


株式会社日比谷アメニス　代表取締役　小林 定夫

トップメッセージトップメッセージ私たちは、みどりのちからを活かして、
持続可能な社会の実現を目指します。
人はみどりからたくさんの恩恵を授かっています。

この自然の摂理を大切にしながら、私たちは、みどりと共に夢を見られる持続可能な社会を

つくりたいと考えています。日比谷アメニスグル ープはどんな会社なのか。どんな社会貢献をしているのか。

そのことを、一人でも多くの方に知っていただきたくて、分かりやすくて親しみやすい、

思わず手に取りたくなるレポートづくりを目指しました。

私たちと関わる一人でも多くの方に、読んでいただければうれしいです。

毎日の小さな積み重ねが、豊かな社会づくりにつながる。
人と社会と環境が共に持続的に発展するサステナブルな社会づくりを目指し、当社では

2018年8月に環境宣言を策定しました。その実現のために何より大切なのは、社員一人ひ

とりが「自分に何ができるのか」を考え、行動することです。日々の積み重ねが自分自身の

成長となり、やがては会社全体の活動の向上にもつながり、その先に社会や環境を豊かに

する答えがあると私たちは考えています。SDGsへの取り組みもまだ始まったばかり、会社

一丸となって推進していきます。

　
みどりの価値を高める事業で、新たな答えを提案する。
みどりと深く関わる私たちにとって、主要な事業である造園施工やメンテナンス、PPP事業

における社会と環境への貢献度を高めていくことは必要不可欠です。既存の枠にとらわ

れることなく、木質バイオマスに関する再生可能エネルギー事業や、緑地を活用した水資

源の再利用に関する研究など、みどりの価値を広げる新たな活動を、今後も積極的に

展開していきます。

　
パートナーの皆さまと共に、持続可能な社会の実現を目指す。
持続可能な社会の実現は、決して私たちだけで完結できるものではありません。造園事

業におけるお客さまや協力業者の方々はもちろん、公園等の公共施設に携わるＰＰＰ事業

では、地域の住民やボランティアの方々の協力も必要です。多くの皆さまの支えによって、

私たちの多様な事業が成り立っていることを改めて認識し、今後はさらにそのパートナー

シップを強化し、共に社会・環境への貢献度を高めていきたいと考えています。

　   「樹になる」みどりを増やす
　   「機になる」地域の皆さまをつなげる
　   「起になる」新しい事を始める
　   「旗になる」私たちの考えを示す

そんな「気になる」取り組みをご紹介する
という意味を込め「キニナル」の
タイトルをつけました。

レポートタイトル「キニナル」の由来



「花」と「みどり」に
彩られた人々に愛される
空間をつくります。

多様な人々と力を合わせ、
世界に誇れる美しい
街づくりをめざします。

これらの行動を
通して、持続可能な
社会づくりに貢献します。

私たちは、花とみどりのちからを活かして、
持続可能な社会を実現するため、
次の5つの行動に取り組みます。
これらの行動を通じて SDGｓの達成に貢献します。

【日比谷アメニスグループ 環境宣言】

私たちは、持続可能な社会を実現するため、
環境宣言を策定しました。
日比谷アメニスグループは、環境に配慮した ”5つの行動”に基づく活動

に取り組むことを、「環境宣言」として2018年8月に策定しました。また

これを、今後の経営方針として位置づけ、私たちの仕事と関わりの深い

「健康」「地域社会」「環境」という3つのテーマを中長期的な課題とし

て定めています。その解決に持続的に取り組みながら、ステークホルダー

の皆さまから強く信頼される企業として成長していくことを目指します。

【 5つの行動】

【 ３つのビジョン 】

ステークホルダーの課題をＣＳＲ活動により解決しながら、
事業領域を広げることを表現しています。

【 ＣＳＲ方針のイメージ図 】

こころが響きあう
「場」をはぐくもう

生命あふれる地球を
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日比谷アメニスグループが本業と捉えている事業領域

1991年に定められた企業スローガン “快適空間の創造”

10年ビジョンに基づいたＣＳＲ活動

世界に誇れる
「景色」をつくろう
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日比谷アメニスグループでは、社会に貢献していくとともに、 “日比谷アメ
ニスグループらしさ” の醸成と企業の持続的成長につなげることを目指
し、以下の２つのＣＳＲに取り組むことを方針として定めています。

策定された環境宣言は、
小林社長自身が社員に発
表するとともに、コーポレー
トサイトやプレスリリース
を通じて、社外のステーク
ホルダーの皆さまにも広報
されました。

AMENITY SCAPE CREATION
快適空間の創造

日比谷アメニスは
こころにやさしい環境を求めて
快適空間を創造しゆとりある
社会の実現に向けて努めます。

本業の価値を認識し、ス
テークホルダーに対する対応
力を身につけるべく、人財と
して成長し続けること、そして
そのための環境を整えること

３つのビジョンに基づいて
ステークホルダーの課題・
ニーズを探り出し、それに
対する解決の提供を繰り
返し、本業化していくこと　

株式会社日比谷花壇・造園
土木部の事業拡大に伴い、
この部門が分社化され、当社
が誕生しました。

※環境宣言のさらなる情報は日比谷アメニスコーポレートサイトに掲載しております。　URL：http://www.amenis.co.jp/environment-statement.html

