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１．組織概要及びＥＡ２１対象範囲 

【事業所名及び代表者氏名】 

 一般社団法人 日本森林技術協会   理事長  福田 隆政 

 

【所在地】 

  本  部 ：東京都千代田区六番町７番地 
 北海道事務所：北海道札幌市中央区北 4条西 5丁目-1 北海道林業会館 4階 
  東北事務所 ：岩手県盛岡市菜園 1-3-6 農林会館 8階 
  秋田事務所 ：秋田県秋田市御所野下堤 1丁目 12-15-1 
  前橋事務所 ：群馬県前橋市岩神町 4-17-3 

  長野事務所 ：長野県長野市浅川押田 120-13 
  高知事務所 ：高知県高知市上町 3-3-5-704 
  九州事務所 ：熊本県熊本市中央区山崎町 66-7 熊本中央ビル 4階 

  沖縄事務所 ：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣 1533 

 

【環境管理責任者】 

 管理・普及部長代理  見上 敏一 

 ＜衛生管理者、防火管理者、千代田区廃棄物管理責任者＞ 

 TEL 03-3261-5441、FAX 03-3261-5393 

 

【事業内容】 

 森林技術の調査・研究、森林計画作成支援・測量・設計、航空写真・人工衛星データの
活用・検査、森林認証、国際協力、森林技術者の育成・資格認定 など 

 

【事業規模】 

 資 本 金：な し 

 役職員数：１３１名（派遣スタッフ含む）（平成 29年 3月 31日現在） 

 会 員 数：3,083名、292団体 

 売 上 高：1,684,895千円 

 

【ＥＡ２１対象範囲】 

 本  部：役職員数 １１１名（派遣スタッフ含む）（平成 29年 3月 31日現在） 

      延床面積 ２，２３７㎡ 

 なお、基本的には対象範囲を拡大する方向であるが、地方事務所は小規模であるととも

に、賃貸事務所であり施設の改良等ができないこと等を考慮しつつ、十分慎重に検討・対
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処する。 

 

【組織図】 

 
 

 

 

 

  本部（日林協会館） 
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２．環 境 方 針 

 

【理 念】 

 一般社団法人 日本森林技術協会は、「林業、木材利用を含む森林に関する科学技術を

振興することにより、持続可能な森林経営の推進を図り、もって森林生態系の保全、循

環型社会の構築、地球環境の保全及び文化の向上に寄与すること」を目的とした団体で

す。この目的のために実施する事業活動については、下記の方針により地球環境に配慮

した取り組みを行います。 

 

【方 針】 

 １．環境目標及び環境活動計画を定め、その実現を図るとともに持続的改善に努めます。 

 ２．環境に関する法規制・条例等を遵守し、地球環境の保全に努めます。 

 ３．職員への環境教育の推進に努めます。 

 ４．環境活動レポートを作成し、公表します。 

 ５．特に以下の項目について、重点的に取り組みます。 

  （１）電気使用量の削減による省エネルギー及び地球温暖化防止の推進 

  （２）水道使用量の削減による省エネルギー及び地球温暖化防止の推進 

  （３）廃棄物排出量の削減及びリサイクル率の向上 

  （４）事務用品などのグリーン購入の推進 

  （５）森林・林業に関わる環境情報の収集発信及び技術奨励 

 

 

平成２４年４月１日  制  定 

 

