・環境経営と EMS について
・第 1 回環境経営セミナー参加者アンケート集計結果報告について
・検討会参加企業各社の EMS・環境経営の取組状況について検討要旨
・その他

検討要旨：
○ 本事業の主旨、検討会の目的等について
東北経済産業局環境・リサイクル課鈴木宏課長より本事業の主旨、検討会の目的等につ
いて説明を行い、開催主旨の共通理解を図った。
○ 環境マネジメント検討会の進め方について
事務局より、資料 1 に基づき、今後の環境マネジメント検討会の進め方について説明を
行い、内容について了承を得た。
○ 環境経営とＥＭＳについて
事務局より、資料 3 に基づき、EMS の概要について説明を行い、情報提供を行った。
○ 第 1 回環境経営セミナー参加者アンケート集計結果報告について
事務局より、資料 2 に基づきアンケート集計結果について報告を行い、環境経営を自社
の戦略として EMS を導入する現況について情報提供を行った。
○ 検討会参加企業各社の EMS・環境経営の取組状況について
各委員より、資料 4 に基づき自社の取組状況について発表を行った。各社のヒアリング情
報をまとめた事務局資料をベースに自由に意見交換を行い、各社の EMS 取組を把握し、
情報共有を図った。
○ その他
第 2 回環境マネジメント検討会の開催は、平成 29 年 10 月 24 日（火）に決定した。
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（２）第 2 回環境マネジメント検討会
日 時：平成 29 年 10 月 24 日（火）10：00～12：00
場 所：経済産業省 東北経済産業局「5AB 会議室」
宮城県仙台市青葉区本町 3 丁目 3-1
出席者（敬称略）：
＜委員＞ 株式会社青葉環境保全 佐藤仁、（随行者）後藤範和、
株式会社さんのう 海老澤恒美、有限会社三立 阿部英治、
有限会社千田清掃 千田信良、（随行者）野々村隆一、
ミカド電装商事株式会社 沢田秀二、本山振興株式会社 本山泰督
＜オブザーバー＞ 株式会社サイコー 須貝祐美、空調企業株式会社 長谷川勉
＜ファシリテーター＞ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 奥野 麻衣子
＜事務局＞ 東北経済産業局 鈴木宏、伊藤ひろみ
一般社団法人産業環境管理協会 壁谷武久、安井基晃、堀田園江
NPO 法人環境会議所東北 山岡講子、金野徳子、佐々木三知子
議 題：・第１回環境マネジメント検討会の意見整理
・環境経営と EMS について（その２）
・事例発表
・意見交換
・その他
検討要旨：
○ 第１回環境マネジメント検討会の意見整理について
事務局より資料 1 に基づき説明を行った。第１回環境マネジメント検討会で出された意見
をテーマ別（数値化、人材、マンネリ化、コスト、その他に全体感、法令等遵守、安全管理、
企業イメージの向上）にまとめ、取組みの現況、課題、対応・工夫、改善・成果の区分に沿っ
て整理したものを紹介した。
○ 環境経営と EMS について（その２）
事務局より、資料 2 に基づき、環境経営と EMS について情報提供を行い、EMS 導入を企
業の経営力強化につなげるため、ISO14001：2015 で拡大した経営戦略との一体化につい
て言及した。
○ 事例発表について
株式会社サイコーより、ISO14001 取得企業としての事例発表を行った。環境経営を推進
するための運用改善やマンネリ化対策として社員が業務改善提案ができるワンステップレ
ポート等の独自ツールを開発するなど、実際の事業活動における適応の工夫等について
説明を行った。
○ 意見交換について
各委員より、資料 1 に基づき、主な検討テーマについて、第１回検討会で出てきた課題
及び課題克服に対しての工夫、その成果について補足説明及び発表を行い、意見交換し、
各社の EMS の取組把握と情報共有を行った。
○その他
第 3 回環境マネジメント検討会の開催は、平成 29 年 11 月 29 日（水）に決定した。

56

（３）第 3 回環境マネジメント検討会
日

時：平成 29 年 11 月 29 日（水）15：00～17：00

場

所：TKP ガーデンシティ仙台 カンファレンスルーム「30C」
宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1

出席者（敬称略）：
＜委員＞ 株式会社青葉環境保全 佐藤仁、（随行者）秋山竜也、
株式会社さんのう 海老澤恒美、有限会社三立 阿部英治、
有限会社千田清掃 野々村隆一、ミカド電装商事株式会社 沢田秀二、
本山振興株式会社 本山泰督
＜オブザーバー＞ 株式会社サイコー 須貝祐美、空調企業株式会社 長谷川勉
株式会社デンソー福島 立山隆、長岡ダイカスト工業株式会社 長岡恭輔
＜ファシリテーター＞ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 奥野 麻衣子
＜事務局＞ 東北経済産業局 鈴木宏、伊藤ひろみ、鈴木和義
一般社団法人産業環境管理協会 壁谷武久、安井基晃、堀田園江
議

NPO 法人環境会議所東北 金野徳子、佐々木三知子
題： ・過去 2 回の検討会での意見整理
・検討結果のとりまとめ方法について
・意見交換
・第 2 回環境経営セミナー開催シナリオ（骨子案）について
・その他