地域の歴史、風土、
生物多様性に配慮した
「もの」「こと」づくりを
行います。

地球環境問題を
解決するための、
商品・技術・サービスの
創造に努めます。



赤坂インターシティAI R 紹介

公園を地域に届ける 文京区立六義公園 開園式

せんだい農業園芸センター ライトアップ企画

事務所内でのバイオフィリックデザイン

高輪みどりを育むプロジェクト

道路の緑地の維持管理について

公園を彩り、地域を織りなす「たねダンゴ」イベント

木質資源の有効活用に貢献する木質バイオマスシート

植物を植える責任・調達する責任  

熱交換性塗料による快適な校庭環境づくり

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12
キニナル取り組み つながるSDGs   

キニナル取り組み つながるSDGs   

P.13

P.14

P.15

P.16

第95回吹田市花と緑のフェア～公園びらきSPECIAL～

西武池袋本店屋上昆虫調査

地域に愛されて10年ふれあいガーデン草星舎運営事業

ワーク・ライフを充実させる便利グッズコンテスト

GPSを利用した測量、生産性の向上

芝浦小学校での総合学習の授業実施

経理部におけるSDGs貢献ペーパーレス化の推進

SDGs とは？

策定した5つの行動は、私たちの社会や環境に対する思いそのものです。ここでご紹介する活動が、何を目指し、何のために

行っている取り組みなのかを知っていただくために、それぞれの事例を5つの行動に分類して紹介しています。どうぞご覧ください。

キニナル取り組みの紹介

「花」と「みどり」に
彩られた人々に
愛される空間を
つくります。

多様な人々と力を
合わせ、世界に
誇れる美しい
街づくりをめざします。

地域の歴史、風土、
生物多様性に
配慮した「もの」「こと」
づくりを行います。

これらの行動を通して、
持続可能な
社会づくりに
貢献します。

2015年9月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標（ SDGs : Sustainable

Development Goals )」のことです。持続可能な世界を実現するために2030年までに目指す

べき、17のゴール・169のターゲットから構成されています。 途上国だけではなく、先進国も

含む世界中の国々が取り組むことで、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。

地球環境問題を
解決するための、
商品・技術・サービスの
創造に努めます。



赤坂インターシティ
AIR 紹介

活動時期　2016 年 10月～現在

活動場所　赤坂インターシティAIR（東京都港区赤坂）

活動時期　2019 年 8月16日

活動実施会社　株式会社グリーバル

活動場所　文京区立六義公園（東京都文京区本駒込）

「花」と「みどり」に
彩られた人々に愛される
空間をつくります。

公園を地域に届ける
文京区立六義公園 開園式

せんだい農業園芸センター
ライトアップ企画

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

活動時期　2019年 8月10日～ 2019年 8月18日

活動場所　せんだい農業園芸センターみどりの杜
　　　　　（宮城県仙台市若林区）

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

事務所内での
バイオフィリックデザイン
活動時期　2018 年11月～ 2019 年 2月24日

活動場所　株式会社グリーバル 芝オフィス（東京都港区芝）

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

2017年 8月まで施工、
以降はメンテナンスを継続（ ）

”
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大規模複合ビル「赤坂インターシティAIR」の緑地約5,000㎡の植栽工事を担当し

ました。外構部分には、カツラやエノキがシンボルツリーとして植えられる山エリア、

せせらぎの流れる水景エリア、72本のシラカシ、ソメイヨシノ等が並ぶ街路樹エリア

があります。13 階や38階にも緑地があり、地下１階部分にもサンクンガーデン（地

下より低いところに作られる庭園）が設けられています。竣工後は自然樹林の調和

する姿に倣った植栽・維持管理を行い、外部からの評価も得られ、第18回屋上・壁

面緑化技術コンクールでの国土交通大臣賞（屋上緑化部門）の受賞にも至りました。

私たちがつくりあげた六義公園を、地域の皆さんにとってより親

しみのある場所になってほしいという想いを込めて開園式に全面

的に協力しました。開園式には区長、地元町会長、施工者の代表

者が出席し、テープカットと大型遊具の除幕式を行いました。式

典の後には、子供や家族が一緒に楽しめる様々なイベントも企画

し、六義公園完成の喜びを地域の皆さんとともに分かち合うとて

も良い機会になりました。

このような緑地空間は、完成してからの管理がとても重要です。これからもずっと
長く快適な空間でありつづけるために、定期的に植栽の手入れや巡回を行ったり、
ここを利用した人の声にも耳を傾けながら、今よりももっと、誰もが居心地が良い
と感じられる空間になるように取り組んでいきたいと思っています。

施工においては、発注者や設計者の皆さまの想いや意図をしっかりと反映させること
を目指しました。全ての木々の植え付けや地盤造成の際は、設計担当の方に立ち会っ
ていただき、一つひとつ確認しながら慎重に施工を行いました。現場でも常に顔を合
わせ、コミュニケーションを大事にすることで、皆さまの想いをかたちにすることができました。

今回の植栽工事では、「都市空間に自然豊かな緑を作る」というコンセプトに基づ
いて、完成した時点ですでに完成後数年が経過した森のような仕上がりになること
が求められていました。この緑豊かな大規模空間を作るために、この空間を利用す
る人がどうすれば居心地よく過ごすことができるのかを意識しました。

