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ごあいさつ
グリーン購入は、消費者や顧客、従業員、地域社会などをターゲットとする
CSR の取組みとして経営戦略化が可能です。ただ、経営戦略化できているか
どうかを確認するためには、モニタリングが不可欠です。
横浜市立大学では、CSR や環境問題、まちづくりなどを専門に学ぶ学生が多く
おり、学生の感想や意見は、企業にとって得るものも大きいと思います。
授業の組立ては、担当する各企業が自由に設計できます。具体的には、授業の
中で、自社の取組みや課題に関するテーマを設定し、学生にグループディスカッ
ションをさせて意見や提案を吸い上げるということもあり得ます。また、授業
後に、テーマを設定し、感想カードを提出させるということも可能です。
当寄附講座は、正式なカリキュラムの一環で実施されており、成績も厳しく
つけられることもあり、学生が真剣に授業に臨んでいることに加え、CSR や
環境問題を専門に学んでいることから、講義への関心が非常に高い学生が集まって
います。関心をもって真剣に学ぶ学生に接すると、講座を担当された社員の方
のやりがいもひとしおではないでしょうか。会社の業務や活動を担うことで、
やりがいを得ると、会社への求心力や業務パフォーマンスも高まります。
寄附講座を通して良い社員を育てることもできるのです。
さらに、環境や CSR への関心が高い学生に、自社の取組みをアピールすると
いう面もあると思います。感想カードを見ると、講義を聴いた学生に伝わる
ものが大きいことがわかります。
企業にとっても様々なメリットがある講座です。ぜひ御社も、当寄附講座に
ご参加いただけましたら幸いです。

横浜グリーン購入ネットワーク 横浜市立大学寄附講座内容一覧
講義順 日程 事業者名 タイトル ページ

1 10 月 1 日 グリーン購入ネットワーク グリーン購入のススメ　モノの選び方で世界が変わる 4

2 10 月 8 日 横浜グリーン購入ネットワーク 横浜ブルーカーボン事業について 5

3 10 月 15 日 横浜市資源リサイクル事業協同組合 資源とごみの分別体験と資源循環の課題について 6

4 10 月 22 日 株式会社 湘南貿易 ペットボトルキャップの回収、リサイクル推進へ 7

5 11 月 5 日 株式会社 野毛印刷社 寄付金付きプライベートブランドペーパーの開発 8

6 11 月 12 日 株式会社 トライフ
人や環境に優しいオーガニック口腔ケア製品で
全国の障害者の仕事を創出するソーシャル
ベンチャーの挑戦

9

7 11 月 19 日 株式会社 岡村製作所 森林資源と木材利用を考える（オフィス家具と木材） 10

8 11 月 26 日 株式会社 大川印刷
100 年企業が挑戦する本業を通じた環境貢献
～クリエーターと共に取り組む環境ビジネスの
創出ワークショップ

11

9 12 月 3 日 横　浜　市 地球温暖化対策について 12

10 12 月 10 日 生活協同組合ユーコープ 身近なテーマで環境を伝える
～身近な環境配慮商品や環境の取り組みの起案～ 13

11 12 月 17 日 東洋電機製造 株式会社 鉄道の歴史、鉄道のエコ 14

12 1 月 21 日 プリンス電機 株式会社 「4つのMSで創る環境・社会活動」
～ 仮想ステークホルダー会議 ～ 15

【対象学生】
2 年生から 4 年生まで約 30 名程度で、学生が主に学んでいる項目
 ・企業の CSR 活動　　・自治体の環境政策　　・海外協力　　・NPO の活動　　・街づくり

【教室および授業の時間帯】
今回は、2015 年 10 月 1 日（木）から毎週木曜 14：30 ～ 16：00　全 11 回 普通教室で実施

　　　　　　横浜グリーン購入ネットワーク会長
（横浜市立大学 CSR センター LLP　センター長）

影山 摩子弥
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「学生、企業それぞれに
メリットが感じられた寄附講座」

今回 2 回目の寄附講座は、1 回目の寄附講座での振り返りを行った上で開催
されました。
昨年もワークショップなど、学生参加型のスタイルで行われた講座で学生の
反応が良かった点が振り返りで挙げられていましたが、それらを活用したメリット
が今回も目立ちました。
その結果、企業、学生それぞれのメリットが見えてきました。

