
20092008
計画
■  主要拠点ビルにおけるISO14001認証の取得

■  省エネ法改正などを踏まえた全社レベルの
  省エネプランの策定と具体的取り組みの開始

実績
■  東京本部ビル、府中ビル、千里ビルの３拠点で
  ISO14001の認証を取得

■  全社レベルの省エネプラン策定のための
  全店ベースのデータの取得開始

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

46

Path4コスト管理・削減
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当社は、金融機能を活用した環境問題
への貢献「エコ・トラステューション」に力
を入れているほか、省エネルギー・省資源
などの観点から自社の環境配慮活動も
推進することで、持続可能な社会の実現
を目指しています。

当社は、「環境方針」の中で、事業活動全般における環境

負荷を認識し、省エネルギー、省資源、資源循環に取り

組むことを宣言しています。すなわち、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・その成果としてのコスト削減を重視して

います。

■ Path4 推進者コメント

「一人ひとりの小さな行動が、
この大きな地球の環境を変えていきます」
——————住信ビジネスサービス株式会社 本社統括部長 岡本 夏樹

当社は住友信託銀行グループにおける事務専門会社お
よび人材派遣会社で、社員は約2,000名です。従来より事務
の堅確性、業務の効率化を基本に常にコスト管理・ムダの
削減に努めていることから、ISO14001の認証取得活動は
自然に受け入れることができました。
環境配慮は重要ですが、実際の取り組みは簡単ではあ

りません。当社も多数の職員に環境意識を定着させ、実行
を促す点に難しさを感じています。日常業務が「大きな仕事
は小さな仕事の集合体」であるように、環境も「一人ひとりの
小さな行動が、この大きな地球の環境を変えていく」のだと
考えています。

■ 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

「
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環境配慮による
コスト管理・削減
当社は、2009年3月に、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。環境マネジメントシステムを定着させ、継続的に省エネル

ギー、省資源、資源循環に取り組むことで、コスト管理・削減につなげていきます。

（1）ISO14001の認証取得

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。

当社は、環境金融事業「エコ・トラステューション」を積極的

に推進してきましたが、当社自身の環境負荷の低減につい

ても2007年8月に、3拠点から関連会社職員を含む約200名

のワーキングメンバーを選出し、重点的に活動する項目と目

標値を定め、2008年7月には、紙の使用抑制やゴミの排出

削減などの具体的取り組みを促

進する体制の構築を完了しまし

た。このような取り組みが評価さ

れ、今回の認証取得に至ったも

のです。今後は3拠点で培った

環境マネジメントのノウハウをす

べての支店で活用していく方針

です。

（2）全社的なエネルギー管理の推進

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、4月からすべての拠点に

おけるデータの集計を開始しました。今後はこれらのデータ

を活用し、省エネ、CO2排出量の削減に努めます。

また、当社のエネルギー使用量の過半は、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

について抜本的な省エネ戦略の見直しを図るとともに、当社

全体の長期エネルギー計画を策定し、2010年度から排出

量取引の国内統合市場へ参加することも検討しています。

（3）環境マネジメントと業務効率化の連携

当社では、業務量が増大する中でも資源生産性の向上を

主な活動項目と目標値

活動項目 目標値

紙の使用 （3年間） （08年度） （09年度）
5%削減 1%削減 3%削減

電力の使用 （3年間） （08年度） （09年度）
2%削減 0.5%削減 1%削減

廃棄物の排出 （3年間） （08年度） （09年度）
3%削減 1%削減 2%削減

グリーン調達の実施 調達比率向上 調達比率計測 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
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図ることを目的として、2005年に業務効率化委員会を立ち上

げました。ISO14001認証取得に合わせ、2009年度からは、

環境マネジメントと業務効率化のための取り組みを連携さ

せ、全社レベルで推進する活動を加速させます。

（4）オフィスにおける環境配慮

2008年7月に改定した環境方針に従い、オフィスにおける

事業活動から生じる環境負荷の削減に努めています。

①環境パフォーマンス

当社では2003年度より拠点ビルを中心に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。2008年度は、ガソリン使用量は

2.5%増加しましたが、電力・ガス・水道使用量は、それぞれ

8.1%、8.6%、27.6%の減少となりました。紙の使用量につ

いては、2008年度から部署（関連会社）独自に購入した

分も含めることにしたため、21.1%の増加となりましたが、

排出量は29.9%と大幅に削減でき、リサイクル率も引き続

き100％を達成しました。その他廃棄物排出量も5.8％削

減できたうえ、厨芥
ちゅうかい

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34.9%向上させることが

できました。

②地球温暖化防止の取り組み

これまで処理費用を支払って産業廃棄物として処分し

ていた廃棄パソコンについて、2008年度は、情報管理の

厳格性に加え、再利用によるCO2排出量削減と廃棄物発

生量削減の観点をも評価して業者を選定した結果、

118.6トン（中古情報機器協会の基準で算定）のCO2削減

効果とともに、中古品としての売却による経済的メリットも

得られました。

なお、住信リース株式会社では、リース契約の終了した

パソコン100台を財団法人日本ITU協会を通じ、発展途

上国に寄付しました。

また、東京都千代田区丸の内の旧本部ビルの建替え

計画（地上27階地下４階、延床面積約14万m2の共同ビル）

においては、最新鋭のガラス・ブラインドの導入による熱負

荷低減、太陽光発電などの自然エネルギーの利用といっ

た、テナント事務所ビルとしては最高レベルの省CO2手法

を導入しました。これらの技術導入が評価され、国土交

通省より「住宅・建築物省CO2推進モデル事業」として採択

されました。

環境パフォーマンス

アウトプット 排出量（2008年度） 排出量（2007年度） 増減（前期比）

紙排出量（kg） 629,612 898,707 -29.9%

再利用量（kg） 629,612 898,707 -29.9%

（リサイクル率） 100.00 % 100.00 % ±0.00ポイント

その他廃棄物排出量（kg） 194,922 206,846 -5.8%

再利用量（kg） 114,519 49,247 +132.5%

（リサイクル率） 58.75 % 23.81 % +34.94ポイント

インプット 使用量（2008年度） 使用量（2007年度） 増減（前期比）

電力（kwh） 34,631,299 37,673,499 -8.1%

ガス（m3） 800,280 875,587 -8.6%

ガソリン（ ）*1 615,242 600,087 +2.5%

水使用量（m3） 64,872 89,547 -27.6%

紙使用量（kg）*2 612,345 505,705 +21.1%

うち再生紙（kg） 408,845 302,205 +35.3%

*1 営業店を含めた当社全体（国内）の使用量。
*2 コピー用紙、コンピューター用紙を対象とします。
2008年度より部署（関連会社）独自に購入したOA紙の量
も含めます。

• 集計範囲：東京本部ビル、府中ビル、千里ビル
2007年度（東京本部ビル移転前）のデータは
丸の内ビル、青山ビルが対象

• 集計期間：2008年4月1日～2009年3月31日