開園式では、地域の皆さんに公園の開園を広くお知らせす
ることはもちろん、安全に公園を利用していただくための方
法や知識への理解を深めていただき、公園の新たな魅力
をお届けしたいと考えました。

開園式当日は、式典の後にツリークライミングや、遊具につい
ての紹介と公園ができるまでをまとめたパネル展示に加え、来
園者には風船などの記念品を配布。200名以上の方に来園
いただき、公園の魅力を多くの方に発信することができました。

日比谷アメニスグループでは公園をつくるだけでなく、その後の
管理運営まで行っています。施工を手掛けた公園の利用状況な
ども社内で共有し、その情報を次の公園造りにも活かしながら、
長く地域に愛される公園づくりに今後も取り組んでいきたいです。 

ひまわりなどの沈床花壇内にある草花をイルミネーションで飾り

付け、夜間のライトアップを行いました。通常時期なら普段は立

ち入り禁止になっているエリアでしたが、草花をより身近に楽し

んでもらえるように散策ができる園路を確保し、来園者に新しい

草花のたのしみ方を提案しました。

イルミネーションを使ったライトアップ演出を行い、昼間
とはひとあじ違う夜の空間での草花と過ごす時間を体験し
てもらうことで、夏場の来園者の減少という施設が抱える
課題の解決を図りました。

開催された8日間を通して、9,485人もの来園者が夜間イル
ミネーションを見に足を運んでくださいました。デザインを担当し
た園地のスタッフをはじめ、企画から施工、実施まで、多くのス
タッフの協力のおかげでとても有意義な取り組みとなりました。

普段とは違う新鮮な体験をみんなが待ち望んでいるという
ことが、この企画を通して改めて実感できました。今後も
花や緑の新しい楽しみ方を発信できるイベント企画を、
続々と展開していきたいです。

バイオフィリックデザインがどういったものかを表現したオ
フィスとすること。グリーバルの緑化製品のショールームとし
て機能すること。そして何より社員にとって働きやすいオ
フィスであること。この3つを新オフィスの目的としました。

社員同士で理想の働き方やオフィスの在り方について意見交換
を行ったおかげで、完成後のアンケートの集計結果でも、以前に
比べて仕事の意欲が高くなったと答えた社員が約 6割、社員間
のコミュニケーションが増えたと答えた社員が約7割となりました。

私たちが目指すバイオフィリックデザインはまだ完成形では
ありません。社員やお客様に対してよりよい環境を提供す
るために、オフィスに訪問されたお客様の声も取り入れ、
今後も継続的に検討と改善を重ねていきたいと思います。

1    メインの山エリアの中央にはシンボルツリーのカツラが植えられています。
2    街路樹エリアには立派なソメイヨシノやシラカシが立ち並びます。
3    植栽の植付けを行う際は、㈱日本設計の設計者の方にも立ち会っていただきました。
4    屋上の施工風景です。この後、ここに山が完成するとは想像もできません。
5    屋上階からの景観です。たくさんの緑に覆われています。
6    たくさんの緑があることで建物がいっそう魅力的に映えています。
7    樹名札も景観に馴染む仕様になっています。
8    住宅エントランスには竹林があり、和の雰囲気を醸し出しています。

現在世界中で注目の バイオフィリア”（人が自然と繋がっていたい

と願う本能的な欲求）をコンセプトに、社員が中心となって新し

いオフィスのデザインやレイアウトを考えました。どの席からも緑が

見えるように植物を配置し、壁や床材には自然界の素材を取り入

れるなど、社員の心身を満たす空間を演出。また、ワークスペー

スのフリーアドレス化やコミュニケーションスペースを多く設けて、

生産性アップ、創造性アップにつながるオフィスを実現しました。

沈床花壇内に設置されたイルミネーションを楽しむ来園者たち。 見通しの良いオフィスに植物を配置。奥行き感を意識し空間の広がりを演出。

1    区長、町会長、施工者の代表者が参加してテープ
カットを行いました。　2    木と親しみながら遊べるツ
リークライミングは子供たちに大人気。　3    公園の施
工状況や材料の一覧を映したパネル展示。
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1    自然教育園の散策・講習会ではハーブの石鹸の作成とハーブティーの試飲を行いました。
2    児童とアジサイの挿し木苗を作りました。
3    環境教育を実施し、植物について学ぶ場を提供しました。
4    高松中学校内のアジサイロード。高輪みどりを育むプロジェクトチームメンバーと
      地域の小学生とで管理しています。

5    港区高輪地区総合支所の一角では５月から９月まで
      プランターを用いた菜園活動を実施しました。 

6    当社が施工・管理を行う屋上庭園の管理手法を説明し、
　　緑や花の知識を提供しました。

1    危険木の伐採作業の様子。  　2   台風などで倒れかかった危険な樹木は処理します。　3   通勤時間前、駅前歩道橋の除雪作業中の様子。 1    外国の親子連れも飛入り参加してくれました。 　2    シルバー人材センターでのイベントの様子。 　3   すくすくと生育した「たねダンゴ」。