学生側のメリット
1.  地域企業の事業内容や取り組みを企業から直接話してもらう機会になった。
2. 就職先として大企業だけでなく、地域企業という選択も視野に入った。
3.  具体的な企業の課題等を学生同士で考える機会となり、実社会での
 シミュレーションができた。
企業側のメリット
1. 地域企業の取り組みや実際の事業活動を学生に直接訴求することができた。
2. 企業の課題等に対し、学生の意見が聴取できる機会となった。
3. 従業員が教壇に立つことで、従業員にとっての成長機会となった。
4. 学生に対する自社の認知度向上ができた。
5. 大学との連携による人材育成という、地域貢献の実現ができた。

以上のように、相互にメリットがありました。会員各社、各団体におかれましては、
是非今後寄附講座をご活用ください。

参加事業者一覧

　　　　　　横浜グリーン購入ネットワーク
副会長 大川 哲郎
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2015 年10月1日

グリーン購入のススメ　モノの選び方で世界が変わる
グリーン購入ネットワーク 事務局次長 深津学治

グリーン購入の意義や必要性、効果等の基本的な情報の解説に加え、地球温暖化の加速など、地球を取り巻く
環境問題とグリーン購入とのつながり、身近な毎日の生活と環境配慮型製品、グリーン購入とのつながり等、
グリーン購入における think globally, act locally をテーマに講義を行った。

（講義のトピックス）
１．年々早まるアース・オーバーシュート・デーと気候の暴走
２．2030 年に向けた「持続可能な開発目標（SDGs）
３．買い方を変えることによる CO2 削減効果
４．グリーン購入の基本的な考え方（グリーン購入）
５．さまざまな製品やサービスの環境ラベルと生活の中でのグリーン購入実践方法

私はグリーン購入の意味をしっかり理解していなかったので、今まで意識なくやっていたことがグリーン購入
であったことに驚きました。ただ、私のように意識せずに詰替商品を買っている人もいるのではないかと
思います。
しかし、これでは環境へのマインドは上がっていかないのではないかと思います。また、私たちは消費者で
あり、これから就職するところによっては、グリーン購入を仕掛ける側にもなると思います。
消費者は、なぜこの商品が環境に良いのかを知ろうとする意欲が必要だと思います。
仕掛ける側としては、消費と環境配慮の両方に目を向ける必要があると思います。
わざわざ環境に配慮するために普段必要のないものを買う人はいないので、いつも使うものが環境に良いもの
である、という状態がベストであると考えます。企業としては、消費者のニーズに寄り添い、かつ、環境への
配慮をしている製品・サービスをつくり出すことが重要です。両者の協力で成り立つのがグリーン購入では
ないでしょうか。

普段グリーン購入を意識する機会はあまり多くないのでは、と想像しましたが、マイボトルを持参したり、
詰替品を選ぶようにする等、コスト感覚と環境配慮を意識した学生が多く、感銘を受けました。90 分の
講義は、活動を紹介する機会として大変有効でした。講義だけでなく、グループディスカッションや発表等、
学生自身が考え、作業することで、講義内容への理解を、さらに深められると思います。

講 義
内 容

受講生
の感想

担当者
の感想
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2015 年10月8日

横浜ブルーカーボン事業について
　横浜グリーン購入ネットワーク事務局

横浜の海洋環境における CO2 吸収の働きを評価し「ブルーカーボン」という環境価値として地域へ普及
させることで、企業や市民が応援できる事業構想を説明するとともに、CO2 を打ち消す「カーボン・オフセット」
の実施による様々な商品の環境ストーリー向上や社会貢献の可能性について事例を紹介しました。
講義の最後に、消費行動における簡単な環境意識アンケートを実施しました。

Q1：エコだからというより詰替などの方が安いので選ぶことがある。
Q2：価格や性能などの条件が同じならエコな商品を選ぶことはある。
Q3：商品価格の 5％以内など。
Q4：ボルビック、いろはす等
Q5：  環境に良い＝長い目でみたらお得ですよという商品にした方がエコ＝消費者利益という認識の広がり

