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「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 と々力を合わせ、
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】

※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：https://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。



【 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 】
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AMENITY SCAPE
CREATION

快適空間の創造

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。

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。

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。

環境宣言を策定したことを受け、CSRレポートを引き継ぎ
発展させるかたちでサステナビリティレポートを発行して
います。
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保全活動を見て触れて
パンダのふるさとゾーン改修工事

自然環境・労働環境に配慮した公園工事

室内に白山の樹林を再現
イオンモール白山　室内植栽工事

アフリカのバラを通して
フェアトレードについて考える

誰一人取り残さない社会の実現へ
PHASEFREE AWARD Silver を受賞

共食と農業の大切さを公園で学ぶ

現場でものづくりに触れる
宮前公園現場見学会

みどりの活動の地域拠点づくり
千葉市都市緑化植物園 管理運営

公園で使う電気の100%再エネ化

クリーンなエネルギーを活用して
地域の課題を解決

業務へのスマートグラス
試験導入の取り組み

だれもがアクセスできる
インクルーシブな遊び場の施工

ウェルネス夏の林間学校
～自然とふれあう冒険キャンプ～

生態系に配慮した植栽管理
身近な自然の価値を伝える

食を通じたコミュニケーション
「子ども食堂」へ野菜寄付

地域の農・食・歴史を学ぶ
伝統野菜継承事業「仙台白菜物語」

高校での出張授業
～住み続けられる街づくりと緑について～

桂川ウェルネスパーク
食育イベントの展開と食品ロス削減の取り組み

生活と仕事の充実を目指す
港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定

ペーパーレス化の推進で
オフィスでも環境貢献

サステナビリティレポート
キニナル2021 

キニナル取り組みの紹介
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。

日比谷アメニスグループが提供する環境価値
樹木の植樹本数・緑地の管理面積・使用電力の再エネ率・紙の使用削減量

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。





高木の
植樹本数

１位：シラカシ1575本　２位：ソヨゴ349本　３位：モチノキ276本
４位：イロハモミジ257本　５位：シマトネリコ213本　

緑地の管理面積
東京ドーム 207 個分の
面積にあたります。

植栽の管理を通じてみどりを育むことで、オフィスビルやマンション等の
よりよい環境をつくり、公園の利用環境を向上させています。これらを
通じ地域社会や生物多様性への貢献も果たしています。

当社が管理運営する都市公園で再生可能エネルギー電力への切り替えを開始しました。
2021年3月には東部公園で、同8月にはイケ・サンパークで切り替えを実施し、再エネ率が
向上しています（別記事で東部公園における取り組みを紹介しています）。2030年までに
全ての公園での切り替えを目標にしています。

オフィスにおけるペーパーレスの取り組み等に力を入れ、紙の使用量を削減することができま
した（別記事でオフィスにおけるペーパーレス化の取り組みを紹介しています）。事務的な業
務についても、環境貢献度を高める取り組みを推進しています。

日比谷アメニスグループが提供する環境価値
私たち日比谷アメニスグループでは、持続可能な社会を実現するためにさまざまな活動を行っています。ここでは、活動が社会に提供している

環境価値を樹木の植樹本数・緑地の管理面積・使用電力の再エネ率・紙の使用削減量として定量的に示す各種データをご紹介します。

968ha

使用電力の
再エネ率
再生可能エネルギー電力への切り替えにより削減できるCO2排出量の想定値  612 t -CO2/年
　　　

2021年
2月時点

2021年
8月時点

6,335本
中低木の
植樹本数 363,574本

1％ 24％

前年度からの
紙の使用削減量
今年度の紙の使用量 1,375,443 枚（前年度から３％削減）

42,110枚

2019年4月～2020年3月の期間で、弊社
の施工管理のもとで植樹した樹木の本数
を集計しています。樹高3ｍ以上の樹木
を高木、樹高3ｍ未満の樹木を中低木と
して集計しています。

2020年4月～2021年3月の期間に契約を
している植栽管理案件・PPP事業の管理
運営案件の管理面積から算出しています。

再エネ率・CO2排出量は、20
20年4月～2021年3月の期間の
日比谷アメニスグループ各事業
所・工事案件の各事務所・PPP
事業の管理運営案件の各事務
所における消費電力量や電気
料金から推計しています。

2020 年 4 月～ 2021 年 3 月
を今年度、2019 年 4 月～
2020 年 3月を前年度とし、日
比谷アメニスグループ各事業所
内のコピー機の印刷枚数カウ
ンター数量を集計しています。

樹 種 ご と の
本数ランキング

造園施工の仕事では、都市にたくさんの木を植えています。
みどりを増やすことで、都市環境の改善につなげています。



自然環境・労働環境に
配慮した公園工事

国営武蔵丘陵森林公園（埼玉県比企郡滑川町）

水遊び場の流末池。この池にプールの水を溜めてから消毒・循環させ再利用しました。

2021.12発行

自然豊かな環境であり農業用水に繋がる敷地における排水処理。

全長87.1mのローラーすべり台。

週休2日制適用工事を伝えるポスター。

2020年8月～ 2021年3月

埼玉県のほぼ中央に位置する「国営武蔵丘陵森林公園」は1974年に開園した全国で初めての国営公園です。

304haの広大な敷地は貴重な動植物が生育する場所となっており、首都圏における自然を身近に感じられる

場所として活用されています。今回の工事では冒険コースに全長87.1mのローラーすべり台を設置、水遊び場

においては流末池の防水改修を行いました。森林公園ということもあり環境保全を考慮した施工、働き方改

革に向けた労働環境の整備を行い、無事竣工することができました。

環境保全を目的とした国営武蔵丘陵
森林公園において、施工を担う業者
が環境負荷をかけてはならないとい
う考えのもと、協力業者と協同して竣
工を目指しました。また、新型コロナ
ウィルス対策や働き方改革における
週休2日制度を推進し、労働環境の
改善を目指しました。

産業廃棄物の適正処分はもちろん、作
業で出る汚泥を排水ポンプで収集し、
ノッチタンクでろ過沈殿を行い、pHの
安全性確認を行った上で排水を行いま
した。これにより公園に隣接する農業
用水への汚泥流出を防ぐことができた
と考えています。またジェットヒーター
などで寒冷対策を実施することで工程
の遅延を少なくし、週休2日を確保でき
るよう作業環境整備を行いました。