高輪みどりを育む
プロジェクト

活動時期　2017 年 4月 1日～現在

活動場所　東京都港区高輪地区

当社では、港区が実施する、高輪地区の豊かな緑を活用した区民協働の取

り組み「高輪みどりを育むプロジェクト」の運営支援を行っています。地域

の方々の公募によって結成された「高輪みどりを育むプロジェクトチーム」の

メンバー、地区内の保育園児や児童が行う、プランターを用いた菜園活動

や緑のカーテン、児童に向けた環境講習会、自然教育園の散策・講習会な

どの活動を支援して、緑化の普及に対する意識の向上を図っています。

活動時期　2018 年 4月～ 2020 年 2月

活動場所　東京都多摩地区、神奈川県相模原地区

神奈川から東京まで 総延長 50kmの道路の緑地の除草や街路樹の剪定、道路植栽の維持

管理作業と、異常気象などによる緊急時の応急処理作業を行いました。また、2020年に開催

される東京オリンピックのロードレースのコースとなっている箇所では、本番当日に向けた管理

作業もすでに動き出しています。年間でのべ 2,000名以上の職人の皆さんと協力しながら、こ

の広範囲の緑地や植栽の美観を維持し安全・安心な街づくりに貢献しています。

多様な人々と力を合わせ、
世界に誇れる美しい
街づくりをめざします。

道路の緑地の維持管理について

区の住民一人ひとりのみどりに対する意識を高めることは、将来の地域の価値を
高めることにもつながる大切な要素です。私たちが取り組むこの高輪地区の活動が
モデルとなって、その他の区や地域にもどんどん広がっていくことを期待しています。

地域の中に区の花アジサイの見どころをつくろうと、地域の小学生に作ってもらっ
たアジサイの挿し木苗を、高輪地区にある高松中学校に植栽し、「アジサイロード」
をつくりあげました。

そこに暮らす人たちの手で地域のみどりを守り、育む。参加する人それぞれがみ
どりを守ることに楽しみを見出しながら、さらにそのみどりを広げていけるように、
地域全体のみどりに対する意識の向上を目指しています。

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

通常の道路の緑地管理作業と並行して、通行しにくい場所の除草作業や、危険な
木 の々剪定や伐採、異常気象で倒れてしまった木の処理や冠水した箇所の復旧など、
美しい街路樹を保つだけなく、道路利用者の安全を確保する活動も行っています。

日々の植栽管理も、台風などで発生する応急処理も、その植栽や街路樹が美しく
安全な状態に保たれていることが一番の成果です。そして、剪定などの作業中、依頼
してくれた方や通行する人たちから届く「ありがとう」の一言にやりがいを感じます。

近年の気象条件の影響もあり、緊急作業の件数は年々増加する傾向にあります。
そんな厳しい条件でも、常に楽しく明るい現場になるように心がけ、課題解決に向
けてさらにチームワークを高め、美しい街づくりに貢献していきたいと考えています。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

活動時期　2019 年 5月 8日～ 6月 16日

活動場所　東京都港区麻布地区

麻布地区での花壇ボランティアの皆さんの園芸知識の向上と、活躍の場づくりを目的に、花壇

ボランティア育成講座「たねダンゴつくり」を港区シルバー人材センターで実施しました。こ

の講座の参加をきっかけに仲間に加わり、ボランティアとして活動を始めたメンバーが公園イベ

ント「親子deたねダンゴ」の講師補助として活躍しました。こうして「たねダンゴ」が人から

人へ、地域から地域へ渡り、各地の公園を美しく彩りはじめています。

公園を彩り、地域を織りなす
「たねダンゴ」イベント

「たねダンゴ」を通じて、地域の親子や日本在住の外国の方々に園芸の楽しさを広
め、麻布地区での花壇ボランティアを活性化させることで、四季の花に彩られた
美しく居心地の良い公園づくりにつながることを目指します。

ボランティアメンバーのサポートのもと、参加された皆さんには、手を泥だらけにしな
がら、土と戯れる楽しいひと時を過ごしていただきました。イベントは日本人はもち
ろん外国人の親子にも大好評で、みんなで作った「たねダンゴプランター」が、公園
の一角を彩っています。

公園を中心に、地域のボランティアの方々の活躍の場が広がればいいなと思っていま
す。「たねダンゴ」が高齢者から子どもへ、日本人と世界各国の人々をつなぐツール
となり、ここから地域のつながりが生まれ、地域が活性化していくことを目指します。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

活動の
目的
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1    木質チップ燃料への敷設例。
2    こちらは丸太への敷設例。様々な木質資源に利用されています。
3    水蒸気は通しますが、水は通さない素材です。 
4    水をかけても木材は濡れず、木材に含まれる水分は蒸散されます。
5    切り込みを入れ釘に引っ掛けて、強く引っ張る様子。
6    強度にも優れ、強い力がかかっても破れません。

1    当社と取引きのある生産者の圃場の様子  　2   樹木が大きく成長するには時間がかかるため、先々のトレンドを予測して生産が行われます。
3    業務基幹システムから集められた樹木本数の集計表

