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 蘆田　健司 氏

 協立機電工業株式会社 代表取締役社長

  「東日本大震災を契機としたZEBへの挑戦」

  応募にあたり、環境

への関わりを改めて考

えながら自己評価を行

ったが、評価項目はな

かなか難しく、栄えあ

る賞を頂いたことに感

謝したい。

　当社は1949年神田で創業し、日立特約店と

して、今年で創立70周年を迎える総合技術商

社。本社は創立20周年で新宿区に移転し、そ

の後も国内外に拠点を増やし活動の幅を広げ

ている。本社ビルのリニューアルの時期に東

日本大震災が発生し、社員の安全のために耐

震補強を決意、また当時の計画停電の経験か

ら電力逼迫にも対応できるよう2012年に大規

模な改修工事を行った。最新の省エネ空調機

やLED照明を導入し、ペアガラスや遮熱塗料

など最新の環境技術を活用した結果、年間電

気使用量の46％削減を達成し、TV番組でも放

映され、BELS（建築物省エネルギー性能表示

制度）の4つ星認定も受け、関東地区電気使

用合理化委員会の最優秀賞も受賞した。この

結果を踏まえ、別館も先進技術を採用して建

て替えることとし、太陽光パネルや地中熱利

用システムなど環境技術を最大限に活用した
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第11回（2018年度）経営者「環境力」大賞発表会
　2月22日、東京都渋谷区のアイビーホール（青山会館）にて、2018年度経営者「環境力」

大賞顕彰式、および発表会を開催しました。当日は、受賞された6名の内、5名の方に発表を

していただきましたので概略をご紹介いたします。

前段左より：丸山氏、松江氏、須山氏、杉本氏、坂本氏、蘆田氏

後段左より：加藤顧問、藤村代表、井水氏
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省エネ効果の実験ビルとして、2014年7月に

竣工した。設計時には想定していなかったが、

システム運用を工夫した結果、50％以上の省

エネを実現したZEB Readyビルとなり、BELS

4つ星評価などを頂いた。更に平成28年度省

エネ事例部門で資源エネルギー長官賞を受賞。

これは単に省エネビルの建設に対するもので

はなく、200名の社員全員への啓蒙活動と全

社的な努力で省エネを達成したことへの受賞

だった。その際、建築業界の常識を覆すビル

との審査員の評価があったが、それは空調機

のサイズや室外機の設置場所を工夫し稼働時

間をきめ細かく制限したことで、省エネビル

建設の初期投資と運用経費を削減し、通常は

設計時想定より2割程度の運用コスト増にな

るものを、設計どおりの省エネを実現し、中

小規模のビルでもコスト的に手が届く社屋建

築を達成した点によると思う。

　この経験とノウハウを積極的に開示し、設

計・施工・コンサルタントが一貫してできる

数少ないZEBプランナーとして登録しその理

解促進に努めるとともに、講演やビル見学の

受け入れなどを通じ社会への発信も実施して

いる。オフィスビルだけでなく、平成26年度

省エネ大賞を受賞したグリーンファースト・

ゼロ住宅の第1号として、太陽光発電設備に

より売電もできるアパートを建設した。省エ

ネ法の改正により、今後は300㎡以上の中小

規模物件にまで省エネ基準への適合が義務化

される中、省エネ基準に対応した中小規模オ

フィスビル建設・改築のモデルとして情報発

信し、環境保全のために分相応の社会貢献を

していきたい。

 坂本　将之 氏

 ホットマン株式会社 代表取締役社長

　「老舗タオル企業の新たな取り組み」

　当社はまだ環境分野

への取組を始めたばか

りだが、環境への取組

が遅れている繊維産業

にあって、現在どのよ

うな取組を行っている

か、また今後はどのような方向に進めていく

かについて説明したい。

　当社は東京都青梅市に本社のある、タオル

の製造・販売を行う会社で、明治元年に創業、

昨年3月に150周年を迎えた。創業時の絹織物

製造から昭和30年代の布団側地生産、服地生

産を経て、昭和38年からはタオル製造に転じ、

それまでの技術と知識をベースに独自のタオ

ルづくりを続けている。青梅には平安時代か

ら続く織物の歴史があり、最盛期には700社

の織物業者があったが、今は当社のみとなっ

ている。唯一残る繊維製造業者として地域と

連携して歴史と伝統を伝えていきたいとの思

いで、市内の全小学校の工場見学受け入れ、

中学・高校の職場体験受け入れ、地元高校で

織物の歴史の講義を行うほか、青梅マラソン

のタオル製造やお客様への感謝祭を年2回開

催するなど地域貢献に力を入れている。

　また日本のタオル業界で唯一、製造から販

売まで自社で行うことが出来、経営理念であ

る「創造の精神で商品とサービスを革新し続

け、タオル製品を通して一人でも多くのお客

様の快適で心豊かな生活に貢献する」を念頭

に、商品への責任を持ち、高品質を追求して
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いる。これは全ての工程に関わる当社だから