一般社団法人 日本森林技術協会  

理事長  加藤 鐵夫    
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３．環境目標とその実績 

（１）中長期環境目標（平成 27年度～平成 29年度） 

①電気使用量・水道使用量・廃棄物量の環境目標 

【電気使用量】 （単位：kwh／名）

基準値
H27年度
目標値

H28年度
目標値

H29年度
目標値

1,901.2 1,891.7 1,882.2 1,872.6

基準値の
△０．５％

基準値の
△１．０％

基準値の
△１．５％

【電気使用量：

　二酸化炭素排出量換算】（単位：kg-CO2／名）

基準値
H27年度
目標値

H28年度
目標値

H29年度
目標値

1,009.5 1,004.5 999.4 994.4

基準値の
△０．５％

基準値の
△１．０％

基準値の
△１．５％

【水道使用量】 （単位：m3／名）

基準値
H27年度
目標値

H28年度
目標値

H29年度
目標値

12.06 12.00 11.94 11.88

基準値の
△０．５％

基準値の
△１．０％

基準値の
△１．５％

【廃棄物量】 （単位：kg／名）

基準値
H27年度
目標値

H28年度
目標値

H29年度
目標値

紙類量 185.6 184.6 183.7 182.8

基準値の
△０．５％

基準値の
△１．０％

基準値の
△１．５％

合計 排出量 247.4 246.2 244.9 243.7

基準値の
△０．５％

基準値の
△１．０％

基準値の
△１．５％

※平成26年度＝平成25年度電気事業者別二酸化炭素排出係数　東京電力（株）＝0.531kg-CO2/kWh　を使用

（注）平成27年からは実排出係数を使用している。
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（注１）基準値は、これまでの本部事務所の総量から平成２６年度実績を平成２７年５月現在の本部役

職員数で割った値に変更した。 

（注２）上記変更により、電気使用量：二酸化炭素排出量換算及び廃棄物量の単位をｔからｋｇに変更

した。 

（注３）廃棄物量は、大半を占める紙類（全体の３/４）及び合計排出量を対象とした。 

 

 

②事務用品などのグリーン購入の推進 

・グリーン商品リスト掲載品の優先購入 

・不要になったオフィス家具の有効利用 

・コピー用紙・名刺・封筒等は間伐材等国産材を使用した紙の優先購入 

 

 

③森林・林業に関わる環境情報の発信及び技術奨励 

・会報誌「森林技術」等による情報発信の実施（毎月１回） 

・イベントの開催（随時）、学生森林技術研究論文コンテスト（毎年１回）及び森林技術賞

（毎年１回）の表彰の実施 

・講師派遣等の実施（毎年１回以上） 

・１Ｆオープンスペースの有効活用 
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（２）平成 28年度実績 