検討要旨：
○ 過去 2 回の検討会での意見整理について
事務局より資料 1 に基づき、説明を行った。過去 2 回にわたり環境マネジメント検討会で
出された意見をテーマ別にまとめ、さらに深く議論が必要と思われるテーマ（取引関係、情
報収集、情報発信、業務効率の向上、意識の向上、組織体制の強化、社会事業）を追加し
て、議論すべき内容を整理した。
○ 検討結果のとりまとめ方法について
事務局より資料 2 に基づき、これまでの検討経過を説明した。加えて、資料 3 に基づき、
これまでに出された意見を踏まえ、環境経営の導入状況、目的、課題等に意見を再整理し、
その分析結果を報告するとともに、検討結果のとりまとめの方向性について確認を行った。
○ 意見交換について
資料 1 に基づき、各委員から積み残した部分について確認を行い、これまでに出された
課題及び課題克服に向けた工夫、成果について補足説明や意見を貰った。各社の現況、
課題（取引関係、情報収集、情報発信、業務効率の向上、意識の向上、組織体制の強化、
社会事業）を中心に意見交換を行い、各社の EMS 取組の把握と情報の共有を図った。
○ 第 2 回環境経営セミナー開催シナリオ（骨子案）について
事務局より資料 4、5 に基づいて説明を行った。第 4 回検討会に向けて、単純化・一般化
するだけでなく、外に出したときにメッセージとなるような工夫を行う。また、第 2 回環境経営
セミナー開催シナリオについて確認を行い、検討会構成メンバー全ての企業に登壇の上パ
ネル討論する事について了承を得た。
○その他

第 4 回環境マネジメント検討会の開催は、平成 30 年 1 月 30 日（火）に決定した。
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（４）第 4 回環境マネジメント検討会
日

時：平成 30 年 1 月 30 日（火）14：30～17：00

場

所：TKP ガーデンシティ仙台 カンファレンスルーム「30C」
宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1

出席者（敬称略）：
＜委員＞ 株式会社青葉環境保全 佐藤仁、（随行者）秋山竜也、
株式会社さんのう 海老澤恒美、有限会社三立 阿部英治、
有限会社千田清掃 千田信良、（随行者）野々村隆一、
ミカド電装商事株式会社 沢田秀二、本山振興株式会社 本山泰督
＜オブザーバー＞ 株式会社サイコー 須貝祐美、空調企業株式会社 長谷川勉
＜ファシリテーター＞ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 奥野 麻衣子
＜事務局＞ 東北経済産業局 鈴木宏、伊藤ひろみ、鈴木和義
一般社団法人産業環境管理協会 壁谷武久、安井基晃、堀田園江
議

NPO 法人環境会議所東北 山岡講子、金野徳子、佐々木三知子
題：・検討結果のとりまとめ（案）
・第 2 回環境経営セミナーについて
・その他

検討要旨：
○ 検討結果のとりまとめ（案）について
事務局より資料 1 に基づき説明を行った。過去 4 回にわたり開催した環境マネジメント検
討会における検討の成果を、「検討結果のとりまとめ（案）」としてとりまとめ、内容について
了承を得た。EMS の導入及び取組の推進が、企業の経営力強化並びに経営課題への対
応に活かされること。さらには、経営課題毎に期待される今後の展開についても整理し、企
業の環境経営戦略に繋がることを期待する内容とした。
○ 第 2 回環境経営セミナーについて
事務局より、資料 2 に基づき、第 2 回環境経営セミナーの進行確認を行った。当日は、環
境経営先進企業（株式会社日立製作所）の事例紹介の他、環境マネジメント検討会の成果
発表として、環境マネジメント検討会構成メンバーである企業６社の個別発表を行うことで了
承を得た。第 4 回環境マネジメント検討会では 6 社の講演リハーサルを行い、進行確認を
行った。プレゼン資料は各社の体裁統一を図るとともに、講演内容のストーリー確認を行い、
当日に向けて資料の再調整を行うこととした。
第 2 部のパネルディスカッションの進行確認を行った。ファシリテーターから①環境問題
をめぐる事業機会とリスク、②企業の環境報告と製品・サービスの環境効果（社会的価値）
の見える化として、環境マネジメント検討会の振り返りをコメントしていただく。また、パネル
討論では、「良い会社」に向けた EMS 活用について」をテーマに、①「検討会を通じて得ら
れたもの 」及び②『検討会を経た今、考える「将来に向けたチャレンジ」 』の 2 項目につい
て、各社からコメントを発表し、ファシリテーターによる総括で締めくくることとした。
○その他
平成 30 年 2 月 28 日（水）に開催する第 2 回環境経営セミナーの当日確認を行った。
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図表 4-2-1 第 1 回環境マネジメント検討会の様子