こそできることで、安心と信頼に加え、つく

り手の想いもお客様に届けたいと考えている。

それだけではなく、生活に関わる製品をつく

るメーカーとして「快適で心豊かな生活」に

貢献するためには、持続可能な社会の実現に

向けたモノづくりに取り組む責任があると考

えるようになった。しかし持続可能な社会に

むけた経営という面で日本の繊維産業はまだ

取組が弱く、特にアパレル業界では大量生産

の結果、売れ残り14億着を含め年間約30億着

ともいわれる大量廃棄が課題となっている。

こうした状況の中で、製造・販売を一貫して

行う当社ならではの取組として、安心・安全

で、タオルの本質である高い吸水性を追求し

た本物の商品を提供しつつ、必要な時に必要

な量を作り、事業規模の拡大よりも直営店で

価値あるものを販売することで売れ残りを減

らし、お客様に長く使って頂ける製品で廃棄

量を減らそうと考えた。更に、世界の綿花市

場では途上国の生産者が生産コストすら賄え

ない実態があることを知り、原料を適正な価

格で扱うフェアトレードで原料を調達し、日

本初のフェアトレードコットンタオルの製造

・販売に取組み、環境配慮型で高品質の製品

を作った。こうした取組がSDGsの実現にもつ

ながるものと考えている。タオルは柔らかい

ものの方が売れるのが業界の常識で、そのた

めに大量に薬剤を使っている会社が多い中、

当社は塩素系薬剤、柔軟剤、吸水剤を使わず

環境と肌への負荷を低減することを徹底して

おり、今後もこの方針でモノづくりを行って

いきたい。

 須山　政樹 氏

 須山木材株式会社 代表取締役社長

「未来へ森をつなごう」

  明治10年出雲市で創

業し、私で5代目となる。

「未来へ森をつなごう」

をキャッチフレーズに、

出雲市本社・工場のほ

か、松江、鳥取、大阪

に支店を置き、木材・建材の販売、木材輸入、

製材、プレカット加工及び山林経営を行って

いる。

　当社では原料の木を産出する森を大切にし

たいと考え、森林資源の価値を生み出す仕組

みづくりを進めているが、植樹から50年、60

年経たないと使えないため、「100年の森林構

想」を立て、永続的で発展的な森林資源の活

用と保全を目指している。具体的には、生産

・販売体制を2ステップで整備。ステップ1は

島根ファンづくりで、島根・出雲の子供たち

を当社の山林に招き山に親しませる体験学習

を実施したり、出雲大社などの大型木造建築

の見学を通じて木に親しむ環境を提供するな

ど、木の可能性を拡げようとしている。ステ

ップ2は「地産外消」で、地域外で木材製品

を販売して活動の拡充を図ろうと考えている。

大企業と伍していくため、生産設備を増強し

最新のプレカット機械を導入し、大阪で展示

会を行い関西方面での建材販売ルートを開拓

している。

　ステップ1では保育園の子供たちの体験学

習として森林ツアーを行い、次の3つのこと

を教えた。一つは、山は土の塊ではなく水を

報 告
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貯える大きなスポンジであること、二つ目は

「森は海の恋人」ということで森を整備する

ことで漁業資源が豊かになること、三つ目に

は、森林は地球のエアコンのはずだが日本は

森林の手入れを怠ってフィルターが目詰まり

を起こしており、災害を防ぐためにも森林管

理・整備の重要さを説明した。森林ツアーで

は実際に木を切り、当社工場に運び、製材・

加工工程を見学したが、将来は山の木を切る

仕事をしたいという子どもも出てくるように

なり、我々の仕事を身近に感じてもらうこと

が重要だと感じた。ちなみに、この保育園の

園舎は、壁はスギ、床はヒノキを使って建て

替えたが、以前の鉄骨園舎では掃除を嫌って

いた子供たちが園舎を磨くようになったとの

こと。また地元商業高校と連携して森林整備

を行っており、将来は高校生の作品を展示す

る屋外美術館を作ろうと、楽しみながら山づ

くりの作業している。また、ヒノキのアロマ

オイルを商品化して販売するなど、授業にも

役立てて頂いている。

　また国産木材を使うことが、深刻化する地

球温暖化の防止と地方活性化に繋がると考え、

今後は更に、環境と経済、都市と地方を同時

に発展させるため、「出雲の森プロジェクト」

により創出したJクレジットを使い森林再生

を行っていきたい。本業からの利益やJクレ

ジットによる資金を山に返して植樹、間伐し、

材木や製品を販売し、利益を再び森に還元す

るというように、森を未来につなぐことを目

指した循環型林業の確立を進め、木材を通し

て社会に貢献して参る所存である。

 松江　昭彦 氏

