
P A T H

4
企業の事業活動には、必然的に環境負荷が伴います。持
続可能社会を実現するためには、各企業が一連の事業活
動が生み出す環境負荷を認識するとともに、その低減に
取り組む必要があります。当社においても、日常業務に
おいて生じる環境負荷の低減に取り組みながら、その過
程でのコスト管理と、成果としてのコスト削減に努めてい
ます。

計画

■ 環境マネジメントシステムのコンセプトを全店レベルで
展開。

■ 全社的な長期エネルギー計画の策定と拠点ビルにおけ
る抜本的な省エネ戦略の見直し。

■ 排出量取引の国内統合市場への参画の検討。
■ 業務効率化の視点からの省資源などの推進。

実績

■ 全社的なエネルギーマネジメント体制の構築が進展。
■ 府中ビルにおけるESCOの導入。
■ 中央三井トラスト・ホールディングスとの経営統合が決
まったことにより、長期計画の策定、国内統合市場への
参画の検討はいったん先送り。

■ 環境管理会計の導入と重点5部署の取り組みの強化によ
り、業務効率化と省資源が同時に進展。

計画

■ エネルギー関連以外の取り組みについても、全社レベル
での横展開を推進。

■ 中央三井トラスト・ホールディングスとの経営統合を踏ま
えた長期エネルギー計画の策定に着手する。

■ 重点取り組み部署を拡大。
■ 環境マネジメントシステムを通じたコスト削減を推進。

コ スト 管 理・削 減
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環境方針

・「地球環境の保全」、「持続可能な社会の実現」に貢献する金融商品・金融サービスのお客様への提供を通じ、
社会全体の環境リスクの低減・環境価値の向上に取組みます。

・事業活動に伴う資源の消費、廃棄物の排出などによる環境への負荷を認識し、
省エネルギー、省資源、資源循環の取組を通じ、環境保全・持続可能な社会の実現に努めます。

・環境に関する対応の継続的な検証と改善に努め、汚染の予防に取組みます。

・環境保全に関連する諸法令・規則及び各種協定を遵守します。

・環境目的・環境目標を設定し定期的に見直しを行い、取組の継続的な改善に努めます。

・社内および関連する会社への本方針の徹底と環境教育に努めます。

・本方針を一般に公開し、社外とのコミュニケーションを通じた環境保全活動の推進に努めます。

2008年7月30日
取締役社長　常 陰　均

ステークホルダーからのご意見

「経営戦略と統合化された
環境マネジメントシステムを評価します。」

2010年7月に実施されたISO事務局内部監査に同席し、御社の環境マネジメント
システムの取り組み状況を伺いました。
御社の環境マネジメントシステムは、生物多様性に着目した先駆的な環境商品開

発や環境負荷低減を実現し、経営計画とつながりを持った推進体制が構築されて
います。90の部門と事務局との密なコミュニケーションを通じての全社員の地道な
紙の削減や、ESCOシステム導入など経営資源を大胆に投入することによる省エネ
化など、さまざまな施策展開を実行されています。
今後も多様なステークホルダーとの対話を通じて、全社員で業務プロセスの革新

を図り、業務品質向上、業務生産性向上、環境負荷低減を中長期的に継続して実
現されるよう期待します。

株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント
研究開発部 部長

福渡 潔 氏

重要となる主な指針
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主な活動項目と目標値

活動項目 目標値

紙の使用 （09年度） （10年度）
3%削減 5%削減

電力の使用 （09年度） （10年度）
1%削減 2%削減

廃棄物の排出 （09年度） （10年度）
2%削減 3%削減

グリーン調達の実施 90% 90%

環境関連金融商品の拡販

オフィスにおける環境配慮活動

環境マネジメント体制 経営会議

環境管理責任者
内部環境監査チーム

環境管理委員会
作業内容の説明・指示

ISO事務局

府中ビル

従業員
（嘱託・派遣社員含む）

各部長、室長

各部室

千里ビル

従業員
（嘱託・派遣社員含む）

各部長、室長

各部室

東京本部ビル

従業員
（嘱託・派遣社員含む）

各部長、室長

各部室

環境ワーキングメンバー 環境ワーキングメンバー環境ワーキングメンバー

環境配慮によるコスト管理・削減

当社は、環境マネジメントシステムの枠組みを活用し、日常業務において生じる環境負荷
を低減するとともに、業務効率の改善につながる取り組みを推進しています。

ISO14001導入による1 環境マネジメント体制のさらなる強化

（1）環境マネジメント体制

当社は2009年3月に、東京本部ビル、府中ビル、千里ビルの
3拠点で、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001
の認証を取得しました。本業の業務プロセスと環境マネジメン
トを連動させ、環境への取り組みを当社の経営戦略に取り込
むことによって、より実効性の高い取り組みを推進しています。

