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経営責任者メッセージ

株式会社　大伊豆

代表取締役社長 大川　和康

環境管理責任者メッセージ

地球にやさしい事業を通して
環境保全に貢献すると共に
健康的で豊かな生活を目指します。

株式会社　大伊豆

取締役 堀江　隆之

株式会社大伊豆は、エコアクション 21 の活動を通し　日頃より一進一退試行錯誤の連続で環境保全活動に取り組んで

まいりました。温故知新　近江商人の原点　三方よし「買い手よし、売り手よし、世間よし」の精神　を大切に継承し

て参りたいと思って居ります。

弊社では、包材全般を取り扱っております。SDG’ s の観点から特にプラスチック包材についてモノマテリアル化・植物

由来のバイオプラスチック・ライスレジンなどの生分解性樹脂、特に PLA 樹脂（Poly-Lactic Acid（ポリ乳酸））は、バ

イオマス（生物資源）を原料にする「バイオマスプラスチック」であり、かつ微生物によって分解される「生分解性プ

ラスチック」両方の特性を兼ねている点でも優れた素材で、循環型社会の実現に重要な役割を果たす新しいプラスチッ

クだと注目しています。紙類については、ストーンペーパー・LIMEX などの新素材に注目しています。

とりわけプラスチック・紙　ともにリサイクル性の向上についての情報や新技術を、随時・情報収集し精査した後、お

客様と情報共有を行うことで微力ながらリサイクル率の向上につなげていきたいと願っています。

サスティナブル社会実現に向け　お客様のニーズにマッチした環境負荷の低い素材を随時ご提案できるようメーカー各

社様と連携を深め、最新のサスティナブル素材でオンリーワンの商品をご提供し、お客様のビジネスに貢献させて頂き

たいと思って居ります。

これからも会社を取り巻く多くの人々　従業員とその家族を中心に　取引先各社の皆様　近隣地域社会の皆様と共にサ

スティナブルな社会実現を目指して環境保全活動を続けてまいります。

幸せの輪を未来の日本に伝えたいと社員一同願っています。

エコアクション 21 認証から 15 年が経ち定着した活動もあれば未だに達成できていない計画もあります。来期は環境

経営計画の見直しをし、環境経営活動に取り組んでまいります。今年度はコロナウイルス発生から 3年、またロシアに

よるウクライナ侵攻後、社会情勢が不安定となり円安、物価の高騰等、材料価格の値上げもあり企業としては大変厳し

い状況過です。地球環境もまた大規模な自然災害、気候変動に伴う異常気象、エネルギー問題等様々な問題を抱えてお

ります。来期は新事業もスタートいたします。お客様に喜んで頂ける環境に優しい商品、サービスを提供し地球環境保

全に貢献いたします。

環境にやさしい商品・サービスの提供を
もって地球環境保全に貢献します。
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会社概要

事業所名 株式会社　大伊豆

代表者 代表取締役 大川　和康

事業所名 本社 神奈川県川崎市宮前区平3-9-21

厚木事業所 神奈川県厚木市長谷260-12

環境管理責任者 堀江　隆之

事務局及び連絡先 松永　千恵子　e-mail：chieko_matsunaga@oizu.co.jp

TEL：046-247-1655　FAX：046-247-5320

事業内容 梱包業

コントラクトパッケージ・包装資材販売・有機商品（有機肥料）販売

包装資材設計・包装資材加工・ポリ製袋・リコージャパン保守部品倉庫管理

対象範囲 環境活動の対象範囲は全従業員26名（2022年9月現在）となります。

0千円

100000 千円

200000 千円

300000 千円

400000 千円

500000 千円
売上

2022 年2021 年2020 年2019 年2018 年2017 年2016 年

351,000

323,000

263,000

315,000

244,000

228,000

本社 厚木事業所 合計

敷地面積

床面積

業務内容
従業員数

100 ㎡ 1,735 ㎡ 1,835 ㎡

60 ㎡ 2,129 ㎡ 2,189 ㎡

総務・経理 委託包装・包装資材設計・加工 -

3 名 23 名 26 名

195,000

売上

環境活動範囲 事業内容に記載の全活動について対象となります。
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1971 年 6 月 川崎市高津区にて大伊豆梱包を創業