 株式会社ユニパック 代表取締役社長

「SDGs（持続可能な開発目標）に対応する低

炭素中性能フィルタ」

　かねてからNPO活動の

市民社会への浸透力を

認識しており、今回評

価頂いたことは新たな

力を得たと確信してい

る。

  エアフィルタは、1970年代後半に建築基準

法で定められた室内環境基準をクリアするた

めに空調機内に装備されているもので、3000

㎡以上の事業所、製造所では毎年100万枚以

上の膨大な数のフィルタが使い捨てされ、そ

の大量廃棄がCO２の固定発生源となっている。

現在、我が国の大気塵、室内浮遊粉塵濃度は

驚異的に改善されているが、大気汚染が深刻

だった時代に用いられた従来の環境負荷の高

いフィルタを未だに使い続けている事業所が

ほとんどである。これを何とかしたいと考え、

洗浄再利用が可能な低炭素中性能フィルタを

開発した。国土交通省認定14業者のうち13社

は50年来の使い捨てフィルタをスタンダード

としているが当社のみ洗浄再生フィルタを推

奨してきた。きっかけは東京ミッドタウンを

管理する三井不動産から2004年に大量のエア

フィルタ交換の簡便化について相談を受けた

ことで、私自身の経験を基に、近年の都心の

大気塵濃度の大幅低減も踏まえ、年4回のプ

レフィルタ清掃や毎年のメインフィルタ交換

が不要で洗浄再生可能な低炭素中性能フィル

タを考案した。エアフィルタは使い捨てとい

報 告
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う50年来の常識を覆すフィルタで、4年で50％

のCO２が削減でき、4Rを実現できる。具体的

には、プレフィルタをなくしたことで空気抵

抗が減り、それにより消費電力＝電気代の節

減（リデュース）ができ、メインフィルタを

マイクロバブルやアルカリ電解水により洗浄

再利用（リユース）することで4年持たせ経

費が4割削減され、最終処分時にサーマルリ

サイクルして熱源となる（リサイクル）ほか、

不要なプレフィルタを使わない（リフューズ）

ことで、これまでプレフィルタ洗浄に必要だ

った人件費も節減できるなど、運用費が大幅

削減される。こうした経費削減メリットを訴

える形から、『低炭素貢献に寄与するフィル

タ』の必要性を説明する形態に変化した。そ

れは世界経済の動向が、環境を重視したSDGs

（持続可能な開発目標）に力点が置かれたか

らである。エアフィルタを変えることでCSR

報告書の新テーマになることを各企業の経営

陣に説明し、低炭素中性能フィルタの導入を

企業幹部に働きかけ、共感を得られる時代に

変わった。その際、客観的データが必要にな

ることから、森ビル、羽田空港様の御協力を

得て、新型フィルタでも環境基準値を大きく

クリアしていることを証明してきた。各ビル

事業者が40％のCO２を削減しなければならな

いパリ協定で、CO２排出量を半分にする洗浄

再生フィルタを導入することは、CO２削減目

標に近づく具体的な手段だと言える。今後と

もNPO等の草の根活動を通じCO２削減の「語り

部」として社会に貢献していきたい。

 丸山　晃司 氏

 株式会社ＯＫＵＴＡ 取締役専務

「地球と人に優しいOKUTAの住宅建材」

　1992年に設立し、リ

フォーム・新築をはじ

め、不動産売買仲介・

オリジナル建材開発、

ライフサポートサービ

ス等を提供する総合住

生活企業。自然派デザインリフォームブラン

ドLOHAS studioと住宅設備交換や修繕工事を

提供するHandymanを首都圏中心に展開。

　設立から10年は店舗拡大の経営を進めてき

たが、2002年にこれを見直し、当社のミッシ

ョンステートメントに則り、地球環境の原則

を尊重し健康や安全を考えた「脱塩ビ宣言」

を、リフォーム業界では全国で初めて行った。

日本のほとんどの住宅は塩化ビニールクロス

が多く使われており、結露被害が起こりカビ

やダニがアレルゲンとなることによる生物被

害、有害ガス発生による火災での煙死者の増

加、化学物質によるシックハウスなど、環境

や健康によくないということがわかってきた。

そこで極力、化学物質を含まない、できる限

り添加物のない自然素材の建材を提供しよう

と建材業者に投げかけたが、うまく進まず、

建材開発部門を自社で立ち上げた。環境面で

建材業界の取組は遅れており、有害な建材が

いまだに使われている。平成15年7月にシッ

クハウス対策法ができたが、ホルムアルデヒ

ドとシロアリ駆除剤が禁止されたのみで、そ

の他の化学物質は野放し状態。同時にシック

ハウス対策として24時間換気も義務付けられ

報 告