建設工事従事者の高齢化が言われる
今、協力業者の皆さんの身体に負担
がかからないよう、気持ちよく働ける
環境整備をすることが、良好な工事
の秘訣と考えます。週休2日制を実施
するためには、無理な工期を設定し
ない施主の協力が不可欠です。
また、自然環境を守るにも費用が掛
かります。受発注者が連携し、環境改
善に取り組むことが求められます。
　

1
2 pH管理も行いました。3
4
5 ジェットヒーターにより作業箇所の保温を行いました。6
7

3 4 7
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保全活動を見て触れて
パンダのふるさとゾーン改修工事

上野動物園パンダのふるさとゾーン(東京都台東区上野公園)

多くの来園客が訪れる人気エリアです。

2021.12発行

北部緑地株式会社

サインの後ろの支柱部分に多摩産材が使われています。

パンダの足跡。リアルな表情を出すには熟練の技術が必要です。

パンダ保護基金に寄付した方の名前がわかるサイン。

野生のジャイアントパンダのフン。職人によるレプリカです。

2019年3月～ 2020年11月

上野動物園の新しいパンダ舎である「パンダのふるさとゾーン」の外構工事の施工を行いました。約1年半に

及ぶ工事の中では、舗装や手すり柵をはじめ、動物園の展示においては重要なサインなどを施工しました。サ

インの木材には多摩産材を使用しており、東京都産の樹木材料を使うことで緑の豊かさを守る取り組みをして

います。また、パンダの生物保護を知るための施設として、足跡やフンのレプリカをはじめ、パンダの生態や生

息状況を学べるサインも設置しましたので来園した際はぜひ探してみてください！

本工事は北部緑地が得意とする外構
土木の分野が対象であることに加え、
動物園施工という珍しさがありました。
また、写真のようなパンダの保全に関
係する施設の施工もあり、近年のジャ
イアントパンダの生息数減少にプラス
となる役割ができるという思いもあり
ました。今まで私たちが培ってきた施
工技術を発揮できる場と考え、本工
事に取り組みました。

開園部と近い箇所もありましたので
一般の方に十分注意して安全第一で
工事を進めました。現場内ではパンダ
の足跡等特殊な技術を要する工種も
あり、職人の協力のもとリアルな質感
を表現できました。また、当初計画に
なかったパンダの保護基金サイン(写
真④)を設置し、より多くの来園客に
パンダの保全活動を周知できる施設
となりました。
　

これからも建設会社として、質の高い
施工を続けていく中で、今回のような
環境面や教育面に配慮した施設の施
工にも積極的に取り組んでいこうと考
えています。ただ求められているもの
を作るのではなく、これらの視点を持
ちながら技術提案することができれ
ば、ハードとソフトの両面で来園者に
寄り添った施設を作ることができると
思います。
　

1
2
3
4
5 活動実施会社
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室内に白山の樹林を再現
イオンモール白山 室内植栽工事

イオンモール白山（石川県白山市）

ウェルネスアトリウム空間

2021.12発行

株式会社グリーバル

緑陰空間の中

白山に自生する低木や地被類

2020年12月～ 2021年7月

2021年7月19日に石川県白山市にグランドオープンした「イオンモール白山」の植栽地の設計と施工を行いま

した。建物の中心に位置するウェルネスアトリウムは６～８ｍの高木が連なる緑陰空間で、在来種による約30

種以上の植栽で構成されています。設計段階から植物が室内で生育するための環境整備提案や植栽種の選

定に携わり、白山市に自生する低木や地被類で日本三名山の一つ、白山の林床を室内に再現しました。

日本三名山の一つ白山に自生する樹
種を中心に植樹することで、地域に
根ざした空間を目指していくことが計
画のコンセプトとなっていました。これ
を実現するだけでなく、室内に植栽
可能な植物を選定し、それらが良好
に生育できる光環境を整えることで
サスティナブルな緑地をつくることを
目指しました。

白山の林床を再現するにあたって、自
生している低木、地被類の調査を行
い、樹種を選定しました。実際に植え
付けるときは、白山の写真を参考にし
ながら、リアルな景観を作りこみまし
た。メインとなる高木は、最大で８ｍ
の高木を植付け、室内に白山の林床
を再現することができ、高評価をいた
だくことができました。

様々な種類の在来種を用いた室内緑
化事例は少ないので、今後メンテナン
スをしていく中で、管理データを蓄積、
分析していくことで植物の種類や環
境に応じた管理を行ってくことを目指
します。また、白山市の新たな風景と
なるような空間づくりを目指していき
ます。
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アフリカのバラを通して
フェアトレードについて考える

日比谷花壇大船フラワーセンター（神奈川県鎌倉市岡本）

ケニア産のバラや民族衣装等を展示

2021.12発行

ケニア産のバラ「アフリカローズ」

展示期間中は、フェアトレードのバラや紅茶を限定販売

2021年5月11日～ 5月16日

世界最高品質を誇るケニアのバラ。ケニアは、赤道直下の高地で昼夜の寒暖差が激しく、日照時間は長く陽の

力を存分に浴びて、最高の条件下でバラを生育しています。このアフリカローズはフェアートレード製品であり、

世界各地へ輸出され、その売り上げが現地の生活を支え、バラの育成に当てられます。当園では、春バラに合

わせ、ケニア大使館の協力も得て、アフリカローズ約30品種の展示と販売、現地の写真や民族衣装・民芸品

など生活環境や関わりがわかる資料を展示し、活動の理解を深めてもらいました。

様々な場所にてフェアトレード商品を
目にしますが、単純に価格が高く、他
の安価な商品を選択してしまうことは
ないでしょうか。フェアトレード商品
に対して「価格が高いのはなぜなの
か？」「どんなメリットがあるのか？」
などを考えるきっかけ提供し、普段の
生活の中で気軽に支援ができる良さ
を知っていただくことを目的としまし
た。

展示期間に合わせて販売したバラや
紅茶などは、フェアトレード商品のた
め、購入することでケニアの生産者や
教育施設の支援をすることができます。
展示品に魅了され、考えたあとに、関
連商品を購入することで、気軽に支
援ができる流れを作り、結果として多
くの方にご購入をいただけました。

新型コロナウイルスの影響も踏まえ、
安心安全に配慮しながらも、環境負
荷の軽減を念頭に置き、SDGsの項目
をより身近な内容として考えていただ
けるよう、植物園らしく、植物に関連
づけて来園者の方に「きっかけ」の提
供をできるイベントを増やしていきま
す。（例：ローズロスを堆肥として再
利用）
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誰一人取り残さない社会の実現へ
PHASEFREE AWARD Silverを受賞

