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報 告

第２回　経営者「環境力」大賞発表会

21世紀の社会をリードする経営者の資格

 1、情報を公開し、公正な競争に立ち向かう

 2、100年先を見通した企業価値を設定し、その価値を浸透させる情熱と

 　 達成する戦略性

 3、国内外の時代の潮流を洞察し、先取りする力

 4、他社とも協働して、社会的課題に対する責任を果たそうとする意思

 5、働くことの価値を認め、自社で働く全ての人々の働く意欲を高める力

 6、地域社会との交流を大切にし、その伝統や文化を尊重する意思

 7、経済と環境を一体化しようとする意思

 8、事業を大きくしすぎない勇気

 9、科学を理解し、経営に活かす力

10、技術動向を常に把握し、経営の発展に繋げる力

11、人知の及ばない大いなるものへの畏敬の念

12、NPOを含む全てのステークホルダーとコミュニケーションをとる力

　　　　　　　　　　　事 務 局

　NPO法人環境文明21は、昨年に引き続き、「環境力」のある経営者に対する第2回顕彰式および

発表会を、2010年2月5日、渋谷区のアイビーホール青学会館で開催しました。今年は6人の経営

者（以下のとおり）が第2回経営者「環境力」大賞を受賞されましたが、昨年の受賞の方々同

様、様々な分野で「環境力」を発揮し、厳しい経済状況の中でも信念を貫いているご様子に感

動させられました。以下、顕彰式ならびに発表会の様子をお伝えします。

受賞者（五十音順）

板橋英隆氏（NECキャピタルソリューション㈱代表

取締役社長)、薗田綾子氏（㈱クレアン代表取締

役)、田中稔氏（田中建材㈱代表取締役)、初谷博

氏（㈱吉岡専務取締役)、森建司氏（新江州㈱代

表取締役会長、循環型社会システム研究所代表)、

山本梁介氏（㈱スーパーホテル会長)

独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成金を受けて実施しました。
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報 告