1974 年 6月 有限会社大伊豆梱包（旧川崎工場）を設立

1975 年 5月 旧川崎工場にて補修部品の委託包装業務開始

1977 年 4月 埼玉工場開業（段ボール製造業務開始）

1978 年 6月 厚木工場開業（アソート業務開始）

1980 年 9月 久地工場開業（緩衝材加工、工業用ベルト在庫管理開始）

1981 年 10 月 株式会社大伊豆梱包に改組

1983 年 4月 厚木工場　第 1期増築完成

1984 年 4月 厚木工場　第 2期増築完成

1987 年 4月 ベルト管理業務撤退のため、久地工場閉鎖

1988 年 10 月 段ボール製造業務縮小に伴い埼玉工場閉鎖

1990 年 4月 株式会社大伊豆に改称

1992 年 12 月 「出前シュレッダーサービス」開始

2002 年 10 月 ArtiosCAD SYSTEM 導入

2003 年 4月 ナカバヤシ㈱よりエコポリスバン導入

2007 年 9月 エコアクション 21 認証・登録　0001426

2012 年 10 月 ポリエチレン製袋事業開始

2013 年 9月 代表取締役交代　大川 喜代治　就任

2015 年 6月 代表取締役交代　大川 和康　就任

2017 年 5月 カッティングマシーン導入

2019 年 10 月 「出前シュレッダーサービス」終了

2020 年 7月 ポリエチレン製袋事業を厚木事業所に移転

2020 年 12 月 製袋事業移転のため川崎工場閉鎖

現在に至る

沿革
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事業活動

流通加工 包装加工

物流管理

カッティング加工

オリジナル梱包材製作

ウレタン発砲緩衝材製造

デザインデータ作成

大手 OA 機器メーカーのパーツ包装作業 

で培った経験で小部品からユニット製品 

まで様々な形状の包装に対応。 

商品の組立作業や小分け作業、詰め合わ 

せ品等のアソート作業も充実。

カッティングマシンとインスタパック ® 

現場発泡包装システム組合せで、外装箱

と内装（緩衝材）をスピーディーに製作。お急

ぎの発送にも対応。 

お預かりした商品を効率的に流通させる 

ためにきめ細かな対応を行っており、ご要望に

より商品の保管、合理的な包装資材の手配や経

済的な輸送手段などご提案。

カッティングマシンで加工可能な素材から

様々なケースを製作。製品に合わせた内装材の製作、

ベルトやキャスターの取付けなど、ご希望の用途に

合わせたカスタマイズ応。  

マルチカッティングマシンによるカット＆簡易ルーター加 工に

よりダンボールシートやプラダン、樹脂発泡材のカッ ト加工。

小ロット対応や 1 点づつカスタマ

イズしたケースなど細かなご要望

に対応。  
 Adobe Illustrator で各種デザイン。入稿

データの作成。フライヤー、折パンフレット、

ラベルなど、デザインから印刷・納品（発送）

まで対応。取扱説明書の線画作成や図版の

トレース作業にも対応。

インスタパック ® 発泡体は、デリケートな

商品を衝撃から守りサイズや形状を選ばず

製造。部分的に使 用することで使用量と

コストを同時に抑え経済的。プレモールド

（成型型による製造）以

外は随時対応可能。
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我々は、物流包装の品質向上によって多くのお客様の信頼を獲得し、

環境にやさしい商品・サービスの提供をもって地球環境保全に貢献する。

■ お客様に感動を与えられる商品・サービスをタイムリーに提供する。

■ 品質・環境面で問題が発生した場合は、迅速に対応し恒久対策によって再発を防止する。

■ 環境関連法規並びに、その他の同意した要求事項を遵守する。

■ 汚染予防・廃棄物削減・省エネルギー・グリーン購入・節水等について継続的に改善を進める。

制定日：2005 年 10月 1日
改訂日：2015 年 10月 1日

株式会社 大伊豆

代表取締役 大川和康

1. エネルギー消費を抑制し、温室効果ガス排出量低減を目指します。

2. 廃棄物の削減と3R（リデュース・リユース・リサイクル）に取り組みます。

3. 限りある水資源を大切にし、常に無駄のない利用法を考えます。

4. 化学物質については使用量を把握し、適正管理に努めます。

5. 環境関連法規および社内規定を遵守します。

6. 環境方針を周知し、全従業員の環境意識向上を推進します。

7. 環境に配慮された商品・サービスを率先して導入します。

8. エコドライブを推進します。

環境経営方針

行動指針
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環境管理体制と役割

活動範囲は全事業所を対象とし全従業員とする。

代表取締役をリーダーとし環境管理責任者を中心として 3部門の体制の活動。

大川 和康

経営責任

代表取締役

松永千恵子

環境管理事務局

堀江 隆之

環境管理責任者

取締役

大川　哲史

本社
活動責任者

厚木事業所
（1階包装区）
活動責任者

高井 利幸 久保 幸一

厚木事業所
（2階RJC区）
活動責任者

環境経営方針の決定
環境管理責任者の任命
環境活動の評価と見直し

環境経営方針と行動指針の承認
環境活動の責任者
環境活動の取組の評価
緊急時の指示
代表取締役への報告

環境経営目標及び環境経営計画の策定

教育訓練の策定

環境負荷の特定

環境活動レポートの作成

条例、法令の管理

文章、記録の保管

是正、予防措置の検討

環境経営方針、行動指針を従業員に周知
環境経営目標、環境経営計画の実施と進捗の把握と事務局への報告
法規制等の遵守

環境管理責任者と事務局及び部署長の指示に従い行動

代表取締役

環境管理責任者

環境管理事務局

各部署長

従業員

職務と役割

経営における課題とチャンスの明確化
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2022 年度の実績と目標達成状況
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2023 年度の目標と中期目標