①電気使用量・水道使用量・廃棄物量の環境目標 

【達成状況の判例】 

◎：大幅な達成  ○：目標通りの達成  △：目標に近い未達成  ×：大幅な未達成 

【電気使用量】 （単位：kwh／名）

基準値 H27年度 備考 H28年度 備考 H29年度 備考

1,901.2 目標 1,891.7
基準値の
△０．５％

1,882.2
基準値の
△１．０％

1,872.6
基準値の
△１．５％

実績 1,789.9
基準値の
△５．９％

1,713.5
基準値の
△９．９％

達成率 105.7% 109.8%

達成状況 ◎ ◎

【電気使用量：

　二酸化炭素排出量換算】 （単位：kg-CO2／名）

基準値 H27年度 備考 H28年度 備考 H29年度 備考

1,009.5 目標 1,004.5
基準値の
△０．５％

999.4
基準値の
△１．０％

994.4
基準値の
△１．５％

実績 903.9
基準値の
△10．5％

548.3
基準値の
△４５．７％

達成率 111.1% 182.3%

達成状況 ◎ ◎

※平成27年度＝平成26年度電気事業者別二酸化炭素排出係数　東京電力（株）＝0.000505t-CO2/kWh　を使用

※平成28年度＝平成27年度電気事業者別二酸化炭素排出係数　ダイヤモンドバワ－（株）＝0.000320t-CO2/kWh　を使用

排出総量（kg-CO2） 92,199.37 58,671.04

※温暖化対策法等で、二酸化炭素排出総量が使用されており、EA21の審査においても総量が記載されていることが望ましいとされて
　いることから追記  

【コメント】 

・電気使用量は、約 10％の削減となり大幅な達成となった。主な要因としては、27年度から取り組ん

できた照明の LED化が効果を発揮してきたことに加え、効率的な業務運営による時間外勤務の縮減、

毎週水曜日の定時退社日の定着、年次有給休暇の積極的取得の推進を実施したことなどがある。 

・電気使用量の二酸化炭素排出量換算が大幅に達成したのは、上記に加え、二酸化炭素排出係数がより

少ないダイヤモンドパワー（株）に変更したことにより、排出係数の減少が大きかったことによる。 

  基 準 値 ＝平成 25年度電気事業者別二酸化炭素排出係数 東京電力（株）＝0.000531t-CO2/kWh 

  平成 27年度＝平成 26年度電気事業者別二酸化炭素排出係数 東京電力（株）＝0.000505t-CO2/kWh 

平成 28年度＝平成 27年度電気事業者別二酸化炭素排出係数  

ダイヤモンドパワー（株）＝0.000320 t-CO2/kWh 
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【水道使用量】 （単位：m3／名）

基準値 H27年度 備考 H28年度 備考 H29年度 備考

12.06 目標 12.00
基準値の
△０．５％

11.94
基準値の
△１．０％

11.88
基準値の
△１．５％

実績 12.97
基準値の
７．５％増

12.18
基準値の
１．０％の増

達成率 92.5% 98.1%

達成状況 ○ ○
 

 

【コメント】 

・水道使用量は基準値の 1％増加となったが、27年度とほぼ同数の人員規模において、昨年度比 6％の

減少となっている。これは、日頃から行っている節水対策効果のほか、効率的な業務運営による時間

外勤務の縮減、毎週水曜日の定時退社日の定着、年次有給休暇の積極的取得の推進を実施したことな

どによることから、達成率は○としたい。 

 

 

【コメント】 

・紙類量は、約 37％の削減となり大幅な達成となった。主な要因としては、ポイントをおさえた簡素な

打ち合わせ資料作成等、日頃から行っている削減対策効果のほか、平成 27年 8月に行った出力ミス

を取消す新機能（どこでもプリント）が付いたコピー複合機への入替えと、新機能の利用・活用が定

着したことよる。 

・合計排出量も約 34％の大幅な削減になったことは、紙類量が大幅な削減達成になったことによるほか、

リサイクル意識の向上による弁当がら(不燃物)が削減したことによる。 

【廃棄物量】 （単位：kg／名）

基準値 H27年度 備考 H28年度 備考 H29年度 備考

紙類量 185.6 目標 184.6
基準値の
△０．５％

183.7
基準値の
△１．０％

182.8
基準値の
△１．５％

実績 148.0
基準値の
△20．3％

116.3
基準値の
△37.3％

達成率 124.7% 158.0%

達成状況 ◎ ◎

合計
排出量

247.4 目標 246.2
基準値の
△０．５％

244.9
基準値の
△１．０％

243.7
基準値の
△１．５％

実績 228.4
基準値の
△７．７％

162.4
基準値の
△34.5％

達成率 107.8% 150.9%

達成状況 ◎ ◎
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②事務用品などのグリーン購入の推進 
・コピー複合機のリース入替（７台）はエコマーク認定商品を購入した。（コピー複合機の

リースは、既存機２台と合せて９台すべてがエコマーク認定商品） 

・コピー用紙・名刺・封筒等は間伐材等国産材を使用した紙を中心に購入した。（コピー複

合機の入替えを行い、間伐材紙「木になる紙」の導入拡大を進めている。） 

 

③森林・林業に関わる環境情報の発信及び技術奨励   

・会報誌「森林技術」等による情報発信の実施 
号 特集 

No.889 2016 年 4 月号 森林 GIS を使う―長野での取組― 

No.890 2016 年 5 月号 山に目を向けよう 

No.891 2016 年 6 月号 竹林の拡大防除と利用管理 

No.892 2016 年 7 月号 森林クラウド・森林情報の可能性 

No.893 2016 年 8 月号 木質バイオマスの小規模熱利用 

No.894 2016 年 9 月号 シカ管理のイノベーション 

No.895 2016 年 10 月号 実践タイプの人材育成を目指す７林大＋ 

No.896 2016 年 11 月号 国産材の使い途を拡げよう 

No.897 2016 年 12 月号 伐採～植栽 一貫作業システムの技術的展開 

No.898 2017 年 1 月号 森林と国土を守る治山技術を考える 

No.899 2017 年 2 月号 実用技術やシステムのいろいろ 

No.900 2017 年 3 月号 サクラとマツ―侵略的野生化と植栽実践 

 