図表 4-2-2 第 2 回環境マネジメント検討会の様子

図表 4-2-3 第 3 回環境マネジメント検討会の様子

図表 4-2-4 第 4 回環境マネジメント検討会の様子
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4.3. 環境マネジメント検討会 検討結果のとりまとめ
環境マネジメント検討会では、「環境」を切り口とした中小企業の「経営改善」の推進を目的
としており、具体的な手段として、以下の 3 事業を実施した。
① 環境経営セミナーの開催
② 東北管内企業の EMS 導入に関するアンケート調査の実施
③ 環境マネジメント検討会の設置、開催
前述の環境マネジメント検討会では、上記の環境経営セミナーや東北管内企業の EMS 導
入に関するアンケート調査の実施により得られた情報や意見をもとに、EMS 導入の動機、運用
課題、工夫・改善、今後の展開について、熱心に意見交換が行われた。
本事業の成果は、「EMS 導入をもとにした経営力強化・経営課題への対応と今後の展開」と
して内容を取りまとめ、平成 30 年 2 月 28 日（水）に開催した第 2 回環境経営セミナーの参加
者全員に配布した（次頁を参照のこと）。
また、環境マネジメント検討会構成委員からも、各社のトピックスを中心に、具体的な取り組
みの内容や工夫とともに、今後の取り組みについて紹介いただいた。
パネルディスカッションでは、ファシリテーター奥野 麻衣子氏（三菱 UFJ リサーチ＆コンサ
ルティング株式会社）から、①環境問題をめぐる事業機会とリスク、②企業の環境報告と製品・
サービスの環境効果（社会的価値）の見える化として、環境マネジメント検討会の振り返りコメ
ントがあり、最後に「良い会社」に向けた EMS 活用について」をテーマにパネル討論を開催し、
セミナー参加者全員に、本事業の成果について情報発信し、成果の共有を図った。
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第 5 章 環境ビジネスワークショップ in 東京の実施
5.1. 環境ビジネスワークショップ in 東京 開催概要
環境規制・資源制約等に対応する公害防止管理・環境経営に資するための一助として、環
境ビジネスを展開する東北地域の中小企業が、東京の中小機構セミナールーム（TIP*S）にて、
自社の調和型製品・サービス等の導入について紹介し、環境ビジネスを効果的に活用した環
境対策手法を広く提供するとともに、環境ビジネスパートナーとの連携に繋げる情報発信を
行った。

5.1.1 開催概要
日 時：平成 30 年 1 月 26 日（金）13：30～16：30
会 場：TIP*S（中小企業基盤整備機構セミナールーム）
東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル 6F 611 区
参加者：29 名（申込数 49 名、名刺交換会 15 名）
プログラム：
・開会挨拶
経済産業省 東北経済産業局 資源エネルギー環境部環境・ﾘｻｲｸﾙ課長 鈴木 宏
・特別講演「地域と都市の企業をつなぐ生物多様性と自然資本経営」
日経 BP 社 日経ｴｺﾛｼﾞｰ＆日経 BP 環境経営ﾌｫｰﾗﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 藤田 香 氏
・企業プレゼンテーション
「機能性とデザイン性を両立した木製窓サッシの製造」
アルス株式会社 代表取締役 髙橋 光雄 氏
「加工技術を活かした水・廃棄物等の処理関連機器の製造」
加藤鉄工株式会社 専務取締役 加藤 孝之 氏
「CO2 の活用で VOC 排出量を削減した炭酸ハイブリッド塗装」
加美電子工業株式会社 専務取締役 早坂 宜晃 氏
・名刺交換会