 ～受賞者プレゼンテーション～

  板橋　英隆(いたはし　ひでたか)氏

   NECキャピタルソリューション㈱　

　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

　　　　　　　　　　当社の事業は、金融ソリュ

                  ーション、資産ソリューショ

　　　　　　　　　ン、ベンダーソリューション

　　　　　　　　　からなっている。金融ソリュ

　　　　　　　　　ーションでは、中小企業から

　　　　　　　　　大企業まで、お客様に応じた

幅広い資金調達手段を提案しており、資産ソリュ

ーションでは、情報通信機器の導入から廃棄まで

の一括資産管理や設備機器の中古売買を行ってい

る。さらには、NECグループの販売ノウハウを活

かし、販売店やメーカー等の販売支援を行ってい

る。我が社はこの3つのフィールドにおける事業

の展開を通じて、エコビジネスを推進する「環境

力」と「金融力」との融合を目指して、他との差

別化を図っている。

　環境経営活動の柱の一つがリース事業の推進で

ある。メーカー系リース会社として、リース事業

を促進することによって循環型社会構築への貢献

を目指している。リースは設備自体ではなく、そ

の機能・サービスを提供するビジネスである。お

客様は設備の廃棄に伴う負担とリスクを伴わずに

その機能・サービスを利用することが出来る。当

社はリース満了後の物件をNECグループの3Rシス

テムをベースにしたフローで処理している。これ

により、お客様の廃棄物処理義務とメーカーの物

件回収義務を同時にクリアし、不法投棄の原因も

取り除くことできる。

　3Rシステムを活かして当社が取り組んでいるサ

ービスの一つに「PCライフサイクルマネジメント

サービス」がある。PCの導入からメンテナンス、

ヘルプデスク、セキュリティ、廃棄までのライフサ

イクルを当社が一貫してマネジメントする。お客様

は、PCの使用価値だけを享受し、導入から廃棄ま

での種々の負担を軽減出来るというサービスである。

　環境経営活動の二つ目の柱がエコビジネスの活

性化である。当社は様々なソリューションを通し

て、エコビジネスの活性化を図っている。当社は、

環境に資する製品のリースやファイナンスを、環

境省のエコビジネスに関するガイドラインを参考

に、独自の基準により「エコファイナンス」と認

定している。積極的にこれに取り組むことにより、

エコビジネスの活性化を目指している。エコファ

イナンスの対象は、省エネサーバー、廃棄物処理

施設、コジェネレーションの発電機、地下水の膜

ろ過システムなど多数ある。エコファイナンスの

登録件数は登録を開始した2003年以降、現在まで

に200種類程と堅調な伸びを見せている。

　当社では全社員が「環境方針カード」を携帯し

ている。これには4つの方針が載っているが、こ

うした環境経営活動に取り組むことによって、低

炭素、循環型社会構築に貢献しようという私自身

の意志も織り込んでいる。これを基に具体的な行

動のための枠組み作りを日々行っている。

　環境への取り組みの重要性をアピールするため、

社員に対して毎月メッセージ発信等を行っている。

また、私自身が本社ビル内を巡回して空調温度等

をチェックする環境パトロールも行っている。
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　対外的には、戦略的なIR活動を行うために、時