※プラスチック処理量は 2021 年度実績とした。
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2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

二酸化炭素排出量【Kg/CO²】

軽油ガソリン電気

二酸化炭素排出量の割合

2022 年度の二酸化炭素排出量の目標値は基準年の 99,665 の 3%削減の 96,675 今年度の
実績値が 72,290 で達成しました。要因としては川崎工場閉鎖、本社のガソリン車の不使
用、5月に行った LEDライトへの交換、委託包装の物量の減少などが考えられる。
5月交換した LEDライトは夏期の電力量を昨年度と比べてみると減少している事がわかる。
また毎日稼動しているトラックの配送拠点が愛川町から厚木市古沢に変わり運転距離が近
くなったので軽油使用量も減っていた。
弊社の二酸化炭素排出量の割合をみてみると電気使用よる排出量が 71%を占めている。
工業機械の稼働やエアコンや照明の使用が主だが更なる節電対策が必要である。
ロシアによるウクライナ侵攻やコロナウイルスなど社会情勢の悪化で電気料金も上昇し
電気使用量は減少しているが電気料金は増大している。電気料金は確実に上がっており政
府は節電要請を決定し企業と家庭の双方に対し大規模な節電を促す事を決定した。
改善策を練りなおし、経営計画の見直しを図りたい。
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電気
71%

ガソリン
   5%

軽油
24%

■世界電力消費量 Top10

第 1 位　中国……4,600TWh

第 2位　アメリカ……3,819TWh

第 3位　日本……923TWh

第 4位　インド……857TWh

第 5位　ロシア……856TWh

日本は 3位に入っていますので、世界でも非常に多く電力を消

費している国だということが分かります。
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2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

電力使用量の削減

活動計画の内容 評価 コメント 活動担当

エアコンの温度管理（冷房 28℃暖房 20℃）

常時点灯の照明器具を LEDに変更

休憩時間の室内消灯

離席時のパソコンの電源OFF

電力使用量の把握と確認

ウォームビズ・クールビズを実施

2022 年 5月全館 LEDライトに交換した

部署別

堀江・久保木

部署別

部署別

堀江・久保木

定着した活動となっている

定着した活動となっている

毎月の使用料を確認し目標値と照し合せた

◎
△

◎
◎
◎

社内の照明器具を LED ライトに変更

電力使用量【Kg】

ウォームビズ＆クールビズ実施

ご理解ご協力をお願いいたします。

株式会社　大伊豆

夏季期間中 Cool Biz を実施しております。
ノーネクタイ、ノージャケットでお越しください。

社内は控えめな温度設定にしております。

軽装にて対応させて頂いております。

照明は利用を最小限に抑えております。

毎年ポスターを掲示しウォームビズと
クールビズ実施をしています。

1階作業包装作業区 ２階リコージャパン様業務 ３階事務所 廃棄物

2022 年５月の１ヵ月間で LEDライトの交換を実施ししました。長年の目標が達成出来ました。

LEDライト交換によって出た古いライトは再利用したいという企業に譲渡しました。

休憩室のエアコンを新しい物に交換

➡
エアコンが壊れた為新しい省エネタイプのエアコンに
交換しました。今まで使用していたエアコンは昭和時
代の物で電気使用量が多く経済的でありませんでした。
省エネタイプのエアコンを取り付けた。
（2022 年 7月 2日実施）

◎ 達出来た △ 一部達成出来た × 達成出来なかった
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2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

ガソリン・軽油使用量の削減

活動計画の内容 評価 コメント 活動担当

停車時のアイドリングストップ

急加速・急停車の防止

タイヤ空気圧のチェック

ガソリン使用状況と燃費計算

エコドライブマニュアルの作成 マニュアルを作成し全従業員に配布 松永

ドライバーに指示し徹底した

ドライバーに指示し徹底した

ガソリン給油時毎月 1回程度の確認

使用料は確認したが燃費計算が出来ていない

運転管理者

久保

運転管理者

運転管理者

㎠ )

エコドライブマニュアルの作成

エコドライブマニュアルを作成し従業員に配布した。
このマニュアルを使用してエコドライブ教習を行い
たかったが出来なかった。社内だけでなく家庭でも
活用して頂くため紙ベースで用意した。