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たが、有害物質を含む建材を使って24時間空

気を入れ替えるより、害のない建材を使う方

がよい。そこで独自の企画開発において以下

5つのコンセプトを定め、健康に悪いものは

極力使わず、世界水準の住宅性能を実現する

ため環境と健康に優しい建材開発を開始した。 

　①有害な化学物質を含まない

　②建材の製造時から環境負荷を最小限にす

　る

　③処分時に土に還る素材である

　④安全な建材を安価な価格帯で普及させシ

　ックハウスを減少させる

　⑤大手メーカーが出来ないこと（やらない

　こと）に挑戦していく

  具体的には合板素材ではなく無垢木質建材

を採用し、世界的に高水準のドイツを超える

品質基準の自然塗料を自社で企画開発・販売

し、内装材も自然素材100％のEM珪藻土や膠

の接着剤などをオリジナル製品として販売開

始。膠の接着剤は家具や木工品のほか楽器の

修繕にも使われている。また多くの住宅で床

下にシロアリ対策の薬を散布するが、健康被

害の観点から、床下調湿材により湿気を除

き環境を整えることでシロアリ対策を行う。

更に、地球環境保全につながるよう、LOHAS 

materialなどの自社開発建材の売り上げ（利

益ではなく）の1％を環境保全活動に寄付し

ている。また地域で集めた新聞紙を原材料と

した断熱材を自社プラントで製造し、埼玉初

の地産地消を実現した。これら取組を自己満

足で終わらせることなく、想いを広げていく

ため、断熱材の燃焼実験などの実演を含めた

勉強会や展示会も開催している。今後も住む

人の健康や環境に配慮した建材を提供できる

よう努力して参りたい。

　　　　　　　　　　　　（文責：事務局）

杉本亨氏（オリエンタル工芸社　代表取締役）

賞状贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　

報 告
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　旧態依然とした企業の取り組みも「持続可

能な開発目標」（SDGs）と銘打てば見栄えが

良くなる―。そうした“看板だけのSDGs”に

は辟易していたが、「経営者『環境力』大賞」

の審査を通じて、社会課題に対して感度の高

い経営者がいる中小企業では、SDGsが社内に

じわじわ浸透してきていると感じた。むしろ

地域や消費者のニーズを〝虫瞰図的〟に探れ

る中小企業こそ、SDGsを信頼獲得やビジネス

創出に生かせるのではないか。

　SDGsは、2015年9月の国連サミットで加盟

国の全会一致により採択された30年の世界共

通目標で、17の目標と169のターゲットで構

成される。企業活動と関わりが深い目標では、

「働きがいも経済成長も」、「産業と技術革新

の基盤をつくろう」、「人や国の不平等をなく

そう」、「気候変動に具体的な対策を」などが

ある。

　受賞した坂本将之社長が率いるホットマン

（東京都青梅市）は、国内で唯一、コットン

タオルの製造・販売一貫体制を整えている。

特筆すべきは日本初のフェアトレードコットン

タオルを看板商品に育てあげたことだ。「フェ

アトレード商品だから価格が高く、品質は多

少落ちても仕方ない」という常識を覆し、価

格と品質の両面で競争力を持たせている。

　創業150年の老舗が、先端技術ではないも

のの、世の中にない価値をタオルに付与した

点で、これも立派なイノベーションであり、

途上国支援にもなる。青梅市に最盛期700社

近くあった織物業者は繊維産業の衰退により

今では同社を残すのみとなった。伝統産業の

灯を絶やさないためにもSDGs経営に磨きをか

け、さらに存在感を高めてもらいたい。

　大手によるCSR(企業の社会的責任)調達は、

従来の品質、コスト、納期に加え、SDGsの目

標である環境や人権など社会課題への対応が

重要視される方向にある。機関投資家の間で

は、そうした課題の解決に積極的な企業を評

価する動きが拡大。欧米ではSDGsがブランド

価値の向上に止まらず、ESG（環境、社会、

企業統治）投資を呼び込む新たな成長の糧に

なりつつある。日本でも影響は下請けの中小

企業にも及び、早晩、SDGsの取り組み如何が

競争力を左右する時代が来よう。

　SDGsの考え方を経営に積極的に取り入れて

いる中小企業は、社外から信頼が得られやす

く、新規顧客の獲得や社内の活性化、新卒採

用での応募者増など好循環を生んでいるとの

報告もある。SDGsに関心が薄い中小企業は、

本業やCSRで取り組んできたことをSDGsのベ