につながる。子どもでも買える商品、環境にやさしい玩具などを売る。
その他： ブルーカーボンラベルを広げるのは難しいと考えます。マークを見ただけで無いよう全てが分かる

わけでもないので。売りたければ内容を伝えることが大切だと思います。　
     環境に配慮した商品が、環境に配慮している部分をアピールしなくても自然と手にとられるくらい

のデザインだったりセンスがあったりしたらいいと思う。

カーボン・オフセットやブルーカーボンという身近に感じにくい概念の説明にも関わらず「理解が深まった」
という感想を多くいただいた。一方で、分かりづらさに対する厳しい指摘や、消費者は価格第一でありエコ
は二の次というコメントもあり、環境以外の事業や商品そのものの価値（品質・価格など）の磨き上げこそ、
消費行動の質を高める基本要素であると再認識いたしました。
アンケートの実施は、自由な感想の幅を狭めてしまうかとも思いましたが、質問への回答を超えて様々な
考えを記入していただき、とても参考になりました。

講 義
内 容

受講生
の感想

担当者
の感想

2015寄附講座報告書.indd   5 2016/04/26   10:08



6

2015 年10月15日

資源とごみの分別体験と資源循環の課題について
　横浜市資源リサイクル事業協同組合　企画室室長　戸川孝則

横浜市の１０分別１５品目について「ごみと資源の分け方出し方」を学び、「なぜ分別をしなければなら
ないのか？」について考査する。
未分別でごみを出すことが何故いけないのか、分別することが自分にとってどの様なメリットがあるのかに
ついてディスカッションする。

・ 自分たちで分別してみて、自分が全然分別をできていないと
気づきました。

・ みんなが分別に協力したくなるように工夫された取り組みを
横浜市は行うべきだと思います。

・ ごみを出すときにも個人に責任が発生することを自覚しました。
・ 商業施設と協力し、分別して入れるボックスを設置してエコ

ポイントを付与する制度がいい。
・ 移住者への積極的な呼びかけを自治体が責任をもって行うべき

と考える。
・ ごみの啓発ウィークを創設し、メディアがマイナンバーのように

大きく取り上げる。
・ 買い物に行くとよく必要以上に買ってしまうので、牛乳一杯を

飲んでから買い物に行きます。

・ グループディスカッション（GD）と感想カードの 2 つのアウトプットを設定したので、グループでの
討議内容と個人的な意見の両方をいただく事ができました。

・ GD では「市と学校が連携して親子に講座を開く」などの直ぐに対応可能なアイデアから、「リサイクル
の分類を全国共通にする」のように国レベルで取り組むべき課題、また、「バーコードをゴミに貼り付ける
業者はバーコードを読み取る個人のポイントがたまり、利益が還元される！」などの目から鱗の奇抜な
アイデアもいただけました。

・ 感想カードからは、個人レベルで解決できるポイントや講座に参加しての感想がいただけて、啓発の効果が
その場でわかり講義内容の改善点も見えてきました。

講 義
内 容

受講生
の感想

担当者
の感想
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2015 年10月22日

ペットボトルキャップの回収、リサイクル推進へ
　株式会社湘南貿易

1. プラスチックのリサイクルとは？
  普段の生活で捨てているゴミ袋やレジ袋、食品包材といったプラスチック製品がどのようにリサイクル

されているか、どうしたらリサイクルできるのか、そしてどんな製品生まれ変わっているのかを説明。

2. グループワーク
 ①「選別の重要性を伝えたい！」では、どんな製品を作ったら伝わると思いますか？
 ②どんな PR 活動をしたら製品が市場に広まっていくと思いますか？
 上記 2 つの課題に題して、グループに分かれて解決策を検討。

・ プラスチックにも種類があること、また種類の異なるプラスチックが混ざるとリサイクルされたときに
質が落ちてしまうことを初めて知った。

・ リサイクル製品があることはわかったが、これからの課題はそれらをどのように消費者に理解してもらうか
である。そして企業だけではなく消費者もそれらに対して意識を持つ必要がある。