5.1.2 講演内容
（１）特別講演「地域と都市の企業をつなぐ生物多様性と自然資本経営」
日経 BP 社 日経ｴｺﾛｼﾞｰ＆日経 BP 環境経営ﾌｫｰﾗﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 藤田 香 氏
日経 BP 社では、環境対応と社会課題を解決するため社会論やサスティナブル経営におけ
る雑誌「日経エコロジー」を発行し、東北地域における復興の観点から生物多様性と復興
の関係について様々な関係者と調査を実施してきた。日経 BP 環境経営フォーラムは、日経
エコロジー読者の中でも環境先進企業で構成され、113 社企業から成る。環境事業の紹介
等の場として企業に活用いただいている。
パリ協定、資源循環、生物多様性、自然資本は、企業側からみると遠い存在に思うかも
しれないが今後企業にとってメインとなる考え方といえる。今世界では自然資本の考え方
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でより取り組まなければならない動きになっている。2010 年に COP10 が開催され愛知目標
や名古屋議定書が採択された。愛知目標の第４版には、2020 年までに全ての関係者が持続
的な生産と消費の計画を実施することとある。これは SDGs の目標 12 番と同じだと思われ
るが、国や企業等が一緒に連携し取り組むことというメッセージが含まれている。2012 年
には国連持続可能な開発会議「リオ＋20」がフランスで開催され、金融機関が 21 世紀に向
けて「自然資本」の考え方を金融商品やサービスに取り入れていくことを宣言した「自然
資本宣言」を行った。37 の金融機関が署名し、環境に取り組む企業を優遇するというもの
で、それを行わないと、金融機関自身も様々なリスクを背負うことになるという考えを持
っている。2015 年には SDGs が採択され世界的な広がりを見せつつ、2016 年には生物多様
性を経済的な価値として定量的に評価する自然資本プロトコルが発表された。今様々な企
業が自然資本プロトコルを使い定量評価を行うようになってきた。
では、なぜ今、自然資本の概念が広まってきたのか？世界中が人口増加や資源の減少、
枯渇が深刻な問題となる中、温暖化対策と生物多様性保全のトレードオフの問題が起きて
おり、企業は自社の環境負荷の把握にとどまらず、サプライヤーの負荷を考慮した包括的
な事業活動を考える必要性ができている。これは生物多様性だけでなく、水、大気、土地
などの自然資源全体を生み出す資本「ストック」として捉え、企業経営を支える基盤とし
て考えていく必要がある。
例えば、水で考えた場合 OECD では世界人口の 4 割が水不足に陥る。水産資源では 8 割が
過剰漁獲か漁獲拡大余地がない状態として評価されている。鉱物資源も減少・枯渇問題が
深刻化している。そのため、イオンでは、水産関係の企業には FSC や ASC 認証を取得した
ものを調達するよう依頼するなどサプライチェーン全体での取組みを行っている他、消費
者を教育してサステナビリティの理解を広げていくことを目的に「フィッシュバトン」を
設置、2020 年までに 100 店舗を目指した普及啓発に乗り出している。
次に、持続可能な木材調達においては、住友林業の事例を紹介する。経営方針に「自然
素材である木を生かし、住生活のサービスを通じれ豊かな社会の実現に貢献する」を打ち
出し、持続可能性と生物多様性に配慮した木材・資材調達の継続を CSR の重要課題の一つ
に掲げ取り組んでいる。住友林業では、住宅事業と木材商社事業の２つがあるが、それぞ
れに目標値を設定している。住宅事業では森林認証材を 2020 年までに 12％に増やすとし
ている。全ての材を森林認証材に変換することが難しいため、認証のつかない木材につい
ては、違法材の購入に対する「木材調達デユーデリジェンス」の仕組みを導入し、リスク
評価と低減を行い、世界 20 カ国の約 200 社の仕入れ先に足を運び監査等を行っている。
次いで、パーム油の事例を紹介する。世界で最も利用されている消費量の多い植物油で
あり、洗剤や食品に多く使用されている。生産の 9 割がマレーシアとインドネシアであり、
ボルネオ島での熱帯雨林の伐採が進み、生物多様性の損失が問題になっている。一般に、
日本企業では、原材料調達ガイドラインを策定し「森林破壊ゼロ宣言」という仕組みが欧
米を中心に積極的に行われているのだが、原産地の森林破壊ゼロを支持しますという意思
を表明することを、日本企業では花王がはじめて行っている。パーム油と紙・パルプは個
別の調達ガイドラインを策定し、熱帯雨林や生態系に悪影響を及ぼさないことを示す RSPO
認証を取得し、具体的な目標値を掲げ取り組んでいる。衛星データを使ってサプライチェ
ーンの追跡も行っている。全ての企業が共通に使用する紙の取組事例を紹介する。企業同
士が連携し、森林認証紙を製紙メーカーに要求し、FSC や PEFC 認証紙を使った商品が増え
ている。
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自動車メーカーと半導体メーカーを紹介する。自動車メーカーでは、CO2 対策としてガソ
リン車から電気自動車への販売強化に移行しつつある中、
サプライヤーの CO2 負担が大きく
なっている。温暖化対策をした結果、バイオマス素材を増やすることによる原料調達にお