5月からリコー様の納品先が変更され納品距離が
短くなった。軽油使用量が軽減された。

◎
◎
◎
△

◎

ガソリン使用量【Kg】 軽油使用量【Kg】

大伊豆トラック
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◎ 達出来た △ 一部達成出来た × 達成出来なかった
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2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

廃棄物の削減

活動計画の内容 評価 コメント 活動担当

分別管理

ミスコピーの削減

出荷用梱包材のリユース・リサイクル

廃棄資材の格安販売

ダンボールシート端材の利用

インスタパックの端材の利用

定着した活動となっている

入力後の確認が出来ていないしミスが多い

端材や廃棄物を使用した梱包を行っている

バラ状緩衝材が少なくなり販売出来ていない

ダンボール端材はパットなどに活用している

廃棄物は型に入れ上から液を入れ使用 畑

花里

篠田

小島

松永

高井◎
×

◎
×

◎
◎

一般廃棄物【Kg】 産業廃棄物【Kg】

資材の端材利用

ダンボール端材の再利用

インスタパック端材の再利用

出荷用梱包材のリユース・リサイクル

ゴミの分別管理

ゴミ箱は色分けし分別 ダンボール廃棄品利用

出荷用梱包の廃棄品利用

◎ 達出来た △ 一部達成出来た × 達成出来なかった
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2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

水使用量・排水量の削減

活動計画の内容 評価 コメント 活動担当

手洗の水出したままの使用禁止

洗車の見直し

まだ出したまま手洗いしているのを見かける

バケツを利用し仕上げだけホースを使う 運転管理者

松永×

◎

水使用量【㎥】

手洗場ポスター

トイレ・洗面所改修工事着工

トラックの洗車

2022 年 6 月 24 日～ 7月 12 日　トイレ・洗面所の改修工事を行ないました。
1978 年（昭和 53 年）から使用していた為、床や壁の老朽、1回の水洗量もかなり多くこれ以上の改善に
は改修工事が的確と判断しました。

トイレ・洗面所の改修工事 清潔できれいなトイレ・洗面所になった 堀江◎

➡洗面所  女子トイレ 男子トイレ 工事中の様子 仮説トイレ

トラックの洗車は毎月 4回行っています。

バケを使用して極力水の使用量を削減しています。

洗車の回数も半分位にしたいのですが汚れが酷くな

ると次に洗車する際水の使用量が増えるので、現在

はこまめな洗車をしています。

工事中は仮設トイレを 2台用意して頂き

対応しました。従業員の皆様には不自由

な数日間でしたが綺麗なトイレと洗面所

になりました。水使用量がどの位になる

のか楽しみです。

◎ 達出来た △ 一部達成出来た × 達成出来なかった

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2022 年2021 年2020 年2019 年2018 年2017 年

618 562 488 378

316 255



環境活動レポート2022エコアクション21
15

2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

化学物質使用量と適正な管理

活動計画の内容 評価 コメント 活動担当

メチレンビス（インスタパック A液含有）管理

ドラム缶転倒時対応訓練

インスタパック B液の温度管理

極力在庫は持たないで適正な管理をした 畑

毎年 1回の転倒訓練を行った 畑

毎日温度をチェックし適正な管理を行った 畑

◎
◎
◎

ドラム缶転倒時対応訓練（毎年 1回）

インスタパック B液の温度管理（毎朝 1回）

第一種化学物質使用量【Kg】
メチレンビス

ケミカル B液のドラム缶に保温ベルトを巻き温度管理を
行なっている。ある程度の温度に達成していないと発泡
状態が悪く不良が発生しやすい事がわかっている。
特に寒い冬場は保温ベルトは必須で温度管理は毎日行い
一定の発泡が行えるよう調整している。

ドラム缶ベルト写真

2022 年６月 21 日ドラム缶転倒時対応訓練を行なった。訓練に合わせて「非常用油液吸収キッドの中身を確認した。
中身は①吸収パッド②ゴム手袋③ポリ袋の３点が揃っていた。

◎ 達出来た △ 一部達成出来た × 達成出来なかった
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2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

資源の管理

活動計画の内容 評価 コメント 活動担当

ダンボール製品のラインナップ集約

電子メディアによるペーパーレス化

コピー 1枚ベスト運動

ロットが大きい物に関しては集約で来た 篠田

注文書等のペーパレスが出来ない

両面印刷の活用がされていない

全部署

全部署

△

×

×

A4 普通紙使用量【枚】

１枚ベスト運動ダンボールシート管理

ダンボール箱管理

ポリ袋管理

タブレットによる手順書
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2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