・ リサイクルの重要性は理解しているが、実際に自分が商品を選ぶ際は価格や手間の事を考えてしまい、
リサイクルは二の次になってしまう。

・環境問題に取り組むのは企業と消費者のみではなく、それを後押しする行政や政府の取組も必要だと思う。

学生の皆さんに自社の取組を直接説明することが出来、また貴重な意見を聴ける機会となりました。学生の
皆さんの率直な意見は、弊社がリサイクルを推進するにあたり、消費者の方々に、今何を伝えなければ
ならないのかを改めて認識させてくれました。

湘南貿易プレゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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担当者
の感想
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2015 年11月5日

寄付金付きプライベートブランドペーパーの開発
　株式会社野毛印刷社　CSR 担当 北澤三郎、映像ディレクター 綿引靖典

当社の CSR 活動のひとつに、当社のオリジナルペーパー「FS ユースマット」「FS ユースコート」の利用料金
の一部をあしなが育英会に寄付し、東日本大震災の震災遺児たちの心のケアに使用される CSV 活動があり
ます。
講義ではこの活動を紹介する動画（当社制作）を上映。学生の皆さんにその感想をカードに書いていただき
ました。
また、動画上映後は「伝える責任」と題した講義を行い、こうした CSR 活動をステークホルダーに発信
する意義、単に伝えることと「正しく上手に伝えて相手の心を動かす」ことの違い、そのための技術として
インタビューを行う際の技術を紹介しました。
＜寄附講座上映映像＞『CSR の その先に ～復興支援の先にある わたしたちの「責任」～』
https://youtu.be/FCVaH2wGuXw
※以下の QR コードで動画をご覧いただけます

・ 印刷業の CSR というと、インクや使用する紙媒体を工夫するとのイメージがあったが、FS ユースマット
や FS ユースコートは、そういうところから差別化されたとても良いものだと思う。震災は確実に風化し
つつあるが、こうゆう活動を通じて記憶にとどめることは必要だと感じた。印刷物 = メディア = 伝える
という根本の意味を CSR に転換する発想は現代企業に不可欠だと思う。

・ 今までの授業とは違って、環境以外にも東日本大震災やメディアの話など様々なカテゴリーの話が聞けて
とても参考になりました。

・ かなり多分野に及ぶCSR活動をしていることが実感できました。印刷会社が紙を通して支援を行うことで、
本業と結びついた活動となっていることがよくわかりました。

今回上映した動画には、「正しく上手に伝えて相手の心を動かす」ための番組構成の技術、撮影や編集の技術、
音楽やナレーションの技術、インタビューの技術などが盛り込まれています。
学生の皆さんは熱心に動画を見てくださり、感動したという感想もいただきました。
制作者にとっては非常に嬉しい言葉です。
しかし今回の目的は、学生の皆さんを感動させることではありません。この動画の上映やインタビュー技術
の紹介によって、学生の皆さんが「伝える」ことの重要性と奥深さを理解し、活用していただければ幸いです。
そして同時に、私たちも印刷や映像制作を通して伝えることの重要性を再認識することができました。
ありがとうございました。

講 義
内 容

受講生
の感想

担当者
の感想
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2015 年11月12日
人や環境に優しいオーガニック口腔ケア製品で全国の障害者の仕事を創出するソーシャルベンチャーの挑戦

　株式会社トライフ

九州大学等との産学連携による革新的なオーガ
ニック口腔ケア製品により、高齢者の健康長寿
と介護負担の軽減、全国の障害者の仕事創出
を目指す「オーラルピースプロジェクト」。
ジャパンベンチャーアワード 2015 最高位賞
を受賞した本プロジェクトの事例などを紹介
した。受講学生には以下のような学びを期待
して講義を行った。
▶ 社会的課題の解決と持続性のある活動を両立

