
環境への取り組み・環境レポート  
 
社長メッセージ  
 

社長の谷川薫と申します。当社の環境活動について、ひとことご挨拶申し上げます。 
 
 企業活動のグローバル化やＩＴ技術の発達に伴い、社会と企業との接点はますます多様化しています。 
また地球環境の悪化により、地球に住み活動する個人、家庭、企業、コミュニティなど、それぞれ期待される

レベルで環境に対する積極的な取組みが求められています。 
 
 当社では、社則の一部「われらの信条」において、「伝統的開拓者精神と積極的創意工夫」、「組織とルールに

基づいた行動」、「会社の健全なる繁栄を通じて、企業の社会的責任を果たすこと」を掲げています。 
そして環境への取組みも企業の社会的責任の一つと位置づけ、誠実に接し、創意工夫を重ねて取り組んでおり

ます。 
 
 具体的には、ＩＳＯ１４００１に基づく環境マネジメントシステムを確立し、環境活動を推進しておりま

す。 
また資源枯渇対応や環境汚染予防などを目的としたオフィスを取り巻く環境維持管理の徹底はもちろんのこと 
商社機能をより活かし、環境の維持・改善に資する事業の拡大に注力しているところです。 
 

今後も、当社の特長を活かし、環境問題に誠実に積極的に取り組んで参ります。 
ここに環境レポートを公開させていただきますので、当社環境活動の一端をご理解いただければ幸いです。 
 

2017年 6月 

兼松株式会社 代表取締役社長 

谷川 薫 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



＜環境方針＞  

 
当社は、「兼松行動基準」に基づき、以下の「環境方針」を定める。 
 
１．環境に関する経営基本方針 
地球環境の健全な維持に十分配慮した企業活動を行い、持続可能な発展を目指す。 
 
２．環境関連法規の順守 
当社活動にあたり、国内外の環境関連法規制及び国際ルールや慣行等を順守する。 
 
３．システムの継続的改善 
環境配慮活動をより効果的にするため、環境マネジメントシステムを継続的に改善する。 
 
４．低炭素社会・循環型社会構築への配慮 
省エネルギーを推進して温室効果ガスの削減を目指し、気候変動の緩和および気候変動への適応に努める。 
省資源、廃棄物の発生抑制、再利用、リサイクルなどに積極的に取り組み、持続可能な資源の利用および 
資源枯渇への対応に努める。 
 
５．事業活動にあたっての環境配慮 
環境保全並びに環境汚染の予防に努め生物多様性および自然生態系の保護に配慮した事業活動を推進する。 
 
６．グループの環境管理体制の確立 
ISO14001 環境マネジメントシステム等を活用し、グループ会社を含めて環境管理体制を確立し、環境問題への 
的確な対応と継続的改善に努める。 
 
７．環境方針の周知と開示 
当社環境方針を役員、従業員、およびグループ会社にも周知し、また当社ホームページ等を通して広く一般の人々 
にも公開する。  
  

2017年 10月 

兼松株式会社 代表取締役社長 

谷川 薫 

    
 
 

 

 

 



＜環境への取り組み＞  
 
 当社は、環境への取り組みの骨格として、環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 に基づいた

環境マネジメントシステムを構築し、運用をおこなっております。  
 
   当社環境マネジメントシステムは、環境方針の実現を目指し、地球環境の維持・改善と経済活動の調和を目指

す「持続可能な発展」に寄与すべく、事業活動による汚染の防止と積極的な環境改善への貢献に重点をおいてお

ります。  
 
   当社の環境マネジメントシステムは、現在は、東京本社のみならず、大阪支社、名古屋支店など国内支店全店

および兼松アグリテック㈱、兼松コミュニケーションズ（株）、兼松アドバンスド・マテリアルズ(株)、兼松フュ

ーチャーテックソリューションズ（株）と適用範囲を拡大して活動しています。  
 
   当社グループにおいても環境マネジメントシステムの構築をすすめ、ISO14001 環境マネジメントシステム

規格に基づく第３者認証取得等により環境管理体制を確立し、環境問題への的確な対応と継続的改善に努めてま

いります。 
 
兼松株式会社の ISO14001 認証の内容 

認証機関 : TUV Rheinland Cert GmbH 
（テュフラインランドグループ） 

認証番号 : 01 104 031719 
認証取得日 : 2004 年 3 月 

有効期限 : 2022 年 3 月 14 日 
適用場所 : 兼松株式会社東京本社 

兼松株式会社大阪支社 
兼松株式会社大阪御堂筋オフィス 

兼松株式会社北海道支店 
兼松株式会社名古屋支店 
兼松株式会社神戸本店 
兼松株式会社九州支店 

兼松アグリテック株式会社 
兼松コミュニケーションズ株式会社 本社 

兼松アドバンスド・マテリアルズ株式会社 東北支店 
兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社東京本社 

兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社大阪オフィス 

兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社名古屋オフィス 

兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社仙台オフィス 

 



 
日本語版 

 

英語版 
 
 
 
ISO14001 認証を取得しているグループ会社 
 
         会社名          認証取得日（取得年月日順）  
1. 兼松ペトロ株式会社               2005 年 1 月  
2. 兼松油槽株式会社              2005 年 1 月  
3. 兼松ケミカル株式会社              2005 年 3 月  
4. 兼松ウェルネス株式会社             2005 年 4 月  
5. ホクシン株式会社              2005 年 8 月  
6. 株式会社兼松ケージーケイ             2005 年 9 月  
7. 兼松サステック株式会社                 2006 年 1 月  
8. 兼松アグリテック株式会社                       2013 年 3 月 
9. 兼松コミュニケーションズ株式会社 本社           2015 年 3 月 

10. 兼松アドバンスド・マテリアルズ株式会社 東北支店 2015 年 9 月 
11. 兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社  2018 年 5 月 
 
 
 
 
 
 
 



 
e ラーニング「環境コンプライアンス」を開催 
受講期間 ：2019 年 6 月 3 日～6 月 28 日  
受講対象者：2019 年度新入社員、新規 ISO 推進リーダー   
 
 

省エネ法対応 

2007 年 6 月 年間国内輸送の総トンキロが 3,000 万トンキロ以上であることから、 
特定荷主に認定される。  

2019 年 6 月   現在に至る。 
定期報告書（2018 年度輸送におけるエネルギー消費量実績）並びに 
計画書（2019 年度エネルギー削減計画）を関東経済産業局に提出  
＜実績＞ 
2018 年度原単位   ：  9.07 
5 年間平均原単位変化 ： 99.6%  
＜定量効果＞ 年間ＣＯ2削減量（前年度比） ▲2,641ｔ-CO2 

 
 

生物多様性 

2009 年 12 月  「日本経団連 生物多様性宣言推進パートナーズ」に登録 
2010 年 10 月  環境方針の改定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
環境管理体制 （2019 年 4 月 1 日現在）  
  
 執行最高責任者であるトップマネジメント（社長）より、環境管理責任者が任命され、当社環境マネジメント

システム運用・管理の実行責任を負います。 
  さらに、運用管理と実行を確実にするために営業部門をはじめとして部門ごとにグループ長を配置しています。 
  ＣＳＲ推進室は、環境管理責任者を補佐し、環境マネジメントシステム運用・管理の全社的とりまとめをおこ

ないます。  
 
  各グループ合計で約 60 名のグループ長、推進リーダーが部門レベルの運用・管理の責任を負い、実質的な環

境活動を推進していきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



環境目的・目標 
 

 当社は、最重要課題のひとつである環境マネジメントシステムに関しては、ＩＳＯ１４００１の 
活用をベースに推進しています。 
オフィスにおける環境への負荷が低減するようにさまざまな施策を実施しています。 