環境教育活動

活動計画の内容 評価 コメント 活動担当

毎月 1回環境教育資料の掲示

エコドライブ教習

水と電気とインターネットを供給「Watly」がアフリカを変える。

Watly( ワットリー）は同名のベンチャー企業が開発した水・電気・インターネットを提供する機器。

サハラ以南のアフリカでは人口の 66％以上の約 6億 2500 万人が電気のない生活を送っており人口の

39%の人々は安全な飲み水すら得られない。

Watly はソーラーパネルで太陽エネルギーを電気に変換しバッテリーに蓄電。この電力によりフィル

ターで水をろ過、沸騰、蒸留し年間に 300 万リットルの飲み水を提供している他、無線インターネッ

ト接続が可能なハブや充電ポートの動力源にもなる。

Watly はアフリカ農村部の生活改善を目指しており、すでにガーナの農村部で試作品をテスト済み。

EUからも出資金を受けており同社は 8年以内にアフリカ全体で 1万台のWatly を設置する意向。　

またそれにより 5万人の雇用を見込んでいる。

1日 500ℓの飲み水を確保できる もう汚れた水を飲まなくてもよい

電気をつけて勉強する事もできるインターネットも供給

我々は人々を

21 世紀の中心へ導く
創業者　マルコ　アッティサニー氏

首都キエフからポーランドとの国境に向かう道は、ウクライナから避難する

車で渋滞していました。父親と離れ離れになった男の子は、母親と移動する

車内で「パパはキエフに残っています。“僕たちの英雄・軍隊を助ける” って。

ウクライナ軍を助けて、もしかしたら戦うことになるかもしれない…」と、

涙ながらに話しました。

ロシアが現役兵９０万人 予備役 200 万人に対しウクライナの

現役兵は１９万６000 人 予備役９０万人。ウクライナは１８～

６０歳の予備役の招集を始めた。家族を国外に避難させウクラ

イナに残って戦う決意の民間人。また他国に在住していたウク

ライナ人の中には母国を守るため帰国する民間人もいる。

ロシア軍によって破壊された住宅。被害は広がっていて犠牲者も民間人

だけで 2000 人を超えているという報道も出されているが正確な被害者

数はわかっていない。

子供たちも沢山犠牲になっている。ウクライ

ナ北東部の国境から車で 1時間のところにあ

る小さな町アフトゥイルカでは、2/25 幼稚園

が攻撃を受けた。この攻撃で、6人の子供達

が死亡した。

ゼレンスキー大統領 プーチン大統領

ウクライナ対ロシア

学校は治安上の問題から閉鎖され、教育を受け

る権利が影響を受けている。ロシア軍が軍を集

結している脅威は、ウクライナ市民の人権に影

響を及ぼしている。

戦争は最大の人権侵害
いかなる理由があろうとも

NO WARNO WAR

日本でも各地で抗議集会が開かれている

毎日のように報道されるウクライナ情勢。

今後も予断を許さない状況が続きそうです。

環境教育資料は環境問題のみならず、SDGｓで掲げて
いる目標の為に活動している世界の取組や社会情勢な
ど様々な視点から紹介しています。

環境教育資料の配布と掲示（毎月 1回掲示）

SDGｓを基本に様々な資料を作成した

マニュアル完成　教習まで出来なかった 久保

松永◎
△

教育資料は２階休憩室前の通路に毎月掲示しています。
１年分の掲示用額を端材で作制しました。
来客頂いたお客様にも好評です。

外来種とは、カミツキガメのように、元々その地域にいなかったのに、人間の活動によっ

て他の地域から入ってきた生物のことを指します。“外来種” という言葉を見ると、海外か

ら日本に持ち込まれた生物（国外由来の外来種）のことを表すと思われがちです。しかし、

“在来種（本来の分布域に生息・生育する生物）” でも、たとえばカブトムシのように、本

来は本州以南にしか生息していない生物が北海道に入ってきた、というように日本国内の

ある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、“外来種” となり、元からその地域にいる生物に影

響を与える場合があります。このような "外来種 " のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。

※ 渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません。

外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるも

のを、侵略的外来種といいます。具体的な例としては、沖縄本島や奄美大島に持ち込まれ

たマングース、小笠原諸島に入ってきたグリーンアノールなどがあげられます。

小笠原諸島は海洋島といって、一度も大陸と陸続きになったことがない島々で、小笠原で

独自の進化を遂げてきた固有生物の宝庫と言われています。グリーンアノールは小型のト

カゲで、昆虫などを主食にしていて、小笠原固有の昆虫の多くがグリーンアノールに食べ

られてしまい、絶滅の危機に瀕しているもの、既に絶滅してしまったかもしれないものが

多くいます。

1．入れない　～悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。

2．捨てない　～飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」（逃がさない・放さない・逸出させないことを含む）。