させるソーシャルベンチャーの挑戦を知る
ことができる。

▶ 環境負荷が少なくサステナブルな植物原料
のみを用いたオーガニック製品事業を通じた、
全国の障害者の仕事創出という社会活動に
ついて学ぶことができる。

▶ 競争力ある事業創出、創業、ベンチャー経営、
経営戦略、マーケティング戦略、商品開発、
PR 等について学ぶことができる。

・ 今までで一番面白い講義でした。単に成功した結果の現状を知るだけでは応用が難しいが、実現までの
プロセスを知れてとても参考になった。

・ 自分の将来が見えず漠然とした不安を抱くことが多いが、勇気を持たなくてはいけない時期だと感じた。
・ オーガニックは口腔ケアだけでなく河川などの自然環境にも配慮がされおり、購買欲が起きました。
・ 物が飽和し、その機能に付加価値が求められる時代であるが、「製品に携わる人」という目に見えない

ものを PR していく考え方は益々重要になると感じた。
・ 障がい者の方の賃金がこれほどまでに低いとは思わなかった。

就職をしたことのない若者約 30 名向けの授業は、今までほとんどしたことがなかったので戸惑いましたが、
みなさま話を聞いてくれて良かったです。
現在のオーラルピースの取り組みや、学生時代からこれまでのビジネス人生のこと、就職活動や今後のやる
べきことなどを話してみました。自分の大学生時代は、全く勉強せず、旅と飲み会とスポーツとバイクと
バイトなどに現を抜かして、学校でも学食の舎弟食堂に入り浸っていた人間が全く偉そうなことは言えませんが、
そこからこうなったというお話をしました。世代間のギャップか最初はシーンとしてたり、後ろの席方向に
引かれちゃったりと不安でしたが、授業後の感想カードにはみな熱いメッセージを書いてくれて嬉しかった
です。宝物にしたいと思います。自分にとって新鮮な体験となり、活動を知ってもらう機会にもなって、
素晴らしい機会をいただきました！ＰＥＡＣＥ！

講 義
内 容

受講生
の感想

担当者
の感想
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2015 年11月19日

森林資源と木材利用を考える（オフィス家具と木材）
　株式会社 岡村製作所　環境マネジメント部 部長 阿部 祐爾

1. 森林の機能とその環境問題について
 ・生態系の基礎として森林の意義
 ・世界の森林の現状
 ・日本の木材利用の実態
2. オフィス家具と木材
 ・オフィス家具の特徴と木材利用方法について
 ・輸入木材における違法伐採問題とその対応策について
  問題は、家具だけにとどまらないし問題を認識することもない現状

3. グループディスカッション
 輸入木材のの問題を消費者としてどう対応したら良いのか ?
4. 発表

グループ発表から
　・森林伐採に違法・合法があることを知らなかった、ＥＵや北米で出来ていることが
　　なぜ日本でできないのか？　社会の関心がないのは、残念です
　・そもそも問題あるものが、輸入されてしまうことが問題である
　・原料や資材の情報公開が重要だと思います
　　製品表示も、合法性や違法材の問題も PR したらどうか ?
学生から
　・私たちも、食品のようにほかの商品も原料等に関心を持つ必要がある
　・関係ある企業も CSR として取り組むことが重要だと思います
　・消費者の知る権利と企業の情報公開義務を明確にしていくべきだと思います

90 分の中で、何を伝え何を省くかでずいぶんと葛藤がありましたが、森林率の高い日本が世界第 3 位の
木材輸入国であり、その問題を討議していただきました。
全体を通して見えてきたことは、消費者の知る権利を守るために、原料までの情報公開を努力すること。
そして、資源の有効利用に向けた技術力と製品力で、消費者に受け入れられる商品作りが、改めて重要だと
感じました。

輸入木材の問題点

類似の問題

●プランテーション ●魚 （乱獲、領土紛争）
ヤシ油（森林伐採） ●紛争鉱物 （コンゴ）

エビの養殖（マングローブの伐採） ISが売る原油

購入する人（需要）がいるから

なぜ、このような問題がおこるのでしょう？

安いいものには理由があるのです安い安い安安

違法木材問題と解決策

現状の解決策

【認証制度】 - 認証材

・FSC/PEFC/SGEC
・インドネシア森林認証（SVLK）

【その他認証等】

・国等の地域により管理された木材（ＥＵ・米国）
・国際的に認知された自社林の木材（ブランド）
・合法木材の団体認証（日本）

【低利用木材の利用】

・PB/MDF等

講 義
内 容

受講生
の感想

担当者
の感想
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2015 年11月26日
100年企業が挑戦する本業を通じた環境貢献～クリエーターと共に取り組む環境ビジネスの創出ワークショップ