2 事業活動と環境負荷

（1）主な活動項目と目標

事業活動に伴う資源の消費、廃棄物の排出などによる
環境への負荷を認識し、省エネルギー、省資源、資源循環
の取り組みを通じて環境保全・持続可能な社会の実現に努
めています。このため、環境目標を設定し、定期的な見直
しを行うことで取り組みの継続的な改善を実施しています。

（2）環境マネジメントシステムの運用状況

当社では環境マネジメントシステムが有効かつ効率的に運
用されているかを内部監査で検証しています。当社社員の
内部監査員に外部監査員（株式会社損保ジャパン・リスクマ
ネジメント）を加えて監査チームを構成し、第三者の視点から
も運用状況をチェックしています。その結果を経営層に報告
し、さらなる改善に役立てています。
2010年7月に行われた環境マネジメントシステム内部監査

では、環境経営においてビジネスと収益を一体化した持続
可能な取り組みとなる方向付けがなされている点や、本社サ
ウスビルの紙削減の取り組みにおいて、特に紙使用量の多
い５大部署に焦点を当てた個別対応を行い、大きな成果に
つなげるなどの工夫がなされている点が評価されました。今
後、中央三井トラスト・グループとの経営統合を進める中で、
経営統合に関連した無駄を環境の視点で見ていくため、環
境マネジメントシステムの影響評価や実施計画などを通じて、
改善策を実践していきます。

外部監査員による指摘事項

経営目標にCSR関連の商品開発・普及の課題を落とし込
み、取り組みの実効性を高め、ガバナンスを強化する継
続的改善が見られる。環境経営を概念のみではなく、ビ
ジネスと収益を一体化した持続可能な取り組み（＝「サス
テナブルな銀行」）を実際に行うための環境マネジメント
システムの方向付けがなされている。

本社サウスビルの紙削減の取り組みにおいて、全部署一
律の削減だけでなく、紙使用量の多い5大部署に焦点を
当てた個別対応を行い、大きな成果につなげるなどの工
夫をしている。

目標未遂の不適合ルールの運用において、ルールを厳し
く適用することにより、部門の目標達成に対する執着度
を高めている。

自覚を高めるための一般教育をe-ラーニングで年2回実
施し、さらにワーキングメンバー教育を実施するなど、手
厚い教育活動を推進している。

今後の会社合併において、「合併に関連した無駄を環境の
視点で見ていく」とのことなので、環境マネジメントシス
テムの影響評価や実施計画などを通じての実践を検討し
てほしい。

指摘事項
（評価できる点）

改善の機会

* 紙、電力、廃棄物は2008年度比（ただし、府中ビル・千里ビルの電力は2007年度比とする）
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環境パフォーマンス

排出量（アウトプット） 2007年度 2008年度 2009年度 前年度比

CO2排出量（t）*3 17,700 20,500 19,800 -3.6%

紙排出量（t） 899 630 592 -6.1%

再利用量（t） 899 630 592 -6.1%

（リサイクル率） 100% 100% 100% ±0ポイント
その他廃棄物排出量（t） 207 195 176 -9.6%

再利用量（t） 49 115 144 +25.9%

（リサイクル率） 23.8% 58.8% 81.8% +23.1ポイント

使用量（インプット） 2007年度 2008年度 2009年度 前年度比

電力（千kwh） 37,700 38,900 36,900 -5.2%

ガス（千m3）*1 912 955 1,005 +9.5%

ガソリン（k ） 600 615 616 +0.1%

水使用量（千m3） 103 76 72 -1.4%

紙使用量（t）*2 506 612 531 -13.4%

うち再生紙（t） 302 409 332 -18.9%

• 集計範囲：東京本部ビル、
府中ビル、千里ビル
2007年度（東京本部移転前）
は旧丸の内ビル、旧青山ビル
を含む

• 集計期間：
2009年4月1日～
2010年3月31日

*1 営業店を含めた当社全体（国
内）の使用量

*2 コピー用紙、コンピュータ用紙
が対象

*3 排出係数は実排出係数を使
用し過年度分も再計算

3 地球温暖化対策

（1）全社的なエネルギーマネジメント

2009年4月の改正省エネ法の施行を機に、全社的なエネ
ルギー管理とCO2排出量管理を推進するためのシステムを
導入しました。当社は本部、支店の多くがテナントビルに入
居しているため、エネルギー使用量の把握が困難でしたが、
ビルオーナーなどのご協力も得て、2009年4月からすべての
拠点におけるデータを集計しています。
また、当社のエネルギー使用量の73％をISO14001の認