ける環境負荷や生物多様性の負荷が大きくなっている。そこで、トヨタでは 2016 年にサプ
ライヤーに対して「新グリーン調達ガイドライン」を改訂し、トヨタチャレンジ 2050 に対
応した、サプライヤーに取り組んでほしい 6 項目が記載されている。そこには「自然共生
社会の構築」が新たに追加され、取組の強化が図られている。
また、天然ゴムについては、自動車タイヤに強度確保の面から、一定割合の利用が必須
だと言われているが、天然ゴム農園がパーム油に次ぐ生物多様性損失の問題があるとして
注目されつつある。トヨタはリスクがあると判断しＷＷＦに相談して、環境や人権に配慮
した基準づくりを他社メーカーと連携して基準づくりを行い、認証できる仕組み構築に向
けて乗り出している。
次に、半導体の事例を紹介する。半導体製造には、大量の地下水を使用する必要がある
が、減反などで地域の地下水量が減少している。そこでソニーは、作付前と収穫後に川の
水を引く水田涵養を行っている。これにより徐々に、年間資料量を上回る水涵養量になっ
ている。また、水田から収穫される農作物は、社員が購入し、農家支援と地下水資源の保
全に向けた取り組みを行っている。日産などの大手企業では、自然資本の定量評価ツール
を行い、自社の事業がサプライチェーン全体においてどれくらいの環境負荷を与えている
のかを定量評価し情報公開する動きがはじまっている。今、世界銀行や WWF などのいくつ
かの主要団体が一緒になって自然資本プロトコルを作りはじめており、ネスレやユニリー
バなどがこれを使っている。
このような動きは今後、世界中で大きな動きになっていくことが予想される。SDGs への
貢献や ESG 投資の増大は、世界的な流れとして今後も活発化が予想される。今回、地域と
都市の企業をつなぐパートナーシップづくりということで講演させていただいているが、
地域の企業は、高齢化などの地域課題を抱えながらも地域に根差した技術やノウハウを活
用して事業展開をされている。
一方、都市の企業は、地域からエネルギーや水、などの自然資本を調達して事業を展開
し、ESG 投資家からも評価され、技術力もある。これらの企業が上手く連携しながら、新
しい発想や新しいライフスタイル、新しい技術を見出して、ビジネスチャンスを得ていく
ことが本来の SDGs の目的となるため、是非、これを機会に SDGs への貢献、ESG 投資によ
るビジネス機会の創出に繋げていただきたい。
（２）企業プレゼンテーション
「機能性とデザイン性を両立した木製窓サッシの製造」
アルス株式会社 代表取締役 髙橋 光雄 氏
山形県米沢市に拠点を置き、木製窓サッシメーカーとして木製の窓の製造販売を行って
いる。一般に、ヨーロッパやアメリカでは木製サッシの利用率が 50％以上で、製品の 95％
が国産材を使用している。日本では木製サッシがほとんど流通していない状況のため商品
の普及拡大を目指している。会社設立は平成 5 年 6 月、資本金 1,000 万円、私は社長 2 代
目で現在代表を務めている。父が先代社長を務めたが当初の事業は、ふすまや障子、公共
事業としてベニヤを使った建具の製造販売を手掛けていた。当時はまだ環境規制が本格化
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する前の頃、公共事業の案件が多く建物の移設や建て直しなどでサッシを切断した際、ホ
ルムアルデヒドが発生しベニヤ屑が舞う環境のもとで従業員が作業していた。喉などへの
健康被害が発生し、本来環境に良いはずの商品がこのような健康被害をもたらすことに違
和感を持っていた。ある時、北海道の久保木工株式会社の工場見学の際、国産材を使用し
た木製サッシの製造を初めて目にした。後で調べて日本にはアルミサッシが主流でまだ殆
どその存在が知られていないことを知り大変魅力に感じた。なんとか製造を手掛けたいと
考えるようになり、平成 13 年に生活支援事業に申請し通ったため製造を開始した。当初は、
ドイツ製品の見よう見まねで試行を重ねた。現在は、木材サッシの商品ブランドとして「夢
まど」を商標登録を申請中。意匠性が高く東北産の杉材やひのきを利用した国産材を使用
している。いずれは 100％を目指して日本の風土に適したものづくりと断熱性や気密性、
耐風圧性を兼ね備えた環境性能の高いものを目指し、皆様に安心して使っていただける商
品開発にしたい。
防火設備機能の面では、大臣認定を個別に保有しており、既に 12 種類の認定を持ってい
る。今年新たに４種類を申請中。750℃燃焼の内窯で 20 分間保持し発火しなければ基準を
クリアできるという遮炎試験にも合格している。一般に一番燃えやすいとされる杉素材（比
重 0.35）で防火設備基準をクリアした。一般にアルミ素材だと熱に弱く曲がりやすい性質
であるが、木製サッシはたとえ灰になったとしても形状を留める性質がある。耐久性には
一定の性能を保有する素材と言える。高断熱ガラス（遮熱）は、トリプルガラス仕様 78-90mm
の場合熱伝導率が低く高断熱に優れる。ペアガラス仕様 68mm では、アルゴンガス入りで
1.1-2.3 の厚さの窓さっしを提供している。いずれもガラス性能を下げずに熱性能に優れ
た商品を提供できている所が特徴として挙げられる。廃棄物は、金物部分が環境影響とし
て大きい要素になっているが、金物部品はドイツから直接輸入し見まねで製作していたが、
ようやく独自に日本の風土に合ったほとんど結露しない窓サッシを提供できるまでに至っ