豊島区立としまみどりの防災公園（愛称：IKE・SUNPARK  東京都豊島区東池袋）

2021.12発行

2020年7月～

2020年7月、としまみどりの防災公園を含む池袋駅周辺4公園を核にしたまちづくりと、それらをつなぐ

IKEBUSにより池袋に新たな交流とにぎわいを創出する豊島区の取り組みに対し、内閣府より、SDGsへの優

れた取組を行う自治体として「SDGs未来都市」と「自治体SDGsモデル事業」にダブル選定されました（東

京都初）。また、平時と有事の両面を想定したフェーズフリーの観点から優れた事業の一つとして、 

PHASEFREE AWARD2021において 「PHASEFREE AWARD Silver」を受賞いたしました。

【公園がまちを変える】をコンセプトに、
消滅可能性都市と言われた豊島区を
活性化させる政策として、池袋駅周辺4
公園を核としたにぎわい創出事業が行
われています。(株)日比谷アメニスは主
要4公園のひとつであるとしまみどりの
防災公園（愛称：IKE・SUNPARK）の
設計・施工・管理を統括管理し、現在
も指定管理者の代表企業として豊島区
の街づくり政策に深くかかわっています。

2020年12月、生産者の経済的自立と
食の魅力を区民に直接伝える場として、
IKE・SUNPARK FARMERS MARKET
を豊島区と共催いたしました。本取り
組みをはじめとする「いつもの賑わい」
と「もしもの防災機能」を併せ持った取
り組みについて、この度「PHASEFREE 
AWARD Silver」を受賞しました。今後
も新型コロナウイルスの感染拡大に注
意しつつ継続開催予定です。

としまみどりの防災公園を含む池袋
駅周辺4公園の整備事業は2020年
12月をもって完了しました。今後はそ
れらの公園をつなぎ、豊島区のまちの
魅力や価値を底上げしていくエリアマ
ネジメント事業が重要課題となります。
作って終わりではなく、作った施設を
どう活かすのか。(株)日比谷アメニス
はこれからも豊島区民の真に豊かな
暮らしを支えていきます。
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「PHASEFREE AWARD Silver」の受賞トロフィー

としまみどりの防災公園の空撮。約6,500㎡の芝生地が魅力です。

IKE・SUNPARK FARMERS MARKETの様子。新鮮な農作物がたくさん！

コミュニティガーデンでの活動の様子。

園内にはSDGs未来都市としまを記したフラッグがなびいている。
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共食と農業の大切さを公園で学ぶ

相模三川公園（神奈川県海老名市）　戸吹スポーツ公園（東京都八王子市）

サツマイモの苗を畑に植えている様子

2021.12発行

太陽スポーツ施設株式会社

麹と大豆を混ぜて味噌作りの様子

子ども達が育てた野菜を家族と一緒に食べている様子

2016年4月12日～現在継続中

公園の畑にサツマイモやジャガイモ、白菜等を子ども達と植えて雑草取りや水やり等のお世話をし、作物の収

穫、実食迄の一連の流れを体験するプログラムを実施しました。育てた野菜をそのまま食べるだけでなく、漬

物作りや味噌作り体験等、日頃自分達の食べている物の材料や過程を、五感を使って学びました。

現代社会において、共働き世代の増
加に伴う子どもの孤食や野菜に対す
る知識不足など、子どもが抱える食の
諸問題があります。食を支える農業や
自然とのふれあいから、親子の食事
のきっかけを作ると共に、農作物をよ
り身近に感じてもらうことにより、子ど
も達に共食と農業の大切さを教えて
います。

実際に体験した子ども達は、野菜の
名前や花の色等を覚えたり、野菜嫌
いな子が自分で育てた野菜を食べる
ことが出来たりと、実体験を通じて食
や農業に対する意識の変化が感じら
れました。収穫した野菜を家族と一
緒に食べる時間では、家族での会話
が弾み子ども達の笑顔を見ることが
出来ました。

アンケートで保護者の方からも魅力
的に感じた、印象に残った等、多くの
評価を頂けました。アンケートには満
足度調査もあり、結果分析は年度毎
のプログラム作成に活かしています。
今後も引き続き、共食や農業の大切
さを子どもたちに伝えていくと共に、
子どもの食に関する様々な社会問題
に向き合っていきます。
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現場でものづくりに触れる
宮前公園現場見学会

宮前公園（東京都荒川区東尾久）

日常生活で職人さんの作業を見れる機会は少ないものです。

2021.12発行

北部緑地株式会社

この現場の担当職員が詳しい説明を行いました。

現場の周りをぐるっと一周。安全第一で見てもらいます。

2021年2月17日

荒川沿いに位置する宮前公園の一期工事では、当社では初めて施工中の公園を地域住民の方が見学する

「現場見学会」を行いました。当日は20人以上の方が来て下さり、この現場の工事担当である北部緑地社員

から説明を受けて、公園ができる仕組みを学んでいました。実際に現場を見て学ぶことは、工事の安全性の

認識に強く影響しますし、安全対策がどのように取られているのか知る機会にもなります。また、子どもたちが

ものづくりや防災に触れるチャンスとなり、青少年の教育に貢献できました。

今回の見学会は荒川区内の「子ども
食堂」を利用している子どもたちやス
タッフに参加して頂きました。
見学会は普段遊ぶ公園がどのように
作られているのか知る貴重な機会に
なります。地域の方々にこの公園に愛
着を持ってほしい、加えて子供たちに
とってはこの体験が将来の職業選択
に役立てばいいな、という思いから計
画しました。

北部社員の付き添いのもと、安全第
一で実施しました。参加者の方に危
険が及ばない範囲で現場を見せるた
めと、コロナ感染予防対策のため、現
場の外回り中心のルートではありまし
たが、北部社員の説明を聞きながら
話し合う姿がさかんに見られ、地域の
公園ができあがる仕組みについて学
ぶ機会を創出できました。

安全面を重視して現場の外回りから
の見学が主でしたので、次回は実際
に工事を体験できるような取り組みを
考えています。「重機の操縦」や「簡
単な作業体験」を多くの方に体験して
もらい、建設業や造園業といった「も
のづくり」に関心を持つきっかけにな
ればと思います。また、公園内の防災
施設を活用した「防災イベント」の実
施も考えています。
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みどりの活動の地域拠点づくり
千葉市都市緑化植物園 管理運営