クトルで整理するとともに、地域の困りごと

のなかに自社のシーズで解決できるものはな

いか洗い出してみてはどうか。

　その際、SDGs全体への目配りを疎かにしな

いことが肝要だ。駆け出しの企業にありがち

なことだが、経営者がいくら環境対策に熱心

でも、従業員をサービス残業させているよう

では〝木を見て森を見ず〟になりかねない。

前述のホットマンでは、社員に悩みごとや希

望を「自己主張表」に書いてもらい、コミュ

ニケーションツールとして活用するとともに、

部門間の幅広い異動を可能にし、働きがいの

ある職場づくりに腐心している。

地に足の着いたSDGs経営を

報 告

 岡田　直樹（おかだ　なおき／日刊工業産業研究所　所長）
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　今回（第11回）顕彰された6名の方々もこ

れまでと同様、この賞の重み、厚みを増す素

晴らしい経営者の方々で、それを環境文明21

から発表できることは嬉しいと言うより誇ら

しく思う。

　この賞の一つの特徴は、環境文明21が設定

する「環境力ある経営者の資質」として掲げ

る12項目に対する各応募者の自己評価シート

（5段階評価）を提出していただくことで、

まず賞の基礎は自己評価にあることだ。もち

ろん自己評価だからそれだけで受賞者を相対

的に評価することはできない。自己評価が評

価の基礎データではあるがそれを基に、その

自己評価に対するご自身の評価理由と外部か

ら得られる経営者に係る様々な情報（企業

H.P.等）を踏まえ審査委員会を経て受賞者が

決定される。この全11回の自己評価点を一覧

にしてみて（紙幅の関係で一覧表をお示しで

きないのでご容赦ください）、一つ感じたこ

とを報告に代えて記してみたい。

　応募者に対して自己評価のポイント等につ

いて主催者側からの説明は一切していない。

その中で、全11回を通じて項目別で一番高い

平均点を出したのは、項目№4「他社とも協働

して、社会に対する責任を果たそうとする意

志」で4.59点（全11回とおして全項目の受賞

者の1項目の平均点は4.39）。この№4は全11

回の中で12項目中最高点だった年次が3回あ

る。この項目の得点が応募者の中で全体的に

高いことは、「他社とも…果たそうとする意

志」を受賞者の方々は強く持っていること、

それは環境力大賞受賞者が、環境力ある経営

においてこのことを一番大事にし、最善を尽

くし、しかもそれで経営を全うできているこ

とを示しているのではないかと思われる。

　「環境」を経営の柱の一つに取り込むこと

は、単にそれが環境に「良い」あるいは「必

要」と言うだけでは難しい面があろう。経営

にとって最も大事な顧客（あるいは消費者）

からの理解を得られなければ、その経営を続

けることは難しい。経営側で一方的にあるい

は一つの企業が単独で取り組むのではなく、

企業の顧客（消費者）の理解（協力）はもち

ろん、「業界」としても環境が経営に受容され

る状況をつくる必要があろう。それには各ス

テークホルダーとの協働が求められる。

　容器包装リサイクル法や家電リサイクル法

が成立した1990年代後半、私はその仕組みの

ステークホルダーの一つであった市町村サイ

ドの一員として具体的仕組みづくりに携わっ

た。当時の企業サイドにはこの№4が求める

意識は全体としてはまだ低かったようだが、

残念ながらその傾向はまだ払拭されていない。

そうした中で、これを環境力ある経営者は強

く意識し経営の中に着実に活かしていること

をこの環境力大賞は示している。このことを

多くの人に知ってもらえる「環境力大賞」事

業を、今後も継続していく必要があると強く

感じている。

第11回「経営者『環境力』大賞」について

庄司　元 （しょうじ　はじめ／環境文明21　客員研究員）

【未来をリードする経営者の資質12項目】

 1.情報を公開し、公正な競争に率先して取り組
　 む勇気　
 2.100年先を見通した中期的な企業価値を設定
   し、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.他社とも恊働して、社会に対する責任を果た
　 そうとする意志
 5.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
 6.経済と環境を一体化しようとする意志
 7.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
 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

報 告