た。ドイツ製品と比べて水圧に優れた気密性を誇り、木材管理では含水率管理を徹底し安
定化を図っている。自社の木材乾燥機で１週間ほど乾燥し外に出して９か月～半年乾燥す
る。一般に構造材は 18％の含水率だが当社素材はその半分の 9％程度である。
製品の納品先は、近年は認定こども園への導入や遮音性が求められるようになった。そ
の他、神奈川大学の横浜キャンパスや青森県青森駅の商業施設 A-Factory、宮城県蔵王温
泉「ゆと森倶楽部」、清里にある生長の家「森の中のオフィス」、米松サーモウッドを使
用した自宅用ワインセラーなどを手掛けている。
これまで個別オーダーで対応してきたが、製品性能上、ヒートショックにも対応した住
環境に貢献できる商品だと思っている。そのため、性能や窓サッシの大きさ、お手頃価格
でスタンダードの商品化を目指したいと考えている。
（３）企業プレゼンテーション
「加工技術を活かした水・廃棄物等の処理関連機器の製造」
加藤鉄工株式会社 専務取締役 加藤 孝之 氏
弊社は福島県福島工業団地内に位置し、戦後 1946 年に祖父が創業し、日本海軍航空隊の
練習機「赤とんぼ」の廃材を利用したリアカーや農器具などを製造販売していた。福島で
は果実栽培が盛んで桃などの果物加工業者が増え機械等の受注が増えたものの、1960 年に
なると地元食品加工で排出される排水問題が深刻化し、地域に排水処理施設が無かったた
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め、企業から排水の 1 次処理機能を有する設備依頼が増えた。その時に開発した技術が今
も基本構造となり弊社の主力製品となる加藤式自動バースクリーンが誕生した。1971 年に
なり公害防止装置として加藤式バースクリーンが活用し全国へ普及していった。1989 年に
カテックスに会社名を変更しより地域の要望に応じた設計開発から製造までを一貫して行
う多製品メーカーとして現在に至る。
弊社製品は、水処理機器では従来製品に比べて根詰まりが少なく故障も少ない。据え付
けが簡単でランニングコストも抑えることができる。脱水効果も高められ廃棄物削減に繋
がることも主な特徴として挙げられる。加藤式自動バースクリーン BS シリーズは主に規模
の大きなものに対応したものであり、新 BSK シリーズは中間規模、Mini シリーズは小規模
に適したものとなっている。これまでに下水処理場関係や食品・水産加工・醸造関係、食
肉センター、プラント・その他、自治体、学校、病院の他、外国での導入実績もあり、そ
れぞれの施設規模に応じた導入を行ってきた。
脱水機は、自動バースクリーンで掻き揚げたゴミ等を脱水し減容化する機械である。自
社ですべてを加工・製作し優れた機械剛性と耐蝕性を有する。し尿分野にとどまらず、食
品関連や製紙工場排水処理においても導入実績があり、比較的粒が大きく粗いものが対象
となる。弊社の中で最も汎用性の高い製品だと考えている。
弊社では、これまでし尿処理関連で養ってきた最も得意とするステンレス加工技術をフ
ルに活用し多種多様なステンレス製コンベアを設計し製作してきた。食品関連機器では、
既製品ではないサイズや個々の特徴を持つオーダーメイドに適応した機器を製作してきた。
例えば、桃の缶詰生産工程、加工食品や弁当等に添付されている調味料やたれ等の小袋を
処分する際の内容液と小袋フィルムの分別を行う機械等を手掛け、廃棄時の分別の大幅な
省力化だけでなくメンテナンス優先の分離構造の提案や連包、単包、混在包等の連続ラン
ダム投入にも対応するなどお客様の抱えている様々な問題を解決できるように機械の側面
から構造提案し、中にはお客様と一緒に勉強させていただきながら取り組んできた。
自社の強みは、1 点目に加藤式バースクリーンを中心とした個液分離装置に係る経験が
豊富で様々なノウハウを有すること。2 点目にこれまで食品業界を中心に食品工場などの
食品廃棄物処理の提案や機械導入の提案を実施してきたことが挙げられる。
ビジネスニーズは、適応する市場分野はし尿処理業界を中心に実績を有するが、食品業
界を中心に他業界においても弊社製品の発展性があるのではと考えている。また自動バー
スクリーンを自動化したことに伴い中水処理の再利用が行えることから今後も時代のニー
ズに併せたモデルを提供していきたい。新規モデル事業などにおいてビジネスパートナー
と連携し、追従する企業の見本となるモデルプラントに弊社の機器を導入したい。事例で
はバイオマスプラントを考えている。国や自治体等による支援では、環境関連の設備強化
のための補助支援を求めている。廃棄物の分別やリサイクル資源の活用においては支援が
足りないと感じている。グローバルマーケットでは、国内事業がこれまで中心であったが
新興国でも自社の水処理技術を中心として商機があるのではないかと期待している。マッ
チング要望は、自社製品を理解していただいた上で別のプラントやシステムの一部として
導入検討をしていただける方、食品廃棄物処理や水処理機器の導入を検討される方、海外
企業や自治体との接点を保有されている方、異業種への新規導入提案をしてくださる方を
希望している。
本日資料では触れなかったが、自社製品以外にも食品廃棄物処理分野では協力会社の下
請けとして製作しているものがある。様々な実績を積んでいるので弊社または自社製品の
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今後の発展を感じて提案させていただく機会をいただければ幸いである。