間の許す限り、投資家やアナリストの方々に私自

身が直接説明を行い、経営理念や中核となる環境

経営活動をご説明している。

　私としても今回の受賞を機に、ビジネスの中で

いかに環境活動を展開していくかということにつ

いてさらに追求し、将来に向けて、環境活動面で

の強いリーダーシップを発揮していきたい。

　薗田　綾子(そのだ　あやこ)氏

　　　　　　　　　　㈱クレアン 代表取締役

　　　　　　　　　  クレアンの名前の由来は「ク

　　　　　　　　　リエイティブな起業家」とい

　　　　　　　　　うフランス語からの造語であ

　　　　　　　　　る。大阪でスタートしたが、

　　　　　　　　　ここ数年で事業の中心が東京

                  になってきたのを受け、この

2月に東京港区に本社を移転して、心機一転、頑

張りたいと思っている。

　事業内容は、CSRの報告書、それに付随するマ

ネジメント支援、コンサルティングである。CSR

だけに特化している企業は、日本ではクレアンだ

けと自負している。今までにレポーティング支援

をした企業は延べ324社になる。

  企業理念と、社員とともに策定した2020年に向

けたビジョンを持っており、サステナブルな社会、

安心できる幸せな未来を作っていきたいという思

いで仕事をしている。

　クレアンのスタートは、雑誌の企画や編集から。

女性向けの製品を出している企業へマーケティン

グなどを提供してきた。社会に役立つ仕事をした

いとずっと思っている中で、1995年あたりから環

境関連の仕事を中心にするようになった。

  CSRや環境課題解決には、次世代を含むステー

クホルダーのニーズを満たすことが重要となる。

それが社会との信頼関係をつないでいくことにも

つながる。そのために企業がすべきことについて

考えると、次の視点が必要になってきたと感じる。

一つには、今の社会はこのままでは持続可能では

ないという大前提が私の中にある。皆が未来を不

安に思ったり、不透明に感じたり、次世代にバト

ンタッチが出来るのか不安に思うことを見直して

いかなければならない。

  これからのCSRは、「企業の社会的責任」からさ

らに「企業の社会的信頼性（度)」に高めなくては

ならない。次世代を含めたステークホルダーとの

信頼関係を築くべく、信頼という言葉をキーワー

ドにしていきたいと思う。

　CSRの取り組みについて、基本的といわれる活動

は取り組んでいかなければ、これからの企業は成

り立たない。またマネジメントレベルでは、環境

だけでなく、人権、公正取引、製品責任なども企

業が担っていくCSRである。しかし一番重要なのは、

本業を通したCSR。事業を通していかに社会に貢献

し、社会を変えていくかという部分。このためには

商品やサービスを通して、どのような社会を創っ

ていくのか、企業としてビジョンを明確にしなけ

ればならない。こういったことを私たちはサポー

トしていきたい。「しかし、そうは言っても簡単に

は出来ない」と言われるかもしれないが、リスク

マネジメントを中心としたいわゆる「守りのCSR」

活動だけでは社会からの信頼確保には繋がらない。

報 告
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人材育成なども含めて、本業におけるCSRを実践

していけば、信頼だけではなく企業の競争力や共

生に繋がっていく。企業の価値を創造していくた

めにも「攻めのCSR」をしていこうというのが、

私たちの提案だ。

　サステナビリティ（持続可能性）を「企業の」

サステナビリティと考えてしまうトップの方がまれ

にいらっしゃる。そうではなく、社会とどう共生し

ていくのか、地球の中でどう共生していくのか考

える必要がある。企業が変わることで、社会も変

わり、地球環境も守られていく。そうしたサステ

ナビリティが実現できる社会を目指していきたい。

私は自分自身に7つの心得を言い聞かせているが、

特に大事なのは「感謝の気持ちをいつも忘れない」

こと。私が今日ここにいるのも、いつも皆様に支

えられているからで、それを支えにこれからも頑

張っていくので、あたたかく見守っていただける

ようお願いしたい。

　田中　稔(たなか　みのる)氏

　　　　　　　　　　田中建材㈱ 代表取締役

　　　　　　　　　  私どもは滋賀県の高島市に

　　　　　　　　　ある小さな会社で、解体・リ

　　　　　　　　　サイクル・一般建設・除雪な

　　　　　　　　　どが主な事業である。私ども

　　　　　　　　　が環境に取り組むようになっ

　　　　　　　　　たのは、1990年頃に「建設が

2000年頃には低迷するだろう」と言われ、それな

らばと事業の変革のためリサイクルを始めたこと

がきっかけ。

　低迷する中で事業をどうしていこうかと思案し、

具体的に会社として価値のあるもの、私たちが今

困っていることこそが将来会社を支えていくもの

になるのではないかと思い、私たちの目標（合い