千葉市都市緑化植物園（千葉県千葉市中央区）

バラが咲き誇る中で開催された春のバラ展。３日で1220名の方の来園があり、新聞にも取り上げられるなど話題となりました。

2021.12発行

園内では季節を彩る木々やバラ、野草など、多種多様な植物を楽しむことができます。

「みどりの教室」の様子。座学のほか、歩いて市内外の里山や森をめぐり、植物の知識や森の構造・人とのかかわりを学ぶ講座です。

「庭園講座」は庭づくりの基本作業について座学と実習を通して学ぶ講座です。園内の樹木を使用しての剪定の実演・解説なども行います。

「身近な自然を学ぶ講座」では、湿性地等に生きる水草やその他の植物を講師の解説を聞きながら歩いて観察していきます。

2021年4月～

千葉市都市緑化植物園は、1981年に千葉市中央区に開園した敷地面積34,100㎡の植物園で、2021年4月

からは（株）日比谷アメニス・東関東支店が指定管理者として管理運営を行っています。園内にはユキズドリー

ムやポールセザンヌなど100種700本のバラを有するバラ園のほか、花木・生垣・潅木などの見本園もあり、様

々な季節の植物を楽しむことができます。花やみどりに関する相談受け付けや各種講習会、ボランティア団体

による維持管理等の活動なども行われ、都市緑化活動の拠点施設となっています。

千葉市都市緑化植物園は、緑化活動
の推進を目的に開園し、2021年から
当社も指定管理者として管理運営に
携わっています。園内にあるみどりの
相談所では、みどりを大切に守り育
てるための知識を深める目的で、講
習会・相談・展示会等を実施していま
す。市民の活動や交流の場になること
も目指し、園内でのボランティア団体
との協働や活動支援を行っています。

５月開催の春のバラ展ではバラの切
り花展示・栽培相談・バラ苗販売等
を行い1220名の来園者が訪れ賑わ
いました。「みどりの教室」「庭園講
座」「身近な自然を学ぶ講座」等の
講座も定期的に開催、どれも満席とな
り好評を博しています。これらの活動
は、植物園を拠点に活動する花とみ
どりに関するボランティア団体の皆様
とも協働し運営しています。

みどりの相談所には、植物について
の質問や、困りごとの相談等が多数
寄せられます。日々の問合せ内容は
記録を取っており、そのデータを今後
のサービス向上に活かしていきます。
また、今後もボランティア団体の皆様
との連携を強化していき、地域に根差
したみどりの活動を広げることで、地
域社会や市民の皆様への貢献を目指
していきます。

1

4

5

1
2
3
4
5

2

3



3

2021.12発行

公園で使う電気の 100%再エネ化

東京都東部7公園（東京都 足立区・江戸川区・江東区・荒川区）

2021年3月

指定管理者として運営を行う東京都立公園「都市部の公園・東部」グループの7公園において、使用する電力

を100%再生可能エネルギーに切り替え、電力によるCO2の排出量ゼロ化に取り組みました。使用する電力

はFIT電気と再エネ電気であり、そのうちFIT電気分は非化石証書を購入することで実質的に再エネ100％を

実現しています。都立公園初となるこの取り組みを通じて、地域全体で環境に対する意識を高めていきます。ま

た、他公園での取組みも推進し、グループ全体での再エネ率は20%を越えています。

普段使用している電力を再生可能エ
ネルギー由来にすることは、持続可
能な社会の実現に資するものです。
公園という地域に根差した場所にお
いて、こうした取組みを進めていくこ
とで、ゆっくりとでも、環境に対する
意識が地域全体で浸透していくこと
に貢献していきたいと思います。

本取組みは都立公園初であり、全国
に約10万か所ある都市公園において
も先駆けた事例となります。この取組
みによるCO2排出量の削減効果見込
みは、年間720ｔ-CO2/年であり、こ
れは樹齢10年の都市樹木のCO2固定
量に置き換えると、約51,000本となり
ます。それだけの樹木を電力利用で新
たに植えることができた考えると、みど
りとエネルギーのつながりも感じます。

この度の再エネ利用開始を契機とし、
日比谷アメニスグループの管理するす
べての公園においても、SDGsの目標
年に向けて再生エネ電源を今後積極
的に導入していきます。また、卒FIT電
源や電源調達を通じた同業他社との
連携や来園者への再生可能エネル
ギーの普及啓発も行い、造園建設業
としての環境に対する取組みを促進
していきます。

日中の公園はとても明るく、散歩や運動に最適です。

日が沈んだ後でも、ライトアップでスポーツを楽しむことができます。

遊具で遊んだこどもたちが、安心してお家へ帰るのをサポートしています。
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クリーンなエネルギーを活用して
地域の課題を解決
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西天北サーマルリサイクルファクトリー（北海道天塩郡幌延町）

2020年6月～ 2021年3月（導入期間）

使用済み紙おむつ燃料化施設「西天北サーマルリサイクルファクトリー」の新設工事において、地域で発生し

た剪定枝等の木質チップを乾燥させる設備の導入に携わりました。本設備は乾燥させる熱源に太陽熱を利用

しています。乾燥したチップは使用済み紙おむつと混合され、ペレット状の燃料に成形された後、地域の老人

ホームで燃焼し、給湯熱源として利用されます。昨今注目を集める高齢化社会と環境問題に対する1つの解決

策として、本施設が先進的な事例になっていくことを願っています。

本設備は、燃料利用を目指した剪定
枝等の木質チップを乾燥させる目的
で導入されました。一般にバイオマス
を燃料利用する際には、事前に材料
を乾燥させることで、熱量増加、臭気
の低減、燃焼炉の負担軽減などの効
果を得ることができます。その乾燥に
太陽からのエネルギーを用いること
で、施設の持続可能な運用に貢献し
ます。

本設備は東京都・広島県に続いて国
内3事例目の設備であり、規模はこれ
までで最大となります。加えて、傾斜
を持たせた屋根を採用することで、
北海道の豪雪地帯における降雪対策
を施しました。

これからも本設備の導入実績を重ね
ていき、様々な地域の特性や状況に
対応可能な技術の習得に努めて参り
ます。またこれを通じて、木質バイオ
マスを使ったエネルギー生産の普及
を手助けしていきます。