1    熱交換性塗料を施工して完成した校庭。  　2    熱交換性塗料を吹き付ける施工の様子。 

木質資源の
有効活用に貢献する
木質バイオマスシート

活動時期　2016 年 4月～現在

活動場所　日本全国の木質資源を取り扱う事業所

再生可能エネルギーとして期待されている木質バイオマス。その利用施設で

ある発電所やバイオマスボイラの稼働数の増加によって、燃料となる丸太や

木質チップは資源量の確保はもちろん、品質の向上という課題を抱えていま

す。この解決手段として、当社では木質バイオマス保管・乾燥シートTOPTEX

によって、木質燃料の屋外保管という新たな方法を提案し、木質資源のより

有効な利用の拡大を進めています。

活動時期　2018 年 2月 1日～現在

活動場所　日比谷アメニス本社（東京都港区三田）

「創業以来、私達はどのくらいの植物を植えてきたんだろう？」ある時、過去のデータも資料も無い

ことに気が付き、植物の命を扱う会社の責任としてデータを集め、今後に活かさなくてはと考えまし

た。 植栽計画をする場合、土地、周辺環境、歴史的背景といった条件に加えて、最近では在来種を

使った植栽が主流になるなど、多様化するニーズに対応することが求められます。データを分析し、

市場の植物のトレンドを見える化することで、生産者への情報提供にも役立てたいと考えています。

植物を植える責任・調達する責任  

現在、木質バイオマス保管・乾燥シートTOPTEXを実際にお使いいただいているお客
様へのヒアリングを行い、直接届いたご要望やご意見を参考に、より良い利用方法を
検討・提案しながら、この製品の付加価値をさらに向上させていくことを目指しています。

バイオマスの利用施設へ燃料供給を行う事業者に求められるのは、安定供給を行
うために十分なストックを持つこと、そして燃料の品質を上げることです。燃料の
品質確保のための新たな選択肢として、国内の木質資源を有効的に利用できる
木質バイオマス用保管・乾燥シートを提案しています。

シートを用いて乾燥が促進されることで、固形燃料として得られる発熱量が増加
するため、その分だけ限りある木質資源のサステナブルな利用に貢献します。さら
に、ブルーシートより耐用年数が長く、保管用の倉庫も不要となるため、資材の利
用量も抑えることが可能となります。現在は北海道から九州まで、日本全国の約
80事業所で広くご利用いただいています。

活動の
目的

取り組み
・
成果

まずは私達自身が、どの植物をどれだけ使っているのかを知ることが重要です。その上
でデータの整備を行えば、植栽計画で求められる傾向が見えてくるはず。もしかすると
そこに、建設市場と生産現場の需供のバランスを調整するヒントもあるかもしれません。

需供のバランスを予測することによって、生産者は何をつくれば良いのかが分かり、安心
して生産に臨めるようになります。安定して需要のある植物、希少性のある植物など、タイ
ムリーな市場情報を掴むことで供給も安定し、お客様に最高の緑地空間を提案できます。

ここ数年、植物の生産者は減少傾向にあります。これは植物を扱う私達にとっても
大きな課題です。今後もデータ分析の精度を高めながら、生産者にとって有益な
活動を続けることで、持続可能なサプライチェーンを作っていきたいです。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

活動時期　2016 年 3月１日～現在

活動場所　豊島区立池袋本町小学校・池袋中学校（東京都豊島区池袋） 他

近頃、都市部では統合される学校の新築・改修工事が増加しています。都市部の学校の校庭

では土よりも砂埃が立たず雨天後も回復の早い全天候型のグラウンドが採用される傾向があり

ますが、校庭に熱がこもりやすく熱中症やヒートアイランド化の原因になるというデメリットが

ありました。そこで池袋本町小学校・池袋中学校の全天候型グラウンドに熱交換性塗料を使

用し、快適な運動環境づくりを目指しました。

熱交換性塗料による快適な
校庭環境づくり

夏場に「暑いから校庭に出るのがいやだ」「地面が暑すぎて触れない」といった
子供たちを少しでも減らし、毎日好きなだけ安心して運動ができる、そんな以前
までは当たり前だった運動場をつくることを目的にしました。

豊島区立池袋本町小学校・池袋中学校のグラウンドのゴムチップ舗装表面に熱交
換性塗料を吹き付けました。熱交換性塗料は表面温度を５～７℃下げる効果が
期待できます。その後も複数の学校で熱交換性塗料の施工を行っています。

今後も自治体の皆さんと連携を取りながら、校庭への熱交換性塗料の導入を続
けていく予定です。ただ単に運動するための場ではなく、そこで活動する子供たち
の健康や環境にまで配慮した校庭を作っていきたいと考えています。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

今後の
目標
・
課題
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活動実施会社　太陽スポーツ施設株式会社