・イベントの開催、学生森林技術研究論文コンテスト及び森林技術賞の表彰の実施 

【共催】 

大会名 開催日 開催地 

北方森林学会大会 11/10  札幌コンベンションセンター 

東北森林科学会大会 8/25～26 岩手大学農学部 

関東森林学会大会 10/18 千葉市市民会館 

中部森林学会大会 10/22～23 三重大学生物資源部 

応用森林学会大会 10/22～23 愛媛大学農学部 

九州森林学会大会 11/4～5 福岡県立クローバープラザ（福岡県春日市） 

 

【第２７回学生森林技術研究論文コンテスト】 

林野庁長官賞 

受賞名 氏 名 所 属 

育種年限の短縮に向けたスギ１年生苗の効率

的な雌花着生方法の検討 

田玉  巧 新潟大学 農学部 生産環境科学科 

 

日本森林学会会長賞 

受賞名 氏 名 所 属 

平成２８年度熊本地震により生じた森林と草地

の斜面崩壊分布と土砂移動の特徴 

小柳 賢太 東京農工大学 農学部 地域生態シス

テム学科 

 

日本森林技術協会理事長賞 

受賞名 氏 名 所 属 

都市化により断片化された孤立木で繁殖する

オオタカの繁殖成績に影響する環境要因 

夏川 遼生 慶應義塾大学 環境情報学部 
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【第６２回森林技術賞】 

 受賞名 氏 名 所 属 

森林技術

賞 

表土流亡抑止を目的とした過密ヒノキ

林の管理手法の開発と普及 

渡邉 仁志 岐阜県森林研究所  森林環境部 

専門研究員 

森林技術

賞 

国土交通大臣認定「信州型接着重ね

梁」の性能評価試験 

今井   信 長野県林業総合センター 木材部

長 

森林技術

賞 

「理論的材積式」の開発，検証，普及 井上 昭夫 熊本県立大学 環境共生学部森林

生態学研究室 

森林技術

賞 

（努力賞） 

シカ出現予測マップの開発～シカ害

対策支援アプリ「やるシカない！」  

江口 則和 

石田   朗 

山下   昇 

佐藤 亮介 

鈴木 千秋 

高橋   啓 

栗田   悟 

愛知県森林・林業技術センター 他 

 

【研究発表会の支援】 

局 名 開催名 開催日 対応 

 
林 野 庁 

国有林野間伐推進コンクール 11/18 審査員 

国有林野事業業務研究発表会 12/13 審査員及び表彰 

 国有林野事業技術開発委員会 2/22 審査員 

東   北 森林・林業技術交流発表会 2/1～2 後援及び表彰 

近畿中国 森林・林業交流研究発表会 11/29～30 表彰 

四   国 四国森林・林業研究発表会 1/24 審査員及び表彰 

 