言葉) を「環境で地域一番になろう」と定めて、

活動をはじめた。

　創業時は「社会的責任」を肝に銘じて、頑張っ

てやってきた。第2創業期は「環境で地域一番に

なろう」と2001年から新社長体制で取り組んでいる。

　我が社の環境方針は、「我々は、良い地球環境に

向けての改善が最重要課題であることを認識し、

次の世代の美しい高島市の自然と琵琶湖を守り育

て、全社員が地球環境の未来を見据えた言葉と行

動が取れる会社として成長する。そして、建設と

環境事業を通じ、環境影響を改善する行動と配慮

出来る心を育てる」というもの。

　建設業界には、談合などの倫理の問題も色々あ

るが、我々が日本の陽明学の祖と信じている中江

藤樹先生が、400年ぐらい前に地域の方を集めて、

その方々を心友と呼び「心友塾」という勉強会を

始めた。その「心友塾」を、我々が今、続けさせ

ていただいている。例えば、阪神大震災もあった

ので食糧を備蓄しているが、それを定期的に廃棄

するのではなく、大きな鍋で炊きだして皆で災害

時を想定した実験などをやっている。

　顧客先との関係もいろいろあるが、封筒を再利

用するとき、環境への啓発のPRコメントを入れた

り、解体の現場に、「この解体は90％以上リサイク

ルに努めている」と表示したりしている。

　「環境で地域一番になろう」ということは、環

境技術を独自に開発して、利用するだけでなく供

給する側に取り組むこと。例えば龍谷大学と一緒

に、田んぼから出る高濃度の富栄養化の水を炭に

報 告
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吸着させて、その炭を田んぼに還元しようという

技術開発をしている。また滋賀県立大学とは、従

来よりも強度が出る湾曲構造体という特殊な構造

体の研究を、さらに京都大学とは木質アスファル

トの舗装の研究を行っている。従来の舗装材は石

が中心になるが、解体時に出る木質で舗装すると

焼却するより1000㎡あたり約6.5tのCO２を固定で

きる。プリウスで1年間に約6tと言われているの

で、それ以上の固定能力がある。

　また、私どものやっているリサイクルについて、

砕いて選別して肥料化したり、炭を作ったり、湾

曲構造体に利用したり、パーティクルボードとい

う炊事場の扉の材料として供給したり、法面の緑

化の材料に利用したり、自然の循環の中で利用で

きるものを最大限利用できる方法を研究している。

環境技術の売上は伸びているが、建設本体の売上

が非常に厳しい状況の中で、単純にCO２を1t当た

り5000円と換算して450万円ほどのCO２固定ができ

ていると考えている。

　私たちの今後の基本姿勢は、「① 環境破壊が子

孫の命を奪おうとしていることが解っているなら、

今の私たちが命をかけてでも、未来の子供たちの

命を守るべきだ。②環境問題の改善への実行を通

じ人の心を進化させ、この与えられた試練を心の

進化のチャンスととらえ、企業の成長に取り組ん

でいきたい」という、この2点にある。

　最後に「成功するまであきらめないぞ」という

心がけで、実践と発信を続けていきたい。

  初谷　博(はつや　ひろし)氏

      　　　　　　　　  ㈱吉岡 専務取締役

　　　　　　　　　　私どもは、「ちょっといい屋

　　　　　　　　　根」という金属屋根を作って

　　　　　　　　　いる。金属屋根というのは皆

　　　　　　　　　さん馴染みが少ないのではな

　　　　　　　　　いかと思う。屋根材の中で一

　　　　　　　　　番ポピュラーなのが瓦屋根、

その次にコロニアルやフルベストの新生着色スレ

ートが関東を含めて首都圏で普及している。それ

に次いで金属屋根がある。

　私どもが仙台で金属屋根を作っている理由は、

金属屋根の市場は北海道が90％以上、東北が約70

％で、主に雪国で使われているからだ。瓦だと、

雪が解けて軒先のまだ凍った雪との間に水がたま

り、それが瓦の中を回って雨漏りを起こす。その

ため瓦が使えない屋根は、水密性の良い金属で屋

根を葺く。雪国では雪が滑って落ちるから具合が

よい。

　私個人は、以前、鉄鋼メーカーで材料の研究を

していたが、その後、この会社に来て3年半にな

る。そして、特徴のある、しかも環境に優しい金

属屋根材を作りたいと考え、「屋根からエコロジー

とは何だろう」と常に考えていた。ただ、エコロ

ジーも大事だが、住宅はまず安全が大事で、宮城

県でも地震がいつ起きてもおかしくない時期に入

っている。金属屋根の最大の特徴は軽いことで、

40坪くらいの平均的なお宅の屋根だと軽自動車1台

くらいの重量だが、日本瓦の立派なもので葺くと

車6台くらいの重量になる。柱を丈夫なものにす

れば良いのだが、地震などを想定すると屋根材は

軽い方が良い。

　また、鉄は昔からリサイクルの神様で、鉄は溶

かしてまた鉄にできる。そういう意味で鉄は非常

にエコロジーだ。

　更に今、長寿命住宅ということが言われている

報 告