 
目標管理項目 
環境目的 環境目標 2019 年度環境目標の概要 

温室効果ガスの削

減及び 
低炭素社会・循環型

社会の構築 
 
省資源及び資源枯

渇への 
対応 

営業業務における環境配慮商品な

らびにビジネスの促進 
2019 年度の目標と施策を明確にした業務計画を

基に、取扱数及び対象市場の拡大を目指す。 

オフィス設備・業務における環境配

慮の促進 
・シュレッダーに代わり機密文書の溶解処理サー

ビス導入により、紙資源のリサイクル、二酸化炭

素排出量の抑制を推進する。 
・社内文書類の電子化を推進し、紙消費量削減を

推進する。  
環境教育・環境情報強化等 新たな研修制度導入等を通じて、社会や環境問題

等に関する課題解決に向け、国内外の事業活動を

通じて主体的に取り組む人材の育成を目指す。 

 
維持管理項目 
項目 2019 度環管理方法概要 

営業業務（商品）に

おける環境配慮の

徹底 

専担組織（食品安全管理室）による

管理監督、営業指導 
各種法令順守、トレーサビリティ、ポジティブフ

リスト制度対応、JAS 有機などコンプライアンス

シートによる管理を徹底する。 

廃棄物分別処理の

徹底 
・一般廃棄物の管理 「リサイクル・再資源化促進のための廃棄物分

別・処理の改善」を維持管理項目としてメンテナ

ンスを継続する。 
また、事業所 から排出される産業廃棄物だけで

はなく、社外での営業活動による産業廃棄物のマ

ニフェストの管理についても集中管理を行う。 

・産業廃棄物の管理 

・医療廃棄物の排出管理 



グループ環境管理

体制の構築 
グループ会社のモニタリング 環境方針である「兼松グループ会社の環境管理体

制の確立」のため、活動実績のモニタリングを実

施し、継続的改善に努める。 

社内環境配慮 
－5Ｓの推進－ 

・オフィススペースの有効利用 
・オフィスの安全、安心、快適を実

現し、業務 効率の向上を図る 

５S を推進し、オフィス環境を整え、業務効率の

向上を図る。 

電力消費削減の推

進 
温室効果ガスの削減及び低炭素社

会の構築として、オフィス内におけ

る電力消費を監視、管理 

オフィス内の電力、紙消費量を集計し、毎月社内

ホームページにて公表、電力、紙消費削減の啓発

を行う。 
電力は前年度全社消費実績 690,378kWh を、紙は

6,000 千枚/年を上回らないことを目安とし、維持

管理する。 

紙消費削減の推進 省資源への対応として、オフィス内

における紙消費量を監視、管理 

業務委託における

環境配慮 
危険物輸送関連の法令順守状況の

確認 
危険物輸送・保管の業務委託先へ法令順守状況、

緊急時対応のアンケートを年に一度、実施、回収

し、管理を徹底する。 
その他 自社施設管理など 

 
 
 
環境リスクマネジメントなど  
  
●順法管理、当社の営業活動及びオフィス活動において、さまざまな環境関連の法令及び当社が合意した協定な

どが関連します。 
それらの要求事項を明確にし、それぞれの順守評価方法に従った順法評価を実施する管理をしています。また、

内部環境監査においても順守状況を確認いたします。 
 
●教育訓練・緊急事態のテストも、実施項目を定めて実行しています。 
 
●環境に関する外部からの問い合わせ・要望・クレームなどについては、各部署が入手したあと、CSR 推進室が

窓口となり社内調整の上、適切な部署から可能な限りの説明・回答をしています。  
 
●リスク管理規程の制定（2014 年 4 月 1 日付） 
 
 
 
 
 
 



環境ビジネス－事業を通じた社会貢献  
 
兼松は国内外において、環境の維持・改善に資する商品の仕入れ・販売・その他の事業活動等を通じて、地球環

境の維持・改善に寄与するよう努めております。 また、生物多様性に配慮した事業活動にも取り組んでおりま

す。 
 
森林保全の取り組み――――REDD+ 
 
兼松は森林保全と地球規模の気候変動対策を目的に、ブラジルとインドネシアにおいて  
森林保全事業（REDD (*)）の実現可能性調査を開始し、以下のトリプルベネットの実現可能性について検討して

います。  
 1.REDD クレジットを日本政府や民間企業が活用できる事  
 2.REDD 事業により現地住民の生活レベルが改善される事  
 3.プロジェクトサイト内で生物多様性が保全される事  
ブラジルとインドネシアは地球温暖化問題への対策として REDD 事業に力を

入れている国であり、国際交渉において REDD の制度設計や実施に関する提言

を積極的に行っています。  
両国と日本政府との協力による具体的なパイロットプロジェクトはまだ少な

く、弊社による実現可能性調査が有力プロジェクトの一つとなることが期待さ

れます。  
兼松は本事業の具現化へ向け調査を行うことで、低炭素社会に向けた一端を担うとともに、引き続き地球温暖化

対策に貢献してまいります。  
（鉄鋼・素材・ﾌﾟﾗﾝﾄ部門 鉄鋼・素材・ﾌﾟﾗﾝﾄ統括室）  
  
(*)REDD とは、開発途上国における森林の破壊や劣化を回避することで CO2 の排出を削減しようとすること、

またはそのプロジェクト。 
言い換えれば、炭素が森林やその土壌に固定された状態を保

つことで森林伐採による大気への炭素の排出が起こらないよ

うにすることである。  
（出典：（財）環境情報普及センター）  
【英】Reduced Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation の略称 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