・講師派遣等の実施 

【講師等】 

団体名 開催日等 開催地 内容等 

関東森林管理局 5/17 浜松市 低コスト再造林技術の開発 

（一社）林業薬剤協会 5/20 新宿区 小笠原の自然保護と林業薬剤 

関東地方環境事務所・関東
森林管理局・東京都・小笠原
村 

6/26 新宿区 小笠原諸島世界自然遺産地域登録 5 周年記
念行事 小笠原世界自然遺産地域が目指す
べき目標像 

ＳＳＬアンカー協会・Ｑ＆Ｓフレ
ーム協会 

7/8 水戸市 最近の地すべり災害と土木研究所の地すべり
研究について 

林野庁森林技術総合研修所 7/6～7/8 八王子市 森林調査研修 

（独）国際協力機構 9/23 渋谷区 JICA 課題別「認証制度やブランド化を通じた
森林資源の総合利用による地域振興」コース
に係る研修 

（特活）群馬県地すべり防止
工事士会 

10/24 前橋市 地球規模課題対応国際科学技術協力（ＳＡＴＲ
ＥＰＳ）事業によるベトナムへの地すべり技術協
力 

九州森林管理局・九州フォレ
スター等連絡協議会 

11/17 熊本市 低コスト再造林の目指すところは・・・現在、そし
て 10 年先 

韓国山地保全協会 12/7 韓国 International Symposium on Status and Future 
Trend of New Technology for Forest and 
Forestland Survey 

（一財）公共用地補償機構 2/14 横浜市他 立木調査指導 

(公財)東京都農林水産振興
財団 

3/1 日の出町 生物多様性の保全について 
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【委員等】 

団体名 内容等 

環境省、農林水産省、国土交通省 自然再生専門家会議 

農林水産省 革新的技術開発・緊急展開事業(うち戦略的技術開発体制形
成事業)選定審査委員会 

(国研) 農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術支援センター 

革新的技術開発・緊急展開事業(内地域戦略プロジェクト)体
系別検討委員会 

林野庁 父島列島生態系保全管理に関するワーキンググループ 

(国研)国立環境研究所 「特定外来生物の重点的防除対策のための手法開発」アドバ
イザリーボード会合 

関東森林管理局 関東森林管理局治山・林道工事審査委員会 

小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会
（管理機関：関東地方環境事務所、関東森
林管理局、東京都、小笠原村） 

小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会 

 
関東地方環境事務所 

小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会管理計画アクショ
ンプラン改定ワーキンググループ 

小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会陸産貝類保全ワー
キンググループ 

東京都 小笠原国立公園聟島列島植生回復調査検討委員会 

（国研）防災科学技術研究所 大型降雨実験施設運用委員会 

（公社）森林保全・管理技術研究所 水土保全技術部会 

（特活）国際斜面災害研究機構 地球規模課題対応国際科学技術協力 SATREPS プロジェクト
「ベトナムにおける幹線交通網沿いの斜面災害危険度評価技
術の開発」 

 

【その他】 

区分 団体名・タイトル 開催日等 開催地等 

協賛 農林水産省ほか「森と湖に親しむ旬間」 7/21～31 全国各地 

協賛 学校の森・子供サミット夏大会 8/4～5 仙台市 

後援 IUFRO モミ属国際研究会 9/21～24 札幌市 

受入 就業体験実習（インターンシップ） 9/26～30 千代田区 

後援 森林・林業・山村問題を考えるシンポジウム実行委員会「子供と森のル
ネサンス－育てようちいきのたからもの－」 

10/１ 文京区 

口頭 
発表 

第 6 回関東森林学会大会 
北海道千歳市での車両系一貫作業システム－伐出機械の地拵えへの
貢献について－ 

10/18 千葉市 

話題 
提供 

森林 GIS フォーラム「森林 GIS フォーラム地域シンポ in 島根」 
・ミニセミナー林地台帳 

10/21 松江市 

後援 土木学会ほか「木材利用シンポジウム in 京都」 11/9 京都市 

出展 エコプロダクツ 2016「NPO・NGO コーナー」 12/8～10 江東区 

情報 
提供 

群馬県藤岡森林事務所「第 2 回森林整備推進技術検討会」 1/13 藤岡市 

協賛 全国林業試験研究機関協議会「林業技術シンポジウム」 1/26 文京区 

後援 木材利用シンポジウム 3/6 新宿区 

協賛 提言「土木分野における木材の利用拡大へ向けて」－地球温暖化緩
和・林業再生・持続可能な建設産業を目指して－ 

3/22 林野庁 ・
国土交通
省提出 
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・１Ｆオープンスペースの有効活用 