3．拡げない　～既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」（増やさないことを含む）。

[ 侵略的外来種 ]

[ 外来種の問題点 ]
生態系は、長い期間をかけて食う・食われるといったことを繰り返し、微妙なバランスのもとで成立しています。

ここに外から生物が侵入してくると、生態系のみならず、人間や、農林水産業まで、幅広くにわたって悪影響を及

ぼす場合があります。もちろん全ての外来種が悪影響を及ぼすわけではなく、自然のバランスの中に組み込まれ、

大きな影響を与えずに順応してしまう生物もいます。しかし、中には非常に大きな悪影響を及ぼすものもいます。

[ 生態系への影響 ][ 人の生命・身体への影響 ]

[ 農林水産業への影響 ]

マングース

グリーンアノール

[ 外来種による被害を予防するために ]

オオキンケイギク ウシガエルアライグマオオクチバス

外来種の中には非意図的にやってきた生き物も沢山います。これら

の生物が、何らかの理由で自然界に逃げ出した場合、多くは子孫を

残すことができず、定着することができないと考えられています。

しかし、中には子孫を残し、定着することができる生物もいます。

「食料自給率」とは、その言葉の通り我々が食べる「食料」を「自給している率（割合）」

です。「自給している割合」とは、「日本全体に供給された食料」に占める「日本で生産

した食料」の割合ということになります。

1. 食料自給率とは1. 食料自給率とは

2. カロリーベースと生産額ベースの食料自給率2. カロリーベースと生産額ベースの食料自給率
(1) カロリーベースの食料自給率(1) カロリーベースの食料自給率
一つの「ものさし」が「カロリー」です。食料は人間が生きていくために欠かすことのできないものです。この食料安