　株式会社 大川印刷　代表取締役社長 大川哲郎

今回 2 回目となる寄附講座を担当させていただき、ありがとうございました。
事業内容、環境経営の最新、自社の強み、CSR活動事例とその原動力、CSRとES（従業員満足）とCS（顧客満足）
との素敵な関係性などについて、まずは 30 分間に凝縮してお話しさせていただきました。
その後昨年お反省点を踏まえ、ワークショップ形式を採用。
実際に自分が会社のプロジェクトに加わったと想定し、マーケティングの
4P（Product, Price, Place, Promotion）をヒントに、環境配慮を行った
社会貢献型商品の販売方法についてグループワークを行いました。
弊社環境配慮型商品のシリーズである「グリーンシリーズ」について
の販売戦略について話し合ってもらいました。

ファシリテーターを経験するのが初めての学生さんも、徐々にチームをまとめる方法を模索していく様子や、
チーム内で更に分かれてしまっていたチームが一つになっていく様子なども見受けられ、短時間の中でも
学生さんたちが挑戦し成長していくことがわかりました。

そして最後にチームごとに発表を行い、それぞれの話し合いの成果を共有し合いました。

今回良かった点としては
・学生さんならではのアイディアを聴かせていただくことができた
・学生さんとコミュニケーションをとることができた
・大学の授業におけるワークショップの運営ノウハウが体験できた
・学生さんに対して自社の取り組みをリアルに感じていただけた。
・学生さんに対する認知度が向上した
などが挙げられます。
一方で反省点としては「買うならできるだけ安い物を買いたい」といった学生さんの事情を考慮しなかった
ため、「低価格でなければ売れない」といった方向に偏りがちになってしまった。
今後の検討課題として、提案してもらったことのフィードバックをどこで行うか、また関与したいと思った
学生さんが出てきた場合、コミュニケーション手段をどのように準備しておくかなど、感じました。

講 義
内 容

担当者
の感想
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2015 年12月3日

地球温暖化対策について
　横浜市温暖化対策統括本部企画調整部調整課　吉澤明子

1 地球温暖化対策の動向について（説明）　
 ・地球温暖化の影響、将来予測　　・緩和と適応
 ・開催中の COP21 とそれまでの歩み　　など
2 グループディスカッション

3 発表（主なアイデア）
 ・イメージアップのための制度（認定、表彰、広報　等）
 ・社用車に関するもの（カーシェアリング、水素自動車の導入）　など

・緩和と適応について考えなければいけない段階まできていることに驚きました。
・ 企業といっても環境負荷を多く出す業種とそうでない業種があるので、企業と一括りにすると難しかった

です。
・ 地球温暖化は誰もが興味がある内容だが、何をやれば解決するかが見えにくいのが難点だと感じた。企業

が何をすればよいかを示す意味でも、企業を巻き込んでのキャンペーンは大きな効果をもつと思う。
・ 目標達成⇒認定制度や、市の推薦企業として取り扱ってもらうなど、企業のイメージアップかつ活動の

結果が他にも伝わるような取組が大事だと感じた。
・ 自分が温暖化について考えることはあっても、それに取り組んでいる他者（企業）を自分で知ろうとしたり、

商品をその観点で選ぶというような評価をしたりしてこなかったことに気づきました。

地球温暖化という壮大なテーマについて、1 コマの中で、何をお伝えし、何について考えて頂くか、という
点が難しかったです。ちょうど COP21 の開催期間中だったため、新聞やニュースなどで報道される際に、
学生の皆さんが興味を持って見て頂けるのではないかと思い、COP21 までの歩みなどについてもお話させて
いただきました。
ディスカッションについては、難しい課題ではありましたが、皆さん一生懸命考えて下さっていた姿が印象的
でした。感想カードにも各自の考えや感想など、たくさん書いて頂き、大変参考になりました。
今回は貴重な機会を頂きまして誠にありがとうございました。