証を取得した3拠点ビルが占めているため、それらのビルに
ついて省エネ戦略の抜本的な見直しを図るとともに、当社全
体でも長期エネルギー計画の策定を進めています。

（2）環境パフォーマンス

当社では2003年度から拠点ビルを中心に3R（Reduce、
Reuse、Recycle）活動を推進し、資源のインプット（投入）と
しての使用量削減とアウトプット（排出）としての環境負荷の削
減に努めています。拠点ビルにおける2009年度のCO2排出
量は1万9,800tとなり、前年度比3.6％の減少となりました。紙
の使用量については、営業で使用するパンフレットなどの在
庫・出庫状況・業者発注状況などの分析データを作成し、基
準在庫・発注数の見直しを実施したこと、また、紙使用量の
多い部署に焦点を当てた個別対応などにより、13.4％と大

幅に削減できました。排出量についても6.1％減となり、リサ
イクル率も引き続き100％を達成しました。府中ビルの食堂
で使用していた割り箸を塗り箸に変更し、その他廃棄物排
出量も9.6％削減できたうえ、厨芥ゴミを飼料と肥料に再資
源化するなどの取り組みにより、リサイクル率を23.1％向上さ
せることができました。電力・水道使用量は、それぞれ5.2％、
1.4％の減少となりました。ガスは9.5％増加し、ガソリンは横
ばいでした。
今後も、事務局による徹底した推進管理により、部門ごと

の活動内容の温度差をなくし、全社一丸となって環境パ
フォーマンスのさらなる向上に努めます。

＠エナジーによる管理のイメージ
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（2）東京都のCO2排出総量削減義務化への対応

東京都は2010年4月から一定以上のエネルギーを使用す
る事業所に対してCO2排出量の総量削減義務を課す改正
環境確保条例を施行しました。
当社の府中ビルは削減義務化の対象事業所として「特定

地球温暖化対策事業所」の指定を受けました。第三者機関
の検証を受けた結果、府中ビルは削減のベースラインとなる
基準排出量が1万1,570t-CO2となり、2010～2014年度の5年
間でそこから原則8％の削減義務を負うこととなります。
当社では、抜本的な省CO2対策を講じるために1年間に

わたって省エネ診断を実施し、通年でのエネルギーの使用
状況や運転管理の適切性の検証を受けました。その結果
を踏まえESCO導入を核とするCO2削減計画を策定し、府

ESCO導入による省エネ効果

一次エネルギー
消費量

※ 削減率は対2008年度比

削減
効果

CO2

排出量

7.5%

光熱水費

10.2%9.3%9.3%

25,229
[GJ / 年]

10.2%

1,185
[CO2 / 年]

7.5%

38,659
[千円 / 年]

4 紙資源の有効利用

※ 上記は特定のフロアでの試算値（概数）です。

活用

廃棄

従来のコスト認識とマテリアルフローコスト会計によるロスの認識

従来のコスト認識

マテリアルフローコスト会計導入後

紙投入量 30t

紙投入量 30t
紙購入費用 450万円
コピー費用 1,600万円
プリント費用 500万円
投入費用合計 2,550万円

各部署投入

従来のコスト認識

マテリアルフローコスト会計導入後

紙活用量 20t

紙活用量 20t
良品コスト 1,655万円

従来のロス認識

マテリアルフローコスト会計導入後

紙廃棄量 10t
廃棄物処理委託費用 25万円

紙廃棄量 10t
廃棄物処理委託費用 25万円
マテリアルロスコスト 860万円
ロスコスト合計 885万円

25万円のロスコスト
だと認識していた
無駄が実はその35倍

中ビルの中長期修繕計画を前倒しして実施することとしまし
た。高効率熱源システムへの更新、電算室や事務室の空調
機の運転の適正化などESCO導入で約10％のCO2削減を図
り、その他の対策とあわせて基準排出量から約12％の削減
を目指しています。

（1）環境管理会計の導入による紙の無駄の把握

当社は紙の使用量と廃棄量を重要な環境負荷と認識して
おり、マテリアルフローコスト会計*を導入し、環境負荷と経済
効率性の双方の観点から無駄の分析に取り組みました。具
体的には、廃棄物となる印刷物などを作成するのに要した
費用を算出することにより、隠れていたコスト（利益を生まな
いロス）を顕在化しました。例えば、下記の図にあるように
10トンの紙を廃棄した場合、これまでは廃棄物処理費用（25
円/kg×10,000kg＝25万円）のみを無駄と認識していました
が、マテリアルフローコスト会計で、廃棄物の作成費用も含め
たロス（利益を生まないコスト）を計算したところ、その35倍の
885万円が無駄であるという試算が得られました。
その結果を受けて、用度品やパンフレットについても同様