全保障の観点から、最も基礎的な栄養価である熱量（カロリー）に着目したものが「カロリーベースの食料自給率」です。

令和元年度の値は、国民 1人 1日当たりに供給している全品目の熱量の合計（供給熱量：2,426kcal）に占める国産の熱

量（国産熱量：918kcal）の割合を計算し「38％」となっています。

(2) 生産額ベースの食料自給率(2) 生産額ベースの食料自給率

もう一つの「ものさし」が「金額」です。食料の生産・輸入・加工・流通・販売は経済活動であり、全てお金に換算す

ることができます。そのため、経済活動を評価する観点から、生産額や輸入額を基に計算した自給率が「生産額ベース

の食料自給率」です。令和元年度の値は、食料全体の供給に要する金額の合計（15.7 兆円）に占める国内生産額（10.3

兆円）の割合を計算し「66％」となっています

3. 品目別の食料自給率3. 品目別の食料自給率
日本人が昔から食べてきた米や野菜、魚介類の自給率は、それぞれ米 97％、野菜 79％、

魚介類 52％と比較的高くなっています。これは昔から食べていた、生産基盤や生産

技術が高い、生鮮野菜は長期保存ができず輸入が難しい、魚介類は国内で新鮮なま

ま流通できるといった理由も考えられます。畜産物の自給率は、牛肉35％、豚肉49％、

鶏肉 64％、鶏卵 96％、牛乳・乳製品 59％となっており、

これは国内で生産している割合を示しています。小麦や、油脂類・飼料の原料となる大豆、菜種、

とうもろこしなどは、日本の限られた農地では大量に生産するのが難しく、自給率はそれぞれ

小麦 16％、大豆 6％、油脂類 13％と低い状況です。

砂糖の原料となるてん菜は北海道でさとうきびは沖縄県・鹿児島県南西諸島で生産されていま

す。このように国内では産地が限られる中、外国からも砂糖原料（粗糖）を輸入しており、砂

糖類の自給率は 34％となっています。

4. 食料自給率と食生活の変化4. 食料自給率と食生活の変化
米の消費量は昭和 40 年代の半分以下になっています。米は基本的に国内で自給できますので、

自給率が高い米の消費が減ることは自給率全体が低下することにつながります。

一方で、牛肉、豚肉、鶏肉、牛乳・乳製品、油脂類は大幅に増加しています。畜産物は、飼料

自給率を加味すると自給率は低くなりますし、油脂類は、原料の大豆や菜種などを多く輸入し

ており、これも自給率が低い品目です。自給率が低い畜産物や油脂類の消費が増えるというこ

とは、これもまた食料自給率全体が低下することにつながります。

戦後の日本では急激な経済成長とともに生活様式も変化しました。外食産業の増加、スーパーや

コンビニでの弁当やお総菜などの中食の普及、冷凍技術の進歩による加工食品の多様化など、生活様式の変化に合わせて

「食べ方」も大きく変わってきたと言えます。好きなものがいつでも食べられるという、日本の歴史上かつてないほど、

また世界的にも最も豊かな食生活が実現されています。そして、この豊かな食生活を支えて

いるのは、国内で生産された食料だけでなく、輸入された食料や飼料であることも事実です。

子供のころの食事を思い起こしてみると、「食べているもの」や「食べ方」の変化を実感して

いただけるのではないでしょうか。

積乱雲が同じ場所で次々と発生するメカニズムは「バックビルディング」と呼ばれます。下図は、

2017 年 7月の「九州北部豪雨」を例に取り、バックビルディングのプロセスを示したものです。

左図において北側の黄海高気圧は、冷やされているために位置が固

定されやすい性質があります。一方、南側の太平洋高気圧も、九州

付近の 1004hPa の等圧線をみると、ほぼ東西方向へ伸びており、

太平洋高気圧が多少東へ移動しても南側の気圧配置はほとんど変化

がありません。以上のように、梅雨前線を南北から挟む 2つの高気

圧の位置関係がほとんど変化しないため、局地的強風域を生じて積

乱雲を集めるメソ低気圧（通常より小さめの低気圧）は南北へ移動

ができず、集中豪雨がもたらされる結果となりました。

線状降水帯の発生メカニズムは「バックビルディング（後方形成）」

まず、東シナ海から東へ向かって、暖かく湿った大量の空気の流入が持続します。すると、地形などの影響で空

気が持ち上がり、雲が発生。不安定で湿潤な大気で積乱雲が発達し、上空の風の影響でそれが線状に並びます。

九州地方は太平洋と東シナ海に接しており、太平洋高気圧が日本列島の南に停滞した時に、高気圧の縁にそって

暖かく湿った空気が日本に流れ込む際に、九州の西側の東シナ海上が丁度その入口になってしまうからなのです。

線状降水帯が南北に移動しない理由

現在は新しく開発された線状降水帯の自動検

出技術が気象庁の予報に活用されています。

また線状降水帯の予測をさらに高精度に行う

ための研究も進められています。

2020 年 7月 4日熊本県南部豪雨

線状降水帯は集中豪雨発生時に見られる現象で、線状の降水域が数時間、場合によっては数日にわたり

ほぼ同じ場所に停滞することにより大雨をもたらす降水域のことです。その規模は、長さ 50 ～ 300 キ

ロメートル程度、幅 20 ～ 50 キロメートル程度にまでおよぶこともあります。日本で発生した集中豪雨

のうち、台風によるものを除くと約 3分の 2が線状降水帯によるものであるという調査結果もあります。

◎ 達出来た △ 一部達成出来た × 達成出来なかった



環境活動レポート2022エコアクション21
18

2022 年度環境経営活動の取組結果と評価

自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮

活動計画の内容 評価 コメント 活動担当

ポリ製袋用材料の在庫管理

新規顧客の開拓

HPで事業内容や販売商品の紹介

広告・印刷等クリエイティブ事業の強化

RoHS 対応材料の推進

ポリ袋の材質表示

地球上の限りある資源を枯渇させず、将来に向けて持続可能な社会を創造していくためには、最小の資源やエネルギー

で最大の効果を生み出すことのできる「循環型社会」の実現が求められます。①製品を作る段階　➁お客様が製品や

サービスを利用する段階　③製品使用後という 3つのステージのそれぞれで、資源を効率的に循環させるための取組

を行い、循環型社会の実現に貢献します。

ポリ袋はわかりやすい印刷で表示をしました。印刷部分の化学物質含有調査も行い安全な製品作りに努めております。

また印刷できない緩衝材や梱包材にはスタンプで一部対応を始めています。今後も少しづつ改良改善を進めてまいり

ます。SDGｓでは目標 12 の「つくる責任つかう責任」を意識したものです。

ポリ袋の材質表示

必要数のみ製造し在庫数を減らした

コロナ禍による企業訪問が困難な為進まず

HPのリニューアルと更新が進んでいない

取引先からの依頼が多くなった

RoHS 対応商品以外の材料は使用していない

ポリ袋の材料表示完了した

◎

△

×

×

◎
◎

クリエイティブ事業

線画作成 広報作成 企業の商品ラベル作成

企業の商品の取説や操作手順など様々な線画を承っています。
またラジオの番組表や団体の広報冊子など承りました。
少しづづ依頼が増えています。

青柳

松永

久保

久保木

青柳

久保

線画製作風景

◎ 達出来た △ 一部達成出来た × 達成出来なかった
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環境関連法規の厳守状況

法的義務を受ける主な環境関連法規制は以下の通りです。

今年度も環境関連法規の違反や訴訟、関係当局及び近隣住民からの指摘、苦情はありません。

今年度も環境関連法規の違反や訢訟、関係当局及び近隣住民

からの指摘苦情はございませんでした。
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緊急事態への準備と対応