講 義
内 容

受講生
の感想

担当者
の感想
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2015 年12月10日

身近なテーマで環境を伝える～身近な環境配慮商品や環境の取り組みの起案～
　生活協同組合ユーコープ　組合員参加推進部 政策企画課 櫻井展子

1. 課題提起
  ユーコープの社会貢献活動として「環境配慮商品の紹介」や「環境の取り組み」を推進しているが、一番

のステークホルダーである利用者（組合員）の支持、好感、信頼につながっているのか？（それぞれの
内容と伝え方を紹介）

2. グループディスカッション
  わかりやすく利用者の心をつかむ『環境配慮商品・取り組み』

のアイデアを出そう！
　 → 各自から意見を出す、グループ内で一番良い意見を選び、

その企画をブラッシュアップする。
3. 発表（主なアイデア）
 （1） 食材まるごとお料理コンテスト（フードロスの削減、食材

を無駄なく使う）
 （2）エコ商品通販サービス（大学生を対象にエコポイントを付ける）
 （3）リサイクル品の回収（回収時にインセンティブ→植物の鉢植えプレゼント）
 （4）エコ体験ツアー（キャンプ、オーガニック石鹸づくりなど）
 （5）子ども環境体験（子どもを対象に身近な環境を学ぶ）

・ 環境について学び、体験する時に誰かと繋がることで一緒に体験して共有したものは自分の中にしっかりと
残るし、より知りたくなる。ツアーやワークショップを通じて、人と繋がるエコ学習をするのも新しいと
感じた。

・ ユーコープの利用者は主婦が多いと思う。主婦が簡単に楽しく環境のことを学べる場があればとても良い
機会になると思う。実際に企画を考える作業は楽しかった。

・ イベント企画も楽しいが、温暖化の現実を知るような学習会、講演会などの開催も有意義だと思う（この
ままだと水没してしまう国々を地図に落とし込むとか）。

・ 企画を立てる際に「目的」「対象」「方法」「効果」などについて考えていくプロセスが重要であると感じ
ました。

・ 利用者、消費者の考えをよく聴くことが大切だと感じました。
・ 真剣に商品や企画のアイデアをすり合わせることができてよかった。
・ 生活協同組合という特殊な形態をうまく活用して CSR 活動に取り組んでいると感じた。

企画側が『身近な環境の取り組み』として起案し、実行していることが、必ずしも利用者の共感につながら
ないこと、社会貢献活動に取り組む目的の一つとして『利用者（ステークホルダー）の共感を得る、生協の
ブランド価値を高める』という管理点があることを伝え、学生、生活者の立場から企画・立案に取り組み
ました。
ディスカッションを開始した当初はなかなかアイデアが浮かばない感がありましたが、時間が経つにつれ

『楽しい企画』『やってみたいアイデア』が口々に出され、グループごとに簡単な企画案をまとめることが
できました。
みなさんのアイデアの中には、学生らしい新鮮なアイデアもあり、今後の企画の参考にしていければと思い
ます。また、ユーコープをご利用してくださっている方からは、チラシの配布量が多すぎることや、リサイクル
の取り組みなどについても感想の中でご意見やアイデアをいただくことができ、とても参考になりました。
このような機会をいただき、ありがとうございました。

講 義
内 容

担当者
の感想

受講生
の感想
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2015 年12月17日

鉄道の歴史、鉄道のエコ
　東洋電機製造株式会社 交通事業企画部：佐久間秀一、経営企画部：秋山成美

・ 明治以降の日本の近代化に果たした鉄道の役割と､ 当社が電気鉄道の発展に貢献したこと､ それと電気鉄道
が他の交通機関と比べてエコなこと｡

・ 目次：1. 鉄道の開通､ 2. 路面電車の登場､ 3. 都市の拡大と近郊電車､ 4. 都市の過密化と地下鉄､ 5. 路面
電車の衰退と見直し､ 6. 近郊電車と地下鉄の相互乗入､ 7. 新交通システム､ 8. 駅務機器､ 9. 鉄道の特徴 
エコ､ 10. 横浜の私鉄､ 11. 鉄道で発展した東京､ 12. これからの海外展開