屋根に設置する集熱パネルは太陽からの熱を集めています。

本設備はチップ庫と乾燥室を兼ねたつくりとなっています。

チップの乗った傾斜台の裏側から温風を吹き付け、チップが乾燥されます。

地域で発生する剪定枝。一時保管してから燃料化工程に進みます。

おむつと木質バイオマスからつくられたペレットです。



2021.12発行

業務へのスマートグラス
試験導入の取り組み

日比谷アメニスが管理・施工する複数の現場

2020年4月～ 2021年9月

日比谷アメニスの植栽の施工・管理の現場において、「スマートフォンの次世代機」として近年注目されてい

る、メガネ型のデバイス「スマートグラス」の試験導入を実施しました。造園業界では初めての試みとなりま

す。本社から遠隔地の現場の映像をスマートグラスで確認しながら作業指示を行うテストや、音声入力により

植栽管理の作業報告書を自動生成するテストを実施しました。現在も日比谷アメニスの実務にスマートグラス

を活用できることを目指して、いくつかの試験を継続しております。

日比谷アメニスグループ内において、
2020年当時、コロナ禍や働き方改革
の観点から、遠隔地の植栽管理・施
工の現場への移動や作業報告書作
成業務の時間を削減したいという声
がありました。そこで、AR(拡張現実)
を活用した作業通話やその他アプリ
機能開発ができるツールとして「ス
マートグラス」の試験導入を行いまし
た。

本社から遠隔地の現場に5G通信を
活用し作業指示する試験や、報告書
をスマートグラス上で自動生成する
試験を実施しました。目新しいデバイ
スなので社員から「実際に触ってみ
たい」という声をもらい、複数現場の
試験実施を実現できました。報告書
作成業務は、スマートグラスを活用す
ることで、従来より書類作成業務時
間を約25%削減できました。

デバイスの操作方法がスマートフォン
とは全く異なるため、装着者にとって
操作が簡単なアプリを制作する必要
があることが課題の一つです。将来
的にはMR(複合現実)を活用した、植
栽管理や施工の業務の質と効率を向
上させる新しいツールを開発し、日比
谷アメニスの実務に取り入れることを
目指しております。

日比谷アメニス本社から遠隔地の公園の作業員にスマートグラスを通して作業指示する試験の様子

スマートグラス装着のイメージ

公園の芝生の状態を遠隔地に映像共有している様子
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だれもがアクセスできる
インクルーシブな遊び場の施工

都立府中の森公園（東京都府中市浅間町）

2021年2月～ 2021年９月

東京都では「だれもが遊べる児童遊具広場」の整備を進めています。これは障がいの有無に関わらず、あらゆ

る子ども達が一緒に遊べる遊具広場です。互いの違いを理解しあい、支え合いながら遊 ぶインクルーシブな

遊び場です。当社は府中の森公園にて整備に携わりました。施工期間中はこれらの内容をわかりやすく説明

した看板を設置して、公園利用者にインクルーシブの考えを周知して理解を深めました。（※インクルーシブ

はすべてを包含しているさまのこと）

施工中にステークホルダーに対して
出来る事を考えて行動していきました。
また、施工する内容がどのような社会
的価値があるかを理解した上で、公
園利用者に新たにできる空間がどの
ようなものかを知ってもらうきっかけ
づくりを施工者として検討し実施する
ことでより良い空間づくりを行うこと
を目的としました。

施工期間中に「だれでも遊べる」とい
う概念を伝えるために仮囲いにイ
メージ図や説明文、パースを記した看
板を設置しました。また、公園管理者
が主催した、広場の愛称を決める投
票にも協力するなど、施工者・管理者
と連携してこの空間をオープンするこ
とが出来ました。

今後も多様な公園利用に対して施工
者の立場から積極的な提案を行いな
がら、より良い空間を造れるように
SDGｓやトレンドを学んでいき、公園
に転用できる技術を検討していきたい
と考えています。

だれもが遊べるインクルーシブ複合遊具

仮囲いに設置した説明看板

仮囲いに設置したパース看板
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ウェルネス夏の林間学校
～自然とふれあう冒険キャンプ～

桂川ウェルネスパーク(山梨県大月市富浜町)

2021年7月30日～ 2021年8月1日

7月30日～8月1日の3日間、桂川ウェルネスパーク主催のキャンプイベント「ウェルネス夏の林間学校」を開催

し、20組のご家族が参加しました。地元大月市のアウトドア愛好家で結成されたOtsukiOutingStyleのメン

バーや学生ボランティアに協力いただき、テント泊の他、朝採り野菜収穫体験、ナイトハイク、昆虫標本づく

り、石窯ピザ焼き体験、公園産ハーブの虫よけづくり、ハンモック体験など様々なアクティビティを提供しまし

た。コロナ渦で様々な制限がある中、親子で夏の思い出づくりをする機会を提供することができました。

コロナ渦で宿泊行事や野外学習の機
会の減った子供たちに、キャンプを通
して自然に触れ合い、夏の思い出づく
りをする場を提供したいという想いで
当イベントを企画しました。昨今のア
ウトドアブームのニーズを勘案し、普
段はキャンプのできない公園でのキャ
ンプイベントを企画することで、新た
な利用者層の獲得と公園の認知度向
上を図りました。

「初心者なのでキャンプのノウハウを
教えて欲しい」「子連れでも安心な場
所でキャンプをしたい」「キャンプと
ワークショップがセットのイベントに
参加したい」といったあらゆるニーズ
に応えるイベントを展開することがで
きました。また、従来活用されていな
かった森林エリアをハンモックサイト
等に有効活用することができました。

今後も親子向けのキャンプイベントを
定期的に開催します。大月市は土砂
災害リスクの高いエリアが非常に多く、
今後様々な災害の発生が予想されま
す。自然の資源を使った火おこしなど、
キャンプのノウハウは災害時にも必ず
役立ちます。今後もキャンプを通して、
地元住民と連携しながら災害に強い
人材を育成していきます。

『夜の昆虫観察会』　　昼間には見られないカブトムシやセミの羽化に子供たちも興味津々。

『朝採り野菜収穫体験』早朝の畑での夏野菜の収穫はキャンプでしか味わえない体験です。

『昆虫標本づくり』　　蝶と甲虫の標本づくりを体験していただきました。大人も真剣な眼差しです。

『ハンモックサイト』　これまで利用されていなかったヒノキ林を整備し、有効活用することができました。

各種キャンプギアのレンタルも行い、キャンプ初心者も快適に過ごせる空間を創出しました。
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生態系に配慮した植栽管理
身近な自然の価値を伝える