地球環境問題を
解決するための、
商品・技術・サービスの
創造に努めます。



1    季節の花と緑に囲まれた草星舎。 　2   薬用植物に関するイベントの様子。　3    常時 100 種類以上の商品が並ぶ店内。 

活動時期　2018 年 11 月 3日

活動場所　千里南公園（大阪府吹田市津雲台）

～公園をもっと自由に、オープンに。～「はなみど」が考える公園の楽しい使い

方をカタチにしたマーケット＆アクティビティイベントです。千里南公園の豊かな

自然を活かしたツリークライミングやアウトドアクッキング体験、公園セラピーを

はじめ、テイクアウトフードや雑貨、書籍など地元のお店にも多く出店いただき

来場者との交流を図りました。口笛コンサートを聴きながら芝生で寝転がったり、

木陰でひと休みしたり、皆さん思い思いに公園でのひとときを過ごされていました。

活動時期　2015 年 7月～現在

活動場所　西武池袋本店 9階屋上 食と緑の空中庭園（東京都豊島区南池袋）

2015年から毎年、夏から初秋にかけて西武池袋本店の屋上で昆虫の調査を行っています。屋上

に集まる昆虫の写真を撮影し、昆虫の種類や名前、観察された場所などを記録しています。そう

してできあがった調査結果から、いつ、どこで、どの様な昆虫が良く見られるかといったデータや、

過去数年の傾向との違いなどを確認し、植栽管理に活用するための資料として役立てています。

地域の歴史、風土、
生物多様性に
配慮した「もの」「こと」
づくりを行います。

西武池袋本店屋上 昆虫調査

みどり豊かなまちに住みたいという思いは共通の願いです。吹田市がこの先も市
民の皆さんにとって  住み続けたいまち” であり続けるために、これまで 3 年間の管
理運営を通じて培った経験と実績を活かして、市民参画・協働によるみどりのまち
づくりに向けて取り組んでいきます。

地域の人とみどりを活かし、いつもの公園の新たな使い方・魅力を発見することを目
的に、地域の市民グループや学生、事業者と私たち吹田市花とみどりの情報センター
が連携し、様々なワークショップやアクティビティを企画しています。公園がもっと自由
に楽しく利用できることを、体験しながら実感してほしいと思っています。

14の市民グループと30の事業者と連携したイベントには、約 3,000人の市民の皆
さんが来場され、多くの成果を得ることができました。市民と出店者の貴重な出会
いの場となったことはもちろん、地域内経済の好循環に加えて、地域ニーズを知る
マーケティングの機会にもなりました。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

どの植物にどのような昆虫が集まるのかを観察し、生物の利用空間という視点から
植栽を分析し、その管理方法を検討するための資料としています。また、調査で撮
影した昆虫の写真は広報などの資料としても幅広く利用しています。

調査をはじめた頃は、周囲の緑地とのつながりが薄い都心の屋上という環境のため、
観察できる昆虫の個数は少ないのではないかと考えていましたが、これまで90種を
越える昆虫が観察され、チョウ類だけでも約20種以上を確認することができました。

現在も屋上の緑地空間は、多くの昆虫が集う場所になっていますが、今後は分析
したデータをもとに、周囲の緑とのつながりも考慮に入れながら、生物にとってより
利用しやすい環境づくりを提案していきたいと思います。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

活動時期　2010 年 4月～現在

活動場所　東京都薬用植物園　ふれあいガーデン草星舎（東京都小平市中島町）

来年、11年目の春を迎える東京都薬用植物園内の草星舎のログハウスの運営を、私達、北部

緑地株式会社と 2つの公益社団法人が共同で行っています。薬用植物の普及のための書籍や

グッズ販売、地域特産のお菓子や施設周辺にある10数か所の福祉法人で手作りされたクラフ

トも委託販売しています。花と緑と通じて地域の方々とつながり、地域の一員として広く愛さ

れる施設づくりを目指しています。

薬用植物をはじめとした花と緑の魅力を多くの方に伝えたい。この施設を、福祉法人と
地域のお店と来園者のつながりを生み出す場にしたい。その2つの想いから、草星舎では
これまで10年に渡って、地域への貢献をテーマに様 な々販売やイベントを実施しています。

常時100種類以上の販売品を取り揃え、春や秋には50種類以上の鉢植えを販売してい
ます。年間12回行っている薬用植物に関するイベントに加えて、藍染めや木の実クラフ
トづくりといった体験イベントも実施し、花と緑の交流拠点として活用いただいています。

新しい取組みとして、草星舎の畑で社員が育てた野菜を、北部緑地（株）本社のある荒川
区の子ども食堂へお届けしています。今後も育てた野菜やハーブの苗を荒川区の有志の方々
と共に、区域の畑づくりに役立てるなど、地域と地域をつなげる活動をつづけていきます。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

1    西武池袋本店の屋上で昆虫の調査している様子。
2   花の蜜を吸うナガサキアゲハ。　　3   オオアオイトトンボも空中庭園でひと休み。

1    好天にも恵まれ地元の素敵なお店や楽しい出会いに笑顔が広がります。
2    子供たちに大人気の木の実を使ったクラフトづくりコーナー。
3    専用のロープを使ってのぼるツリークライミングは大人気。

第95回吹田市
花と緑のフェア
～公園びらきSPECIAL～

4    お気に入りの１冊を見つけて木陰で読書タイム。
5    公園内をめぐる森のクイズラリー、自然や植物について楽しく学びます。
6    アウトドアクッキング体験では手のひらサイズのピザを作ってみました。
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地域に愛されて10年
ふれあいガーデン草星舎運営事業

活動実施会社　北部緑地株式会社



当社の社員が先生となって出張授業を行います。GPS測量器械を使った測量の様子。

1    便利グッズコンテストの表彰式の様子。
2    メモが整理できて見た目もかわいい「業務効率部門賞」のふせんタワー。
3    夏場の現場監督の業務効率を改善！「健康部門賞」のシャツミスト。
4    リーズナブルにエネルギー補給！「コスパ部門賞」のラムネ。
5    WLBの啓蒙を行う WLBウィークのポスターデザイン。
6    表彰式とともに行われたパネルディスカッション。
　　様々な年代・立場の社員がワークライフバランスについての意見を出し合いました。