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が、日本の住宅寿命が30年くらいということで、

ヨーロッパ・アメリカに比べて非常に短い。私ど

もの屋根材は、主に大手ハウスメーカーに採用い

ただいているが、やはり住宅寿命としては30年か

ら40年。日本は高温多湿だからと言われるが、そ

れならそれなりの屋根や建物の作り方があるので

はないかと思っている。

　屋根からエコを考えて、私が最初に作ったのが

高反射屋根材。太陽のエネルギーを積極的に反射

することで屋根を熱くしないし、同様に建物に熱

気を取り込まない。これは太陽エネルギーを吸収し

ないで反射させるクールルーフというジャンルに入

るし、首都圏のようなヒートアイランドエリアで採

用すると補助金が出る地区もある。このように「屋

根からエコロジーを提案していこう」と考えている。

　屋根といえば、再生可能エネルギーで何とかCO２

を減らそうと注目を浴びている太陽光発電があり、

屋根に太陽光発電を乗せることで、化石燃料を燃

やして作る電力の何割かを減らしていくという活

動が大きく注目されている。最近では家電量販店

でも紹介され、工事もできる。

　ヨーロッパは発電所型で広いエリアの発電を

することが多いが、日本の場合には、発電所から

延々運んでくるより、その地区で発電されたもの

を蓄電しながら使う自己消化型システムが進んで

いくのではないか。

　太陽光発電は300万～400万もかけて、30年先で

ないとペイしないといわれている。一時期補助金

も出なくなってしまって、ドイツに抜かれてしまっ

た。フィードインタリフというドイツが考えた方

法は、受益者が一定の金額を出して、それを原資

に電力を買い取るシステム。ドイツはできた電力

を3倍で買い取るが、日本はそこまで行っていない。

　また、太陽光発電によって2030年には630万人

の雇用が創出されるだろうと「地球白書」で最近

報告された。太陽光発電はこれから普及が期待で

きる分野だ。

　最後に、「永続的で確実な経済へ変革する100年

に1度のチャンスは、私たちの手中にある」とい

う地球白書の言葉を引用させていただき、お礼と

したい。

  森　建司(もり　けんじ)氏

        新江州㈱ 代表取締役会長

　　　　循環型社会システム研究所 代表

　　　　　　　　　　64年前に、滋賀県で父が紙

　　　　　　　　　問屋として商売を始めた。そ

　　　　　　　　　の当時は紙の配給の元締めで、

　　　　　　　　　問屋業を営んでいるうちに包

　　　　　　　　　装材料を売るようになった。

　　　　　　　　　　その後、お客様から、「包装

がかかりすぎて困っている」という話を聞いた。

　また、使用した後の包装材の廃棄物の処理にも

困ると言われるようになった。包装材をつくる会

社なのに、何とか包装を減らすのを手伝ってくれ

ないかと言われ、包装を減らすためのプロジェク

トを始めた。そして、包装材を減らすことは環境

にもいいことだと気づき、NPO・エコ容器包装協会

を作った。

　しかし、包装が減ってきたかと言えば、逆に包

装はどんどん増えていった。特に小型ペットボト

ルが出てきたら顕著に増えた。容器や包装の問題

報 告
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点はまだいろいろある。

　包装容器リサイクル法が施行された時、関西で

は大手のスーパーの平和堂、大学教授、生協の方

などと一緒に包装材の軽減に取り組んだ。平和堂

では、その当時、4万アイテムくらいの商品があっ

たが、その全てが包装されていた。そして、その

商品をお客さんが買って帰ったら、包装は全部捨

てられる。京都で行われた調査では、家庭から出

る廃棄物の6～7割は包装材という結果だった。

　そこで平和堂で、何百社とある仕入先から会員

を集めて、包装の合理化について勉強会を行った。

消費者モニターにも入ってもらい、売り場を回っ

て、これは悪い包装だというのを5点、いい包装

だというものを5点選んでディスカッションをし

た。さらにメーカーも交えて、過剰包装、個別包

装などについて議論を重ねてきた。

　それ以外の活動として「エコ村」がある。エコ

なライフスタイルの実現について、京都新聞にコ

ラムを書き、「エコ村というのを作ったらどうか」

と提案した。最近、滋賀県では360軒くらいの住

宅が入る敷地にエコ村を建設中である。

　また、私たちは年に4回「MOH通信」を発行して

いる。MOHというのは「もったいない」、「おかげさ

ま」、「ほどほどに」という言葉である。「もったい

ない」というのは循環を意味する。生命には生命

の循環があり、その循環に合わせて物を使ってい

かないといけない。「おかげさま」というのは共生、

あらゆるもののおかげさまで人間は生かさせても

らっている。「ほどほどに」というのは、欲望もほ

どほどにということで、抑制を指している。循環と

共生と抑制を「もったいない」、「おかげさま」、