宝塚文化芸術センター庭園（兵庫県宝塚市武庫川町）

2020年4月1日～ 

兵庫県宝塚市に2020年4月にオープンした「宝塚市立文化芸術センター」の指定管理者として約1haの

植栽管理業務を担っています。また庭園の環境をいかして、緑に親しむワークショップなどの事業を企画、

開催しています。地域の歴史、風土に配慮した場づくりを行うことを心がけ、生態系に配慮した植栽管理

を行っています。

かつて宝塚植物園や英国風ナチュラ
ル庭園があった場所。一部の樹木等
は当施設に継承されています。植栽
管理は市民の意向を汲んで化学農薬
を使用しない仕様となっており、生物
多様性保全の目標種としてミヤマアカ
ネ、ウマノスズクサを設定しています。
住宅に囲まれた場で様々な世代が身
近な自然に触れられるよう、環境整備
を行っています。

無農薬で植栽管理をするために、手で
虫取りをしたり、こまめに手抜き除草を
しています。また、市民に愛される施設
となるようハード・ソフトの両面から
様々な企画を行っています。無農薬の
バラを活用し、その価値を高めるオン
ラインワークショップを開催したり、兵
庫県立人と自然の博物館との協働ワー
クショップを開催するなど身近な自然
について学べる機会を提供しています。

これからガーデンの植物が大きく育つ
ことで、環境が変化していきます。こ
の変化に対応した植栽管理を行い、
目標種をはじめとした、より多様な生
き物の生息環境をつくり出していきま
す。また、社会状況が改善すれば学
校団体等の利用促進や自然観察会な
どを開催し、子供から大人まで生物
多様性の保全について情報発信をし
ていきたいと思います。

宝塚文化芸術センター庭園 ‘メインガーデン‘

ミヤマアカネ（兵庫県版レッドリストCランク）

兵庫県立人と自然の博物館との協働。出張展示によって身近な自然について学ぶ機会を提供

ジャコウアゲハが食草のウマノスズクサ（兵庫県版レッドリストCランク）に産卵中。

オンラインワークショップで無農薬のバラの魅力や活用法を発信。全国から参加があった。
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食を通じたコミュニケーション
「子ども食堂」へ野菜寄付

東京都荒川区内

2018年12月～ 継続中

北部緑地では、自社で経営する東京都薬用植物園内のふれあいガーデン「草星舎」で社員の育てたジャガイ

モやタマネギ、活動を応援している新潟県十日町市にある「儀明の棚田」から頂いたお米などを荒川区の「子

ども食堂」に寄付しています。旬の作物のおいしさを味わいながら、地域の人 と々子どもたちが交流し、より豊

かな地域になってほしいという思いで、この活動を継続していきます。

「子ども食堂」は荒川区内の地域住
民や自治体が、無料または低料金で
食事を提供する子供のための食堂で
す。共働き家庭や不登校傾向児が増
える現代、食事を通じたコミュニケー
ションは重要です。荒川区の企業とし
て、自分たちの手で育てた野菜やお
米を寄付して、旬の味を知ってもらう
ことが「子ども食堂」の支援になると
考え、活動を始めました。

2018年にジャガイモ、2019年と
2020年に棚田米、2021年にタマネ
ギを寄付しました。棚田米は以前「儀
明の棚田」で、シンボルツリーである
サクラを樹木診断し、新しく植樹した
活動のお礼として頂いたものです。
ジャガイモとタマネギは、社員が種ま
きから収穫までしており、子ども食堂
に参加した方からは、美味しいと言っ
ていただけました。

現在荒川区荒川と呼ばれる地域は、
昭和中期まで「三河島」と呼ばれ、三
河島菜といった伝統野菜が栽培され
ていました。北部では三河島菜を育て
ているので、引き続き子ども食堂への
野菜やお米の寄付を継続しながら、
三河島の伝統野菜に触れられる機会
を作り、地域の歴史を学ぶことができ
る取り組みをしていきたいです。

子ども食堂にお米を寄付。SNSで様々な方々に届いていることがわかりました。

「儀明の棚田」の新米。社員みんなでいただきました。

草星舎の畑のタマネギ。社員みんなで収穫します。

収穫したタマネギは会社の中に干して長期保存。

西日暮里の子ども食堂がオープンした時もお手伝いに行きました。
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地域の農・食・歴史を学ぶ
伝統野菜継承事業「仙台白菜物語」

せんだい農業園芸センター みどりの杜 市民農園内（宮城県仙台市若林区）

2016年8月～ 現在

施設野菜が巷に広がり、昔からの地場野菜が消えつつある中、仙台の地で育まれた「仙台白菜」に着目し、伝

統野菜の継承と啓蒙を通して人との関わりを知ってもらう活動です。当初3年間はJA全農が主催し、当センター

は協力という形で参画しましたが、4年目以降は当センターが主催し、多くの関係者に協力いただきながら6回

目を本年度開催しました。歴史的背景として、当センターの前身である伊達家の「養種園」という、今でいう「農

業試験場」のようなところで「仙台白菜」の採種に成功したことも、当センターで開催する意味があります。

近年、地場の伝統野菜が注目されて
います。宮城県でも「曲がりネギ」
「芭蕉菜」「仙台白菜」があり、地産
地消の意味からも改めて市民の方々
に伝統野菜を見直す機会をつくりま
す。「仙台白菜」は、当センターと歴
史的につながりがあるため、テーマ素
材に取り上げました。伝統野菜は「種
の保全」が大切であり、生物多様性
保護の一環としての目的もあります。

毎年8月末に「仙台白菜物語」を開催
し、講座と苗の定植を実施し、毎回
約80名強の参加を得ています。また
「白菜」つながりで駐仙台大韓民国
総領事館主催の「キムチフェスタ」に
も協力し、交流を深めるとともに、地
域の市民センター、図書館、地元高校
との連携も図っています。

本年度は、震災後10年の民間での活
動「東北復興宇宙ミッション」で、宇
宙ステーションに送られ帰還した「仙
台白菜」の種子の菌を当センターに
定植し、市民の方々に生育状況を見
守っていただきます。これからも継続
して開催し、多くの市民の方々に伝統
野菜の大切さを周知していきます。

苗の定植の様子。多くの方にご参加いただきました。

大きく育った白菜をみんなで収穫します。

座学による講座で、仙台白菜の歴史や食文化についても学びます。

地域との深いつながりがある仙台白菜は、一般的な白菜よりも大型で柔らかく甘みが強い特徴があります。

駐仙台大韓民国総領事館主催の「キムチフェスタ」にも協力。白菜を使ったキムチづくりにチャレンジしました。
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高校での出張授業
～住み続けられる街づくりと緑について～

東京都立芝商業高等学校（東京都港区海岸）

2020年12月9日

都立芝商業高校の1年生 約200名に向けて、「住み続けられるまちづくりと緑について」をテーマに授業を行

いました。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、例年は企業を訪問してのインターシップを行っていた授