  昨年度に引き続き、世界自然遺産地域である小笠原諸島において、当協会が行っている外来植物の駆除

及び自然再生事業に関連して、駆除した外来植物「アカギ」や当協会が制作したパネルの展示等を行った。 

 

④その他 

・寄付等 

  国土緑化推進機構「緑の募金」＝募金箱の設置及び募金の寄付 

  日本ユニセフ協会「ユニセフ外国コイン募金」＝募金箱の設置及び募金の寄付 

  日本鳥類保護連盟「使用済み切手・カード類の収集」＝使用済み切手の寄付 

 

・その他 

  当協会森林認証室が（公財）日本適合性認定協会より ISO/IEC 17065 認定（認証機関の国際規格） 

  森から世界を変える REDD＋プラットフォームへの参画 

  生物多様性民間参画パートナーシップへの参画 

  フォレスト・サポーターズ（美しい森林づくり推進国民運動）への参画 

  助成財団センター「JFC データベース」への情報提供 

  2017 度「ミス日本みどりの女神」の表敬訪問 
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エコプロダクツ 2016「NPO・NGO コーナー」     シュロバッタ作りの実演 

 

 

 

 

2017年度「ミス日本みどりの女神」の表敬訪問 
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４．環境活動計画、取組み結果と評価及び次年度以降の取組み内容 

 

環境活動計画 取組み結果と評価 次年度以降の取組み内容 

(１)電気使用量の削減による省エ

ネルギーの推進 

①照明 

・未使用スペースの消灯 

・昼休憩時の消灯 

・屋外自動照明の廃止 

・事務所スペースへのＬＥＤ照明

の導入検討（平成２５年度未実

施箇所） 

・ＬＥＤ照明箇所のダウンライト

の間引き（業務に支障のない範

囲で実施） 

②空調 

・未使用スペースの電源オフ 

・基本設定は夏季冷房２８℃程度、 

冬季暖房２０℃程度に設定 

・夏季クールビズ、冬季ウォーム

ビズの実施 

・扇風機及びサーキュレーターの

有効活用 

③その他 

・毎週１回（水曜日）の定時退所

日（ノー残業デイ）の実施 

・階段使用の奨励（エレベーター

の使用頻度の軽減） 

・給湯器の温度６０度設定 

・敷地内の緑化※及び雨水浸透施設

の設置によるヒートアイランド

対策の実施 

※高木は在来種（ダイスギ、シダレ

ヤナギ、イロハモミジ、シダレザ

クラ）を使用 

 

 

 

 

・電気使用量は、約１０％の削減

となり大幅な達成となった。 

・主な要因として以下のとおり。 

・日頃から行っている節電対

策効果（左記項目の実施） 

・平成 27年 5月に事務所等

専有スペース及びトイレ

を全て LED化（それ以前は

専有スペースの約半分が

LED） 

・効率的な業務運営による時

間外勤務の縮減(△20%) 

・年次有給休暇等取得の推進

を実施 

・スーパークールビズの定着

化 

(１)電気使用量の削減による省エ

ネルギーの推進 

①照明 

・未使用スペースの消灯 

・昼休憩時の消灯 

・屋外自動照明の廃止 

・ＬＥＤ照明箇所のダウンライト

の間引き（業務に支障のない範

囲で実施） 

 

 

 

②空調 

・未使用スペースの電源オフ 

・基本設定は夏季冷房２８℃程度、 

冬季暖房２０℃程度に設定 

・夏季クールビズ、冬季ウォーム

ビズの実施 

・扇風機及びサーキュレーターの

有効活用 

③その他 

・毎週１回（水曜日）の定時退所

日（ノー残業デイ）の実施 

・ＧＷ、お盆帰省及び年末年始を

活用した休暇取得推進の実施 

・階段使用の奨励（エレベーター

の使用頻度の軽減） 

・給湯器の温度６０度設定 

・敷地内の緑化※及び雨水浸透施設

の設置によるヒートアイランド

対策の実施 

※高木は在来種（ダイスギ、シダレ

ヤナギ、イロハモミジ、シダレザ

クラ）を使用 
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環境活動計画 取組み結果と評価 次年度以降の取組み内容 