（４）企業プレゼンテーション
「CO2 の活用で VOC 排出量を削減した炭酸ハイブリッド塗装」
加美電子工業株式会社 専務取締役 早坂 宜晃 氏
弊社は、宮城県加美郡にあり仙台から北方へ１時間ほど車で行った所に位置する緑豊か
な場所にある。設立は昭和 45 年 6 月であり来年で 50 周年を迎える。主な製品は、光学関
係カメラや携帯電話等のキーパッド等の塗装を行っており、中国に工場を保有する。自転
車のハンドルやギア、車内装部品、塗装等が多く、フロントドアやヘッド部分等における
UV 塗装・ハードコートや有機溶剤塗装、水性塗装等も行っている。加美電子工業は、もと
もと塗装会社であり塗装設備を作る会社ではなかったが、世界的な揮発性有機化合物(VOC)
問題が起きてからは削減に取り組んできたが、平成 22 年以降は、なかなか削減ができず横
ばいになっていた。
VOC は、面積比で発生量を見た場合では日本は他国に比べて 3 倍以上の VOC を排出して
いる。中国でも発生量は多くその影響が日本にも及ぼしている状況である。中国では溶剤
含有量 420g/ℓ の場合は 4%の消費税を徴収する制度規制ができている。さらに 2018 年 1 月
1 日から環境保護税法が公布され税金として徴収されるようになり、日本よりも厳しく取
り組まざるを得ない状況になっている。日本では 2007 年に大気汚染防止法が改定され、VOC
排出抑制を平成 22 年度までに 3 割削減、自主規制で行うこととなっている。全体の 4 割を
塗装が占める内容になっている。
2005 年に産総研東北センターと洗浄装置の開発を進めてきた。その後、本業の塗装でも
有効であることがわかり、NEDO と産総研東北センター、加美電子の 3 社で開発を開始。2011
年に装置の需要検討を行い、翌年の震災の 3 日後に東北経産局「平成 22 年度補正予算事業
新事業活動促進支援補助金」による連携支援事業である実用化研究がスタートした。2013
年からこれまでに４台ほどの導入実績があり、現在は、中国の環境影響が悪いため、環境
改善に向けた検討を進めている。
超臨界 CO2 塗装の特徴は、1 点目は、気体のような拡散力と液体のような溶解力が挙げら
れる。そのため、液体 CO2 と塗料が混ざることで粘度が下がり CO2 添加率を低く抑えること
ができる。2 点目は、溶剤を使うと 50％希釈する必要があるが、炭酸ガスでは 20％希釈で
良く希釈効果が高い。3 点目は、従来の溶剤塗装では塗料と溶剤を１対１の割合で配合す
る必要があるが、超臨界 CO2 塗装では、希釈溶剤を約 50％減らすことができる。
以上から、超臨界 CO2 塗料は、希釈溶剤添加による低コスト化が図られ、炭酸ガスは再利
用品のため無害である上、塗膜成分は溶剤でレベリングするために不変で、水性塗料では
達成できない溶剤塗料と同等の高外観を実現できることが挙げられる。高速度カメラで撮
影した画像では、液化二酸化炭素の添加を 0％から 30％へ上げると粘土が下がり、噴霧パ
ターンが拡大して液滴粒子速度が減少する。また、噴霧後は CO2 が 400 倍ほど膨張するため
その力も活かして粒子も小さく見栄え化することも最近明らかとなった。塗料の跳ね返り
撮影では、炭酸 0％から 30％に変化させた場合、跳ね返りミストが減少することがわかっ
ている。実際の塗着効率も 20-30％UP することが分かった。
デメリットとしては、１点目は、高圧ガス製造設備液化炭酸ガスを塗料と混合する必要
があり、高圧ガス製造設備としての取扱いとなること。2 点目は、エポキシ塗料硬化剤と
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CO2 が反応アミン硬化剤を含む塗料は炭酸ガスと反応してカルバミン酸塩になるため相性
が悪い。
炭酸ハイブリッド塗装研究は、これまで装置開発の中で、既存の塗料使用量を 20%程度
減らすことができたものの、最終的には塗料そのものも改良していかないと良いものが仕
上がらないことが分かった。そのため、塗料メーカーの協力が得られ難く、機械は完成し
たもののあまり売れない状況が続いた。これを改善するため産総研（東北センター）、宮
城県産業技術総合センター、東北大学工学部、塗料メーカーと連携して塗料開発プロジェ
クト体制を築き、ナガセアプリケーションワークショップにてラボを持って臨界塗料の専
門家と共に塗料と CO2 の開発を進めている。
現在は、塗料配合の共同開発を高圧下で混合試験を行い、相溶性を確認、塗料配合の共
同開発により塗料配合理論を確立した。そして高極性溶剤を添加することで樹脂の析出が
起こらなくし、既存塗料での成功確率が 20%程度だったものが現在では 100％にまで達成で
きている。
炭酸ハイブリッド塗装の想定マーケットは、大流量を必要とする塗装業界（500g/min～）
では大型車両や造船、航空機、コンテナ、産業機械などを採用したいと考えている。また、
中流量を必要とする塗装業界（150～500g/min）では、自動車関連、建設機械、金属建材、
電気機器等を想定。小流量を必要とする塗装業界（～150g/min）では、弊社の本業となる
自動車内装部品、電子部品、化粧品容器等、その他高機能塗装ラインなどを想定している。
OEM 生産会社のため、塗料は予めメーカー側から指定されるケースも多い。このようなご
要望がございましたら加美電子工業までご連絡いただきたい。