業を前半に講義を聞き後半にワークショップを行う形式に変更し開催した授業です。前半は緑が持つ力や価

値が社会にどのように関わりを持っているかなどを伝え後半は高校生に3～4名程度のグループを作ってもら

い、ＳＤＧｓ11番目のターゲットである「住み続けられるまちづくりを」について話合ってもらいました。

造園建設業のように自分の知らない
仕事があり、様々な人たちの仕事で世
の中は回っているということが伝われ
ば良いなと思い講義しました。また指
定管理者として運営管理している公
園で利用が少ない世代である高校生
に対して、若者が利用したくなる公園
にははどんな機能やサービスが必要
か調査することも目的の一つでした。

高校生からは「自分の身の回りには
たくさんの緑があることに気づいた」
「都市の緑は人々の気持ちを豊かに
するものであると思った」という意見
があり、自分が知らない世界を知りそ
して今後の進路を考える上でも貴重
な機会になったのではないかと感じま
した。公園に対してのニーズはWi-Fi
がほしいと回答している生徒が多いこ
とが印象的でした。

今後も地域の方に造園建設業の仕事
について理解を深めていただくととも
に、都市における緑地の機能や効果
を知っていただくことができるような
活動を継続していきたいと考えていま
す。また今回高校生を対象にしたアン
ケートの結果を参考に多様な世代の
集う公園となるよう指定管理者として
試行錯誤していきたいと思います。

体育館に芝商業高校の1年生約200人が集まりました。

ワークショップでは街に必要なものは何か、考えてもらいました。

講師は岩本と中島の2名で行いました。
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桂川ウェルネスパーク
食育イベントの展開と食品ロス削減の取り組み

桂川ウェルネスパーク(山梨県大月市富浜町)

2009年4月～現在

桂川ウェルネスパークでは年間を通して農作物の育成、収穫、加工体験を行っています。「お米育て隊」や「たくあん学校」な

ど作物の育成から加工、食べるまでを体験する通年型のイベントは、食の大切さを伝える機会を創出しています。また、農

林業体験の過程で発生する農業残渣や野菜の不可食部は、堆肥や家禽の飼料にすることで畑に還元し、廃棄量を最小

限に抑えています。桂川うどんセンターでも、メニューに冷凍食品など長期保存が可能な食材を取り入れることで、仕込み

すぎや賞味期限切れによる食材の廃棄を最小限に抑えています。公園一丸となって食品ロスの削減に取り組んでいます。

プログラムを通して自ら食糧生産を行う
ことで、生産者への感謝と食のありが
たみを学ぶ場を提供します。また、水
田や雑木林の生き物との触れ合いを通
して、人間の営みと自然環境の関係を
学ぶ機会を提供します。桂川うどんセ
ンターにおいては、材料廃棄による減
収を最小限に抑えるとともに、里山ぐら
しを体現する公園に併設されたレスト
ランとして、イメージアップを図ります。

たくあん漬けなど、普段口にしている
食べ物の加工過程を知って感動する
参加者も多いです。また、自ら収穫し
た作物や、育成から加工まで行った
加工品は大変美味しく、「子供が野
菜をとっても好きになった」といった声
も多く聞かれます。子供が食に愛着を
持つきっかけを提供し、ご家族にとっ
ても満足度の高いプログラムを展開す
ることができています。

公園で学んだ食の大切さを自分事に
して、まずはご家庭で実践していただ
きたいです。例えば、食べ物を残さず
食べる、店頭では賞味期限が近づい
ている商品を選ぶなど、食を無駄にし
ない意識を一人でも多くの人に波及さ
せていきたいと考えております。さら
には世界レベルでの食に関する問題
に関心を持つきっかけになればよい
と考えております。

石窯ピザ焼き体験は最も人気のイベント。チーズとベーコン以外は全て公園産の材料を使用しています。

『お米育て隊』田起こし～稲の育成～収穫～食べる までを体験できる通年型の農業体験プログラム。

『ミミズコンポスト』残渣はゴミではなく、循環する資源であるという意識づけをする展示にもなっています。

公園産ハーブを使用したハーブティー。乾燥ハーブも長期保存が可能です。

冷凍食品といっても侮ることなかれ！？関西風だしのおうどんや肉厚で食べ応えバッチリなトンカツは大好評です。
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生活と仕事の充実を目指す
港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定

太陽スポーツ施設株式会社・株式会社グリーバルの各事業所（東京都港区高輪・芝） 他

2011年9月～（2021年10月に認定更新）

日比谷アメニスグループでは、社員の生活・仕事の両方の充実を目指し、ワークライフバランス（以下、WLB）

に関する各種取り組みを実施しています。また、グループ会社の太陽スポーツ施設とグリーバルは、WLBに積

極的に取り組む中小企業として、港区ワーク・ライフ・バランス推進企業に2011年から認定され、更新を続け

ています。太陽スポーツは働きやすい職場環境づくりの分野で、グリーバルは働きやすい職場環境づくり分野

・地域活動支援分野・子育て支援分野の３分野で認定されています。

太陽スポーツ施設は、健康経営を
テーマに社員のヘルスケアや健康増
進について経営的な視点で考え、そ
の実践のひとつとして WLB の充実
に取り組んでいます。グリーバルは
One and Only のビジョンのもと、
唯一無二の価値の提供に繋げること
を目的に、職場環境改善による生産
性向上や、社員の地域活動・子育て
の支援を行っています。

太陽スポーツ施設は、グループ会社
間のWLB関連プロジェクトへの積極
参加や、有休取得率の向上、オフィス
コンビニ導入等を行いました。グリー
バルは、バイオフィリックデザインを取
り入れたオフィスによる働きやすい職
場環境づくりを、地域の学校への教
育活動で地域活動支援を、産休・育
休明け社員の復帰に向けた業務調整
の強化等で子育て支援を行いました。

日比谷アメニスグループでは、各社単
独での取り組みのほか、各社の社員
が参加する働きかた働きがい改革特
別プロジェクトを立ち上げ、グループ
会社間で連携し進める活動も行って
います。多様な社員の意見・価値観を
取り入れながら、各種施策の検討を
進めており、WLBに関する取り組み
のさらなる充実を目指しています。