ワーク・ライフを
充実させる
便利グッズコンテスト

活動時期　2019 年 8月1日～ 9月20日

活動場所　日比谷アメニス本社他 各事業所 （東京都港区三田 他）

社内でのワークライフバランス（以下、WLB）の充実を推進するWLBプロジェ

クトの取り組みの一つとして、「便利グッズコンテスト」を開催しました。ワーク・

ライフの向上に役立つ便利グッズを身近なところから発掘することをテーマに、

社員のみんなが普段取り入れている業務の時短や健康づくりに役立つグッ

ズを募集。応募されたもの中から社員投票によって多くの指示を集めたグッズ

をセレクトし、表彰するコンテストです。

活動時期　2019 年6月20日～ 2020年2月28日

活動場所　晴海ふ頭公園（東京都中央区）　

これまで、現場管理を行うには測量（位置だし/丁張）に多くの時

間を費やす必要があり、現場での作業時間の大部分を占めていま

した。この測量を効率的に行う方法として、新たにGPSを利用し

た測量を導入しました。従来の場合、まず器械を設置し、基準点

を2点以上視距してから器械点を求めて測距していましたが、GPS

測量では器械を設置する必要がなく、また基準点を視距する工

程を省けた分、すばやく効率よく測量ができるようになりました。

 身近にあるみどりについて学びたい“という芝浦小学校からの依頼で、

3年生の総合学習の時間に出張授業に出向きました。①樹木のちがい

を見つけるには②植物の増やし方について③みどりの効果の紹介に

ついてという3つの授業を通して、みどりがあることで地域の価値が高

まり、たくさんの生物が都市の中で生きられるようになること。快適なまち

の空間とみどりには重要な関係があることなどを子供たちに伝えました。

これらの行動を通して、
持続可能な社会づくりに
貢献します。

GPSを利用した測量、
生産性の向上

芝浦小学校での
総合学習の授業実施

地道なプロジェクトの継続によって、WLBへの意識は着実に高まってきています。
ただ一方で、繁忙期の残業削減といった課題もあるのも事実です。これからも社員
のアイデアを積極的に取り入れながら、社員のワーク・ライフの充実や生産性の向
上を目指してWLBプロジェクトを推進していきます。

コンテストには、多くのWLB 向上に役立つ便利グッズの応募がありました。仕事効
率化に役立つものから、健康維持に活用できるものまで、ユニークで興味深いグッ
ズが並ぶ中、社員の投票によって各賞が選ばれ、明日からの仕事やプライベートの
ためになるグッズの情報を社員みんなで共有しました。

効率よく働き、心身ともに健やかに暮らす。社員一人ひとりのワーク（仕事）とラ
イフ（生活）の両面を充実させていくことは、社員にも会社にも様々な好影響を与
えることにつながります。社員のアイデアによる社員参加型のコンテストを実施する
ことで、その意識や知識が社内に広く浸透することを目指しました。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

GPSの導入によって短縮できた時間の二次的利用として、書
類の整理や休憩などに費やせる時間的な余裕が生まれまし
た。この相乗効果によって、作業や時間に追われることなく、
よりきめ細やかな現場管理を行うことを目的としています。

特に、高い精度が求められないケース（一次掘削、電線管
敷設等）の測量では、GPS 活用が非常に有効的な方法で
あることがわかりました。現場で働く作業員も丁張待ちの
時間が少なくなったことで、作業全体の効率化も図れました。

GPSによる測量は画期的な手段の一つですが、全体的な
作業量に占める割合はそれほど大きくありません。最近で
は ITを活用して現場管理を行うケースも増える中、造園工
事に見合うものがまだ少なく、少量多工種という造園工事
に対応した取り組みが今後の課題です。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

活動時期　2018年6月20日・10月16日

活動場所　港区立芝浦小学校（東京都港区芝浦）

学校の周りに当たり前のようにあるみどりが「人のためにどの
ように役立っているのか」や「まちの中で暮らす生き物にどのよ
うに役立っているのか」といった内容をテーマに、子供たちの
理解を深め、街のみどりの大切さを伝えることを目的としました。

 都市の限られたみどりを活用して土地の価値を高めること”
が、住み続けられるまちづくりや都市の生物多様性に貢献
していることを、SDGsにもある「⑪住み続けられるまちづく
りを」「⑮陸の豊かさを守ろう」という国際的目標に重ね合
わせながら発信していきたいです。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

経理部におけるSDGs貢献
ペーパーレス化の推進
活動時期　通年（ SDGsのアイコン貼り出しは 2018 年8月～現在）

活動場所　東京都港区三田 他

経理部では、SDGsに貢献できる活動として、部内で使用する書類

には裏紙を利用し、紙で書類を保管しなければならない場合は両

面印刷を利用して用紙を節約しています。資料は出来る限りPDF

化しハードディスクに保管。2つのモニターでダブルチェックを行い

不要な印刷は控えています。重要書類以外の用紙を破棄する場

合も、紙繊維が破壊され再利用が難しくなるという理由からシュ

レッダーの利用は控えるなど、日々小さな活動を積み重ねています。

経理部で扱う書類は部内秘・社内秘が多く、シュレッダー
で破棄していたものが多くありましたが、その中にも部内
なら再利用できる裏紙も多くありました。これらを活用し
コピー用紙の節約を図るなど、業務の中でできるSDGsへ
の貢献活動を大切にしています。