図表 5-1-1 環境ビジネスワークショップ in 東京の様子

図表 5-1-2 名刺交換会
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5.1.3. 聴講者アンケート調査結果
アンケート調査は、本ワークショップの満足度、関心を持ったプログラム等について把握し、環境
ビジネスパートナーとの連携に繋げるためのマッチングニーズを調査した。
（１）アンケート調査概要
日 時： 2018 年 1 月 26 日（金） 13：30～16：30
場 所： ＴＩＰ＊Ｓ（中小企業基盤整備機構セミナールーム）
申込数： 49 人、 聴講者数：29 人、 名刺交換会参加数：15 人
回答数： 22 人 （回答率 75.8％）
設問２. 関心を持ったプログラム（人）
N=20
19

設問１. ワークショップの満足度（％）
N=20
大変満足

満足

0, 0%

普通

やや不満

20

不満

0, 0%

9

10

6
4

3, 15%

7, 35%

0

0

10, 50%

設問４. 本ワークショップを知ったきっかけ
（人） N=22
10
9
8

設問５. 案内希望（％）
N=20
希望する

希望しない

4
3

0

0

44%

0

56%

その他 （TIPS 紹介 1、関係者紹介 1）

図表5-1-3 アンケート調査概要
設問３. 感想や意見
・今まで意味を知らない組織の事や企画について内容を知ることができました。私たちのよう
な小さな企業でも知らない所で自然資本を利用して企業活動をさせていただいている事に
責任を感じました。
・生物多様性、自然資本経営について理解が深まりました。企業プレゼンテーションはユニ
ークで効果的な取り組みをご紹介いただきありがとうございました。大変参考になりました。
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・支援策がどのようなメリットがあったのかを知りたいと思いました。
・プログラム１は他のプログラムとあまり繋がりがないと感じました。取組で終わることがないよ
う、事業化に向けて局さんが中心となって応援していただきたいと思いました。
・企業プレゼンは特色や今後の展開など、わかり安い内容で良かったです。
・特許、ノウハウ、保護はどうやっていますか？
・会場の影響かもしれませんがスライドが見えにくかったです。
・別途、開催されるワークショップで興味のあるテーマがあった場合、資料だけ頂戴できるとあ
りがたい。

（２）アンケート調査分析
・「環境ビジネスワークショップ in 東京」聴講者アンケート調査を実施したところ、29 名中 22 名から
回答を得た（回収率 75.8％）。
・本ワークショップに参加し、8 割が満足と回答した（大変満足 5 割、満足 3 割）。[設問 1]
・具体的に関心を持ったプログラムは、特別講演「地域と都市の企業をつなぐ生物多様性と自然
資本経営」が 9 割、「CO2 の活用で VOC 排出量を削減した炭酸ハイブリッド塗装」4 割、「機能
性とデザイン性を両立した木製窓サッシの製造」3 割、「加工技術を活かした水・廃棄物等の処
理関連機器の製造」2 割であった。[設問 2]
・セミナーへの感想としては、「生物多様性、自然資本経営について理解が深まった」、「小さな
企業でも自然資本を利用している事に責任を感じた」、「企業プレゼンテーションから効果的な
取り組みを紹介いただいた」、「大変参考になった」、「今回の取組で終わることがないよう事業
化に向けて応援して欲しい」等の声が寄せられた。
・自社の事業へ EMS を導入あるいは今後の推進に向けて、より効果的な環境対策手法を入手し、
自らの環境ビジネスに活かそうとする企業の意欲が伺える。
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第 6 章 調査結果のとりまとめ
本事業で実施した、環境経営セミナー参加者アンケート調査、環境マネジメント検討会参加
企業ヒアリング調査、環境マネジメント検討会における検討を踏まえ、「EMS 導入をもとにした
経営力強化・経営課題への対応と今後の展開」として成果を取りまとめた（次頁、図表 6 を参照
のこと）。
具体的には、各調査結果や環境マネジメント検討会委員から出された意見を集約し、②
「EMS 導入に伴い取り組んだ事項（トピックス）」とそこから得られた③「成果」についてとりまとめ
を行った後、これらを企業の経営課題である 8 つのカテゴリー［（1）コストダウン、（2）新規事業・
新製品開発、（3）人材力の強化、（4）組織力の強化、（5）企業イメージの向上、（6）売り上げ・シ
ェア拡大、（7）ＣＳＲ・社会貢献の強化、（8）コンプライアンス・リスク管理の強化］にあてはめ、現
場での EMS 導入の有効性を確認した。さらにこうした EMS 導入の経営力強化・経営課題への
対応のさらなる可能性を追求するため、環境マネジメント検討会委員からの提案をもとに今後
の展開について整理を行った。
本とりまとめ結果は、図表 6「EMS 導入をもとにした経営力強化・経営課題への対応と今後の
展開」として、第 2 回環境経営セミナーにて発表を行い、参加者への情報発信を行った。
また、環境ビジネスワークショップ in 東京では、東北管内中小企業の調和型製品、サービス
等の導入について紹介し、環境ビジネスを効果的に活用した環境対策手法を提供すると共に、
環境ビジネスパートナーとの連携に繋げる情報発信を行った。
これらの調査結果から、EMS を手段とした環境保全への取組は、企業の経営戦略にとって
有効であり、地域産業の競争力強化に資するものと期待される。
また、環境ビジネスワークショップ in 東京で紹介した内容は、環境規制や資源制約等に対応
して公害防止管理や環境経営に資するものであり、新たな事業創出や事業拡大に繋がること
が期待される。
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「EMS 導入をもとにした経営力強化・経営課題への対応と今後の展開」

図表 6 環境マネジメント検討会 検討結果のとりまとめ
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