(２)水道使用量の削減による省エ

ネルギーの推進 

・給湯室での流しっぱなし洗い禁

止 

・トイレの節水対策として、メー

カーや設備会社に節水設定の可

能性をヒアリングするととも

に、節水設備の導入について費

用対効果を含めて継続検討 

 

 

・水道使用量は、前年度実績比で

約６％の削減となった。 

・主な要因として以下のとおり。 

・日頃から行っている節水対

策効果（左記項目の実施） 

・効率的な業務運営による時

間外勤務の縮減(△20%) 

・年次有給休暇等取得の推進を実

施 

 

(２)水道使用量の削減による省エ

ネルギーの推進 

・給湯室での流しっぱなし洗い禁

止 

・毎週１回（水曜日）の定時退所

日（ノー残業デイ）の実施 

・ＧＷ、お盆帰省及び年末年始を

活用した休暇取得推進の実施 

・階段使用の奨励 

(３)廃棄物量の削減及びリサイク

ル率の向上 

・印刷時の両面コピー、裏紙利用

の徹底 

・分別廃棄の徹底 

・不要になったオフィス家具の有

効利用 

・ミックスペーパーの周知徹底 

 

 

 

・紙類量は、約３７％の削減とな

り大幅な達成となった。主な要

因としては、日頃から行ってい

る削減対策効果のほか、平成２

７年８月に行った出力ミスを取

消す新機能（どこでもプリント）

が付いたコピー複合機の入替え

と、新機能の利活用が定着した

ことによる。 

・合計排出量が約３４％の削減に

なったことも、紙類量が大幅な

達成になったことによる。 

・なお、平成 28年度から「５Ｓ運

動」を本格的に取り組むことと

したことから、平成 2９年度は保

管書類の点検等により廃棄物量

の一時的な増加が見込まれる。 

 

(３)廃棄物量の削減及びリサイク

ル率の向上 

・５Ｓ運動の強化による書類の減

量化 

・印刷時の出力ミスチェック、両

面コピー、裏紙利用の徹底 

・分別廃棄の徹底 

・不要になったオフィス家具の有

効利用 

・ミックスペーパーの周知徹底 

 

（４）事務用品などのグリーン購

入の推進 

・グリーン商品リスト掲載品の優

先購入 

・コピー用紙・名刺・封筒等は間

伐材等国産材を使用した紙の優

先購入 

 

 

 

・事務用品当の購入に当たって、優

先的にグリーン商品を購入した。 

 

 

 

 

・名刺・封筒は全量間伐材を使用し

た紙による商品を購入した。コピ

ー用紙についてほぼ全量を購入

した。 

 

 

・グリーン商品購入促進のための

指標を作成する。 

・引き続きコピー用紙・名刺・封

筒等は間伐材等国産材を使用し

た紙製品の優先購入を拡大す

る。 

(５) 森林・林業に関わる環境情報

の発信及び技術奨励 
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・会報誌「森林技術」等による情

報発信の実施（毎月１回） 

・イベントの開催（随時）、学生森

林技術研究論文コンテスト（毎

年１回）及び森林技術賞（毎年

１回）の表彰の実施 

 

 

 

・講師派遣等の実施（毎年１回以

上） 

 

 

 

・１Ｆオープンスペースの有効活

用 

・毎月１回、年間１２回発行した。 

 

・各森林学会の開催を共催した(６

回)。林野庁、森林管理局開催の

研究発表会等への審査委員派遣

等支援した(６回) 

・学生森林技術研究論文コンテス

ト（毎年１回）及び森林技術賞

（毎年１回）の表彰を実施した。 

・各種講習会等へ講師として派遣

した(11 回)。各種委員会等へ委

員等として派遣した(13 回)。各

種イベントの後援等を行った

(13回)。 

・協会の事業について展示した。 

・引き続き定期に発行する。 

 