「ほどほどに」ということで表現し、環境倫理の

普及を図ろうと活動している。

  滋賀県には「三方よし」という言葉がある。こ

れは、商売に行った時に、売り手よし買い手よし、

同時にそれを売ることによって世間もよくなると

いうことで、一つの理念が変わると産業も、消費

者も、社会も変わる。

　最近、幸せづくりというようなことがよく言わ

れる。裕福であるよりも、幸せである方が大切だ

と。では、何が幸せかといえば、人間同士の絆が

たくさんあることではないかと思う。いろんな絆

をたくさん持っている人が幸せだということだ。

同じく、商売というのは絆づくりだと思う。

　昔は、大量生産された商品を売るには「お客様

は神様です」とおだてあげて品物を買わせようと

したが、今は作る人の心意気も汲み取って、お客

さんとの絆で商売するべきである。これは中小企

業にしかできないことなので、私はその中小企業

の立場に立って、今後もやっていきたいと思って

いる。

  山本　梁介(やまもと　りょうすけ)氏

       　　　　　　 ㈱スーパーホテル 会長

　　　　　　　　　　スーパーホテルの基本コン

　　　　　　　　　セプトは、安全で、清潔で、

　　　　　　　　　ぐっすり休めること。経営方

　　　　　　　　　針は、宴会や飲食を重視した

　　　　　　　　　高級・高価な在来型のホテル

　　　　　　　　　を20世紀型のホテルとして、

対して私どもは、宿泊に特化し健康と環境を重視

したLOHASな21世紀型ホテルを経営している。
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　お客様から「このサービスでこの価格、経営は

大丈夫ですか？　感動しました」という手紙を頂

いたことがあるが、この5年間、増収増益である。

私どもでは環境経営をやっているから企業として

成り立つと考えている。

　その特徴は、低価格・高品質を貫き、省資源・

省エネルギーの環境サービスで顧客満足度を上げ

ていること。現在、全国の平均稼働率は88％、リ

ピーター率は70％。2009年度の顧客満足度につい

ては、J.D.パワーアジアパシフィックというアメ

リカの会社の調査で、9,000円未満のホテル部門で

日本一の顧客満足度だった。

  当社は、今後CO２削減に向かって取り組むべく、

3点で対策を始めた。

　まず省エネ設計。グリーンビルドという省エネ

設計で、建物は基礎や構造にお金をかけて、設計

はシンプルに仕上げる。食堂を廃止し、周りの名

物料理店を利用してもらうようにした。電灯も白

熱灯から蛍光灯、さらにLEDに替えていった。また

冷暖房も、当時はずっと集中冷暖房だったが、セ

パレートの冷暖房にして、様々な節電・節水シス

テムを導入し、省エネホテルを作った。

　次にグリーンIT。これに関しては、IT100選でも最

優秀賞を頂いたが、ホテル業界では一番進んでいる

のではないかと思う。IT化はペーパーレス・キャッシ

ュレスで、省エネルギー・省資源を図れる。しかし

ITの一番の泣き所は電力を喰うこと。これを節約し

ようと、各店舗にあったサーバーを1か所にまと

めた。また、フロントのチェックインシステムと

部屋テンキーはオンラインだったが、これをオフ

ラインにした。

　三点目はISO14001。これを各店舗でとり、CO２

削減を進めてきた。

　これら3点の取り組みで、去年は26.7％のCO２

削減を行った。また、宿泊いただくと1人当たり

6.82kgのCO２が出るが、当社ホームページから予

約の方にカーボンオフセットする「エコ泊」を現在

7店舗でやっている。2010年3月からは、全店舗で

この「エコ泊」を実施する（オフセット率25％)。

　スーパーホテルは年間で延べ330万人が宿泊する

が、その人達にまじめにCO２削減に努力しているこ

とを見ていただき、CO２削減の市民運動・啓蒙運動

をやっていこうと、「エコひいき運動」というのを

やっている。私どもは70％がリピーターで、連泊

者も多いが、その中で清掃がいらない方にはミネ

ラルウォーターをお渡ししたり、マイはしやマイ

歯ブラシをお持ちの方には健康にいいお菓子を渡

している。

　もう一つのキーワードは健康で、「健康は朝食・

食べ物から」ということで、健康朝食で野菜や果

物をたくさん採っていただこうと取り組んでいる。

野菜ソムリエの考える野菜・果物コーナーや、地

産地消の野菜を使うなどもしている。

　また、最近の41施設は、自然治癒力で元気になっ

ていただこうと天然温泉をつけた。さらに、部屋の

空気をきれいにするため、天井は調湿効果と防臭効

果のために珪藻土にした。また、チャコリーブ（オ

リーブの種を活性炭化させたもの）で部屋の空気を

マイナスイオン化してリラクゼーション効果を出す

こと、当社オリジナルのLOHAS音楽を流して疲れを

癒すことなど、健康と環境の取り組みを進めている。

　スーパーホテルは、ぐっすり休めてLOHASなホテ

ルというかたちを進化させたいと思っている。

報 告