・ 生活に密接に関わる鉄道の歴史を知ることができました｡ 鉄道の CO2 排出量は自家用車の半分程度と知り､
エコなのだと再認識できました｡ 東洋電機という社名は知りませんでしたが､ 今回の講義で鉄道業界にも
少し興味がわきました｡ 鉄道は電力面のみならず､ 土地利用や輸送面からもエコであると思いました。
海外事業として､ 東南アジアへの需要の高まりやその取り組みにもまた詳しく知れてよかったです｡

・ 自分たちが普段あたり前のように毎日使っている鉄道が､ どう発展していったのかということがよくわかり
興味深かったです｡ また､ 鉄道を CO2 排出量という観点で見ることが今まであまりなかったので､ 今後
更に LRT などの新交通システムが発展し環境問題にどのように貢献していくのか注目していきたいと
思いました｡

・ 鉄道について電車がこれほどの高度な技術を使っていることを知り､ とても興味をもちました｡ また環境
にもやさしい交通手段としても注目されており､ 今後の国内､ 海外での事業展開がどのようになされて
いくのかとても気になりました｡

・ 今回の講義の中で ｢鉄道｣ が果たしている役割の大きさは非常に予想外のものであった｡ 都市の発展に
大きく貢献しているのはもちろんではあるが､ 環境に配慮すると言う面でも鉄道の普及は重要であると
感じた｡

・ 環境問題が深刻になる中で､ 皆が良く利用する “ 鉄道 ” がどのようなエコな取組みをして行けるかを考える
ことは非常に重要なことだと思いました。

・ 当社の事業と活動が講義を通じて理解され､ 当社への認識､ 好感度が高まり有意義な講座でした｡ 今までは
過去の鉄道の歴史がメインでしたが､ これからは都市のあり方と鉄道に求められる姿など未来を志向した
講座を考えて行きたい｡

講 義
内 容

受講生
の感想

担当者
の感想
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2016 年1月21日

「4つのMSで創る環境・社会活動」～ 仮想ステークホルダー会議 ～
  プリンス電機株式会社  企画業務部長 東使弘三郎、MS事務局 石黒芳樹

４つのマネジメントシステム ISO9001（品質）・ISO14001（環境）・OHSAS18001（労働安全衛生）・
横浜型地域貢献企業規格で創る弊社の環境・社会活動事例を紹介して、
評価できる点・改善の提案、ステークホルダーのニーズや期待などをポイントに、
６つのステークホルダーを想定した立場で、受講生に感想や意見を考えてもらう

受講生は、マネジメントシステムの方針管理で組織的に環境・社会活動を創る実践事例を知ることができ、
ステークホルダー視点から、企業の環境・社会活動を考えることで、学習や将来の仕事へ活用してもらいたく
新しい講座を創りました。

抜粋： ステークホルダーの立場で企業を評価するのは有意義だった。
／ISOを取ればOKではなく、自社のものにしていると思った。
／様々なステークホルダーにアクションを行っていて、将来
のグリーン購入促進につながる。／小学校への環境出前講座
は個人的にも評価できる。／今回のグループワークで初めて
仕入先の立場を考え勉強になった。／時間不足で十分な企業
説明からのワークショップにならなかった。／学生や地域に
向け情報ペーパーなどを作って欲しい。／ CSR 活動の差別化
が企業に必要な時代になってきたと思う。／住民立場の活動
をもっと充実して欲しいと思った。／グリーンコンシューマー
の育成が評価できる。／ LED で環境配慮と関連させて自社の

　　　強みをもっと PR した方が良いと思う。／小学生に加えて、
　　　大人向けセミナーも増やして欲しい。

以前より、市大寄附講座用に構想していた仮想ステークホルダー会議であったが、当社の事業と活動を説明
する時間も、意見を交換する時間も十分で無かったと思う。受講生が学習や将来の仕事へ活用してもらえる
ことと、受講生の意見を企業が参考にする有効な講座にするには、可能なら、2 週連続講座の方が良かったと
考える。しかし、34 名の受講生感想から判断して、新たな試みとしては成果があったと思う。

講 義
内 容

担当者
の感想

受講生
の感想

A ～ F 仮想ステークホルダー

グループ別発表風景

仮想ステークホルダー(説明)( )
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