・引き続き実施する。 

 

 

 

・引き続き実施する。 

 

 

・引き続き実施する。 

 

 

 

 

・展示物の充実を図る。 
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５．代表者による全体評価と見直しの結果 

（１）全体評価 
 平成２７年度始期の中期計画において「役職員一人当たり排出量」等に目標設定を改め

たことで、現実的な目標設定になり、また、的確な実態把握とそれに基づく評価、見直し

が可能となったことは評価できる。 

 その上で、設定したそれぞれの目標について、良好に達成したことも評価できる。また、

達成に当たっては、関係の多くの役職員の積極的な取組が欠かせないが、毎月初の会議に

おいて、目標値や前年度実績値と対比しながら進行状況を共有・確認しつつ、クールビズ

の取組等タイムリーに情報提供することで、多くの役職員がムリなく環境経営に積極的に

参加し、成果を上げてきていることも評価できる。 

 このほか、職員数増加に伴い、平成２７年度から導入した内部監査を ISO9001 の取り組

みとも連動させつつ、有効に実施したことは評価できる。 

 なお、平成 27 年度中に適正に処理を終えたＰＣＢ廃棄物の処理については評価できる。

今後、法令により５年間の関係文書の保管が必要であることから、引き続き適切に対処

する必要がある。 

 

 

（２）見直し 
 「役職員一人当たり排出量」等に目標設定を改めたことで、現実的な目標設定になり、

また、的確な実態把握とそれに基づく評価、見直しが可能となったことや目標達成には関

係の多くの役職員の認識と積極的な参加が欠かせないことを踏まえた、毎月初の会議での

確認や注意喚起、前向きな議論など、良い取り組みをさらに進めていくこととする。 

平成２８年度から本格的に行った「ＧＷ及び年末年始を活用した休暇取得推進」につい

ては、国が取り組んでいる「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)」協会の事業形態

を勘案し、ＧＷ、年末年始のほか、８月のお盆休み前後に集中的に年次有給休暇を取得す

ることを積極的に推進する。 

 また、電力会社について、平成２８年度からより二酸化炭素排出係数が少ない会社に変

更したが、電力の小売全面自由化や新エネルギーの台頭により電力市場が過渡期であるこ

とも念頭に、今後とも電力市場の動向を注視しつつ適切に対処することとしたい。 

 なお、水道使用量の設定目標については、基準値の１％増となったものの、使用量にお

いて昨年比６％の減となっていることから、引き続き設定目標を維持し、節水対策等を進

めていくこととしたい。 

 

 

平成２９年５月１日       

一般社団法人 日本森林技術協会  

理事長  福田 隆政    
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６．環境関連法規への違反、訴訟の有無 

 

 環境関連法規等について、それぞれ遵守した。なお、関係機関等から指導、指摘及び訴

訟等は過去３年間なかった。 

 

 

【環境関連法規等のとりまとめ】 

 事業活動に当たって遵守しなければならない環境関連法規、条例及びその他の規則は次

のとおりである。 

 

法律名等 略称 主務官庁 遵守状況 

環境基本法 ― 環境省 〇 

循環型社会形成推進基本法 ― 環境省、経済産業省 〇 

国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律 

グリーン購入法 環境省 
〇 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃掃法 環境省 報告書提出

済み 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推

進に関する特別措置法 ※ 

PCB処理特別措置法 環境省 
〇 

千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関す

る条例 

― 千代田区 計画書提出

済み 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律 

容器包装リサイクル

法 

環境省、経済産業省 
〇 

資源の有効な利用の促進に関する法律 リサイクル法 経済産業省 〇 

フロン排出抑制法 フロン法 環境省 〇 

特定家庭用機器再商品化法 家電リサイクル法 環境省 〇 

※平成 27年 12 月に処理が完了した。 

 

 