生物多様性の取り組み――――――サステイナブルコーヒー 
 
サステイナブルコーヒー（sustainable coffee）とは、将来世代に対する現代世

代の責務として、自然環境や人々の生活を持続可能な状態に保つことを目指し、

生産/流通されたコーヒーの総称です。 
 
現在、環境保護団体を含むさまざまな NGO が、自然保護や生産者の生活環境

の安定化、農園労働者の人権保護や生活改善など、様々な角度からサステイナ

ブルコーヒーの生産や流通を推進する活動をおこなっています。 
 
生産者と消費者を結ぶ大事な役目を担っている弊社としては、サステイナブル

コーヒーを積極的に取り扱っています。農家に適切な価格を支払い、オーガニ

ック製品にインセンティブを支払い、自然資源の管理を実践することに報酬を支払うことにより、生産者は安全

な環境で、自然と共生しながら高品質のコーヒーを安定的に栽培することが可能になります。更に消費者にとっ

ても安心・安全なコーヒーを楽しむことが出来ます。当社取り扱いのサステイナブルコーヒーはこちらよりご覧

いただけます。 
 
レインフォレスト・アライアンス認証コーヒー（http://www.rainforest-alliance.org/ja） 
フェアトレード認証コーヒー（http://www.fairtrade-jp.org/） 
CQI（Coffee Quality Institute）（http://www.coffeeinstitute.org/） 
 
サステイナブルコーヒーを通して、今後も自然/労働者の環境改善に貢献いたします。 
（食品部門 食品第 1 部 飲料・酒類課） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rainforest-alliance.org/ja
http://www.fairtrade-jp.org/
http://www.coffeeinstitute.org/


再生可能エネルギーの取組み----------地熱発電所、風力発電所 

 

地熱発電は、地下 2000 メートル程度まで井戸を掘削し、地下のマグマで熱せられてできる高温高圧の水蒸気を

取り出し、その蒸気でタービンをまわして電力を生み出します。タービンをまわすのに使用された蒸気は、水に

還元して地下貯留層に戻され、再びマグマの熱で熱せられ、水蒸気として貯留されます。 

  地熱発電は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を発生させず、地球の内部に蓄えられた熱を繰り返し使うこ

とから、半永久的に使えるクリーンエネルギーです。  

  兼松は、30年以上に渡り主に東南アジアで地熱発電所の建設・設備供給に取り組んでいます。フィリピン、イ

ンドネシアなどで各種地熱発電設備を納入し、近年では、インドネシアでダラジャット三号機発電所（１１０メ

ガワット）を受注、さらに、フィリピン北ネグロス地熱発電設備一式(４９メガワット）も受注し、両案件ともに

無事工事を完了し、お客様に引渡しをいたしました。現在、インドネシア、フィリピンにて新規案件の商談に積

極的に取り組んでおります。 

  また、兼松は、風力発電所の建設商談にも積極的に取り組んでおります。これら再生可能エネルギー発電設備

の供給を通じて、クリーンエネルギーの開発に貢献いたします。 

 
地熱発電所 

 

 

 
風力発電所 

 

（鉄鋼・素材・ﾌﾟﾗﾝﾄ部門 ﾌﾟﾗﾝﾄ・船舶部 産機・ﾌﾟﾗﾝﾄ課） 
 
 



低炭素社会への配慮 CO2 削減――――赤飯おこわキット 
 2011年 12月 2日におこわおにぎりの製造方法で特許証が交付されました。 

 

     【ムリ・ムダなく効率よく製造できる赤飯】 

      製造特許取得：特許第 4875729号 

      発明の名称 ：おこわおにぎりの製造方法 

 

この おこわ製造方法は、従来の９つあった製造工程を５つに減らすことができました。その結果、製造時間の短

縮による光熱費、労力の低減と、見えないムリ・ムダをおさえることが可能となりました。 CO2 削減の観点か

らも環境に優しい製造方法が完成し、製品自体の評価も高く、コンビニなどで採用されて販売されています。 

 

１．おこわの製造時間短縮 

 従来 ： おこわ、特に赤飯の場合、工場内で豆を煮る工程から始める 

 KG型 ： 煮豆製造不要、もち米の着色不要、2回目の蒸し工程不要 

 →もち米の浸漬工程時から換算して約 1時間製造時間短縮 

 →おこわ 1食あたりに係る光熱費などの削減達成 

 

２．工場内の備品等コスト削減 

 従来、おこわおにぎり製造時に使う備品（シート、吸水紙、消毒アルコール、洗剤、洗浄水等）の使用量削減

や、それに付随する水道代、光熱費の削減達成にも貢献しています。 

 

赤飯おこわキット画像 

 

 

（食品部門 食品第 2部 水産・調理食品課） 

 