の検討を加えました。印刷会社に発注して制作している用
度品やパンフレットも年間トン単位で廃棄されています。その



廃棄分の制作費用と処理費用が2009年度で23百万円と
なっています。所管部による在庫管理を厳格化し、費用の
圧縮を図ります。
* マテリアルフローコスト会計：環境管理会計の手法で、環境保全と利益向上を同時に達
成することを目的とした経営管理のためのツール。日本の提案で国際規格化され、2011
年にISO14051として発効する見通し。

（2）環境負荷削減から業務効率改善への展開

当社ではISO活動で廃棄物発生の原因を分析し、物質
資源の有効活用と環境負荷の削減を図るのとあわせて、経
営資源としての時間と経費の有効活用に結びつける業務効
率改善に努めています。
2009年度は、紙使用量の多いリテール企画推進部、事務

推進部、確定拠出年金部、資産金融部、不動産管理部の5
大部署において紙廃棄物の削減プログラムを策定・実施し
たところ、コピー使用量27％削減、プリンター使用量31％削
減を実現するなど、紙の使用量削減とコスト削減で大きな成
果を上げました。その結果、印刷作業時間の削減や、IT機
器の導入加速による会議の準備時間・会議時間そのものの
短縮といった業務効率の改善につなげることができました。
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5大部署の紙廃棄物の削減プログラム

パンフレット在庫管理の厳正化、発注時期と数量の管理。

パンフレット在庫管理の厳正化。

プロジェクター使用による会議時の印刷資料の削減。
コピー使用量20％減、プリンター使用量35％減。

両面印刷の再徹底、紙使用量24％減。

大量自動出力帳票の一部廃止・両面印刷化。

リテール企画推進部

事務推進部

確定拠出年金部

資産金融部

不動産管理部

1. 2010年2月16日にADRA Japanの方より、寄贈されたパソコンの現地での使用状況
について報告を受けました。 2. インドネシア・スマトラ島　3. スーダン　4. ラオス

1

3 4

2

5 廃棄パソコンの活用

（1）廃棄パソコンの再利用

パソコンの廃棄にあたっては、データの完全消去による情
報管理の厳格性を確保しつつ、再利用することによって廃棄
物発生量を抑制するとともに、処理過程で発生するCO2排出
量を低減させています。2009年度は294トンのCO2発生量を
削減し、直近5回の処分で合計888トンのCO2排出量の削減
効果を得ています。
当社グループの住信・パナソニックフィナンシャルサービス

では、オフィス機器のリースを行っています。リース期間の満
了したパソコンは、同社子会社の日本機械リース販売の
リースアップセンターに集荷し、再利用可能なものはデータ
の完全消去、機能検査を実施し、動作可能な状態に復元
したうえで、中古パソコンとして販売しています。再利用で
きないパソコンは、データの完全消去後、再利用可能な
パーツを部品業者に販売し、最終処分量を最小化するよう
努めています。

（2）途上国で活動するNPOへの寄付

再利用できる一部のパソコンは、途上国支援活動に活用
していただいています。2009年度は日本マイクロソフト株式
会社（当時マイクロソフト株式会社）のご協力で基本ソフトを
無償提供していただき、紛争や自然災害によって緊急に支
援を必要とする人々や、その他さまざまな理由により苦しい生
活を強いられている人 を々支援している特定非営利法人
ADRA Japanに20台を寄贈しました。インドネシア、スーダ
ン、ラオスでの活動に活用していただいています。

（3）持続可能な紙資源の活用プロジェクト

ISO活動において紙に関する環境負荷の量的問題に取
り組んできましたが、今後は質的な問題にも取り組むべきと
考えています。特に、生物種の90％が集中すると言われる
熱帯雨林の伐採を招いている紙の原料の問題は、すべての
企業が緊急に取り組むべき課題です。コピー用紙や配布物、
印刷物を大量に使用する当社では、住信・生物多様性プロ
グラムのテーマの一つとして、生物多様性に配慮した「持続
可能な紙資源の活用プログラム」の検討を開始しました。
今後、グループ全体で紙のサプライチェーンを洗い出し、

原材料の調達、流通過程などでの影響に配慮した紙の使
用を検討し、ISO14001の枠組みを活用して同プログラムを
推進していきます。