当初は経理部内一人ひとりの活動としてスタートしましたが、
裏紙の利用、両面印刷、シュッレッダーの使用不可などを全
体で徹底しながら、オフィス内にSDGsのアイコンの貼り出し
も行うことで、やがてチームとしての意識も高まってきました。

経理部の業務では、作業の効率化を優先するとどうしても紙を
必要とするケースが増えてしまいます。どうすれば、紙を使わず、し
かも効率的に作業を進められるかを検討するなど、効率性と環境
性の両面を高められる手段を追求して今後も取り組んでいきます。

活動の
目的

取り組み
・
成果

今後の
目標
・
課題

まちのみどりの価値や大切さを、小学生にどう伝えれば良い
のかと試行錯誤しましたが、クイズや観察を織り交ぜながら
楽しく授業を行うことができました。後日、感謝の言葉と「木
についてもっと調べたい」と書かれた手紙をいただき、大きな
やりがいと達成感を実感しました。　

日比谷アメニス本社他
 経理作業を行う各事業所

1    ペーパーレス化を進めながら、2つのモニター上で
チェックを行います。　2    ドアにSDGsのアイコンを
貼り出し、意識づけを行っています。　3    各オフィス
機器にも関連アイコンを貼りつけています。

“

“
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活動実施会社　株式会社グリーバル



社員が普段取り組んでいる、環境宣言に関する活動の写真を募集する「私の環境宣言」写真コンテスト。

普段のちょっとした活動にスポットを当てるとともに、それを見た社員も自分に何かできることが無いか考え、

行動してもらうきっかけになることを目指し開催しました。たくさんの応募より受賞作品が決まりました。ぜひご覧ください。

工事二部　谷口さん

タイとの国際交流（タイフェスタ）

人事部　岡部さん

今後国際的なパートナシップも必要に
なるかも？ということで、タイフェスタ
に参加し理解を深めました。

本当は再生可能エネルギーの
車があればいいのですが乗るの
なら少しでもCO2 削減します。

タイトル

出品者

デスクトップ

工事三部

三間さん

自分が常に SDGsを意識するために
というのはもちろんですが、他の人の
目にも留まって欲しいと考えています。

タイトル

出品者

タイトル

出品者

乗るならハイブリッド車以上

田んぼの生き物を守ろう
大学の先輩が営む無農薬の田んぼを
見に行った時の写真です。娘は水田
に泳いでいるカエルやタガメを探して
大はしゃぎ。人にも小さな生き物にも
優しい素晴らしい田んぼでした。

タイトル

出品者

北部緑地（株）
京極さん

スマイル
賞

楽しく共存
こどもも、おとなも、ほんの少し
自然にふれあうことで、SDGｓ
目標達成に向けた行動を意
識することができます。この日
はイベントでしたが、屋上庭園
のシロツメグサをあえて残し、
草遊びを体験できるようにし
ました。同じ日に染め上げた
草木染めの手ぬぐいも、繰り
返し使える環境に優しい行動
につながります。

出品者

大阪支店

一箭さん

委員長
特別賞

ゴーヤのカーテン

工事ＩＴ推進室
赤沼さん

身の回りで温暖化対策しています。
見た目にも青々と涼しく、食べて
もおいしいカーテンです。

タイトル

出品者

ことしの干し柿の
できは？

大阪支店  安田さん

庭の渋柿で干し柿づく
り。楽しみながら自然
との調和を感じる我が
家の恒例行事です。

タイトル

出品者

景観環境一部

広瀬さん

古いものでも大事に使い
ます。古いものを有効
活用しましょう。

タイトル

出品者

まだまだいける

生物多様性の
保全って大事!
夢の島熱帯植物園の横の広
場でてんとう虫が懸命によじ
登っている姿に生命の息吹を
感じて思わず写真を撮りまし
た。小さな命を守ることが生
物多様性の損失を阻止する
ことにつながると思います。

タイトル

出品者

（株）グリーバル
岩本さん

未来の
息吹賞   「私の環境宣言」写真コンテスト

いちや

日比谷
アメニス
グループ 
企業一覧

株式会社日比谷アメニス

太陽スポーツ施設株式会社

北部緑地株式会社

株式会社グリーバル

株式会社エコル

株式会社エコルシステム

株式会社アメニス山梨

株式会社橘木

制　　作

2018 年10月～ 2019 年9月
（一部期間外の活動も掲載しています）

2019 年 11 月

環境経営戦略委員会

当レポートの
対象期間
発行時期

このレポートはステークホルダーの皆さまとの貴重なコミュニケーション

の機会と捉えております。是非ともご意見・ご感想をお寄せ下さい。

※WEB上にアンケート用紙を用意しております。

http://www.amenis.co.jp/csr2.html

アンケートご協力のお願い

日比谷アメニスホームページ
 http://www.amenis.co. jp