バイオフィリックデザインを取り入れたグリーバルのオフィス。身近に自然の要素がある事で生産性や創造性が向上するとの調査結果があります。

太陽スポーツ施設では社員のアイデアをもとにオフィスコンビニを設置。疲れたときに栄養補給ができるようにしています。

グリーバルでは地域の小学校の出張授業で、公園管理の仕事を紹介しました。地域貢献活動を積極的に支援しています。

太陽スポーツ施設株式会社・株式会社グリーバル活動実施会社
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2021.12発行

ペーパーレス化の推進で
オフィスでも環境貢献

日比谷アメニスグループの各事業所

2021年4月（請求書受付システムの導入時期）

日比谷アメニスグループでは、みどりに直接関わる造園施工や公園管理運営の部門が仕事を通じて社会・環

境貢献をしていくほか、事務系の部門における環境貢献の取り組みも推進しています。近年では各種事務手

続きをペーパーレス化するシステムを積極的に導入し、紙の使用量を減らしています。日比谷アメニスグループ

内の全ての部門や関連会社で、年度ごとの事業活動を通じたSDGsに関する目標を設定することも実施して

おり、グループ全体で力を合わせながら、SDGsに対する貢献度を高める取り組みを推進しています。

オフィスにおける業務を進めるにあた
り、請求書・精算書・労務管理関連
書類等、様々な書類を使用しますが、
事業の拡大に伴いこれらの書類も増
加してきました。紙の使用は、木材を
切り出す際の森林縮小や、コピー用
紙の製造過程でのCO2発生など、少
なからず環境への負担があり、これら
の負担の減少を目指しました。

これまで経費精算や勤怠・労務管理
等のシステムを導入し、ペーパーレス化
を進めてきましたが、2021 年には特に
紙の使用量の多い手続きの一つ、請求
書受付でもシステムを導入しペーパーレ
ス化しました。取引先から送られてくる
年間約 25,000 枚の請求関連書類の
紙使用を減らすとともに、書類の発送・
受付や金額の入力作業等も無くなり、
業務の効率化を図ることができました。

今後も業務におけるシステム導入を
積極的に進めペーパーレス化の推進
を継続していきます。システム化でき
ない業務においても、紙の使用の際
の裏紙使用や、使用後のリサイクル
処理なども引き続き徹底していきます。
業務効率化により発生した余剰の時
間を活用して、コア業務への注力や、
ワークライフバランスの改善等を行う
ことも進めていきます。

請求書受付システムの使用状況。データとして送られてきた請求書を画面上でチェックし金額入力も不要。紙の使用料を減らしつつ業務効率化も図れます。

裏紙の使用や、使用後のリサイクル処理など、紙を使用する際の工夫も行っています。

オフィスの入り口や各種機器にSDGsのアイコンを貼り付け、普段の意識づけの取り組みも行っています。
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緑と育つ
この写真は緑がいっぱいある大好きな公園で遊んでいる兄弟の

様子を写した写真です。写真に写っている大きな木ように健康

にスクスクと緑あふれる環境の中で自然と一緒に育ってほしいと

思っています。これからもこの自然環境を息子たちの未来まで

守っていきたいと思い、それが SDGsにつながると思いました。

出品者

（株）グリーバル

桑原さん

最優秀賞

タイトル

できることをこつこつと！
いつも利用する海の砂浜には多くのプラスチックゴミが散乱

しています。これらは自然分解されず、海中では荒く砕けた

ものを魚がエサと間違って食べてしまうそうです。きれいな

砂浜と未来の海の資源を守るため、私は毎回袋に入る分だ

けのプラスチックゴミを持ち帰るようにしています。

タイトル

出品者

（株）グリーバル

古室さん

廃材で持続可能なコロナ生活
コロナでどこにも行けないので庭木を切ったら発

生材が凄いことに。コロナでどこにも行けないの

で一人キャンプでもするか。庭の中でエネルギーが

循環しだしました。折角なので鮎でも焼くことに。

薪はまだまだあるし灰は肥料にするかな、と今後

の展開も構想中です。

出品者

原価管理室

善積さん

タイトル

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」写真コンテストも、

今年で３回目の開催となりました。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的とし

開催しています。今年も個性豊かな応募作品の中から受賞作品が決まりました。ぜひご覧ください。

   「私の環境宣言」写真コンテスト

優秀賞

優秀賞



太陽スポーツ施設（株）

土屋さん

タイトル

出品者

専務取締役

原田さん

私の金メダル
銀メダル

タイトル

出品者

経理部

臼田さん

タイトル

出品者

コミュニティビジネス
運営部　

野沢さん

ハーブボランティア
育成ポット苗
配布提供

タイトル

出品者

北部緑地（株）

相馬さん

草星舎のタマネギ収穫
こども食堂へ

タイトル

出品者 （株）グリーバル

鎌田さん

上へ、上へ。
タイトル

出品者

大阪支店

一箭さん

公園の多様な使い方・
みどりの中の展示会

タイトル

出品者

コミュニティ
ビジネス運営部

広岡さん

フードロス削減
タイトル

出品者

工事三部

佐藤さん

タイトル

出品者

佳作

保護猫の里親になる
保護ネコの里親・・SDGsには一見関係なさそうだけど、

野良猫を減らすことで人も猫も幸せに住み続けられる

街づくりにつながる活動であると思っています。

タイトル

グリーンインフラを身近に！
川崎市主催の「橘公園のさらなる魅力向上のための社会

実験」に参加しました。グリーンインフラの紹介や植木

の交換会を通じて都市におけるみどりの役割や価値につ

いて地域の方に知っていただく場を設けました。

クリーンエネルギー
こちらは江東区にある若洲

海浜公園です。風の強い日

には巨大な風力発電がブン

ブン音をたてて回っています。

孫が走りゆく後ろ姿と、将来

への持続可能エネルギーを

表現しました。

電気を使わず
一夜を過ごす
(静岡水車村)
都会から離れて、虫

の鳴き声響く村の暮

らしを一晩体感すれ

ば、自然の大切さや

水や電気の価値を、

もう一度見つめ直す

ことができるかも。

佳作

（株）グリーバル

パブリック
ビジネスユニット

出品者

佳作

部門
賞



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

レポートの対象期間・発行時期 

制作 環境経営戦略委員会

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上にアンケートを用意しております。

https ://www.amenis.co.jp/csr.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
 https: //www.amenis.co. jp

この印刷物は、FSC®認証紙と「Non VOCインキ」
を使用し、「水なし印刷」で印刷しています。また、
グリーン基準に適合した印刷資材を使用し、GP
認定工場で印刷をしています。

各事業年度（10月～翌年9月）の活動を取りまとめ、毎年12月に各活動紹介ページを発行
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