防災訓練（防災教育DVD鑑賞）

防災訓練告知ポスター

訓練日時　　2022 年 9月 1日（木）

　　　　　　1班　午前 9時～ 9時 30 分

　　　　　　2班　午前 10 時～ 10 時 30 分

訓練内容　　「災害その時を生き延びるために」

　　　　　　「職場で取り組む防火管理　あなたの職場は大丈夫ですか？」

　　　　　　防災教育DVDを鑑賞し防災について学んで頂く。

訓練終了時のアンケート

2022 年 8月 5日（金）午前９時～

相日防災様による火災報知器・非常ベル

点検を実施しました。

特に異常ありませんでした。

この点検は毎年 2回行っております。

防災機器の点検

DVDの内容は訓練日の前日に掲示します。

エコアクション21事務局担当者：久保木所長・松永

DVDは神奈川県防災センターで

借り視聴後はアンケートに答え

て頂きました。次回からの訓練

の参考にします。
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社会貢献活動

周辺の歩道の除草
2022 年６月１日（水）

弊社周辺の歩道の草刈りを行いました。弊社周辺は工場地帯で通勤者が行きかいます。

梅雨前に除草出来て歩道も広くなり安全に通行できるようになりました。

また車道からも背丈の高い草の為に歩行者が見にくなっていたが見通しも良くなり交通事故防止にもなりました。

暑い中お疲れ様でした。

※毎年行っていた障害者の絵画展（グループ完）は今年は中止となりました。
　来年の開催には協力したいと思います。

➡

➡

➡

➡
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2023 年度環境経営計画

活動計画の内容

エアコンの温度管理（冷房 28℃暖房 20℃）

ガソリンの使用状況と燃費計算

ミスコピーの削減

廃材を使った商品開発

ドラム缶の転倒訓練

事務業務のペーパーレス化

コピー 1枚ベスト運動

エコドライブ教習

防災訓練

社会貢献活動

環境教育（SDGｓ）

エコ検定受講者募集

新規事業の企画

新規顧客の開拓

HPで事業内容や販売商品の紹介

広告・印刷等クリエイティブ事業の強化

責任者（部署）

ウォームビズとクールビズ

久保木信裕（全部署）

松永千恵子（全部署）

久保幸一（運転管理部）

松永千恵子（事務所）

青柳広治（営業部）

畑育美（業務部）

松永千恵子（事務所）

松永千恵子（事務所）

久保幸一（運転管理部）

久保幸一（営業部）

青柳広治（営業部）

青柳広治（営業部）

久保木信裕（全部署）

久保木信裕（全部署）

松永千恵子（事務所）

松永千恵子（事務所）

青柳広治（営業部）

生産性の向上

残業時間の削減

不良品の削減

製品の小型化

運搬方法・運搬時間の改善

製品リサイクルを考慮した製品開発・販売促進

久保木信裕（全部署）

高井利幸（業務部）

高井利幸（業務部）

青柳広治（営業部）

久保幸一（運転管理部）

青柳広治（営業部）
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代表者による全体評価と見直し

株式会社　大伊豆

代表取締役社長 大川　和康

【環境経営方針】　変更なし

【環境経営目標及び環境経営計画】　必要である

【実施体制】　変更なし　現在の体制で維持する

【総　評】

政府の掲げる 2050 年「カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」実現に向かってさらなる環境活動のレベ ルアップが望

まれます。

管理指標が前年度を下回った項目の要因が仕事量減少に起因するか、業務効率化の結果なのかを調査し全従業員で共有する。

環境に有益な活動においては、適切に実行されているようであり継続して活動して頂きたい。

電子メディアによるペーパーレス化は実施出来ない本質的な問題を解決して実施することを望みます。

コピー 1 枚ベスト運動は、全部署で両面コピーが励行されるよう期待します。

環境教育に関しては、毎月新しい環境関連レポートが掲示されているが、隔月でも実際に社員各位が社内や家庭で実践でき

る個人活動目標を掲示願いたい。また掲示や配布だけでは、実にならないのではと懸念します。

装置や車両の交換で省エネ活動になったのでは、本来の環境活動とは言い難い。

本業が忙しくなって管理指標が悪化するなど本末転倒な事態は避けなければなりません。

活動が、実益に繋がるような計画をお願いしたい。

環境関連法規の遵守を基本とし概ね計画通り活動できたようだ。コロナ禍の影響も関係しているが、殆どの管理指標で達成

出来ている事は評価できる。来年度は本業の回復と共に新規事業の立ち上げに伴い電力量の増加が懸念される。

　

新たな目標として、以下のような事柄を計画すること。

　①生産性の向上

　　設備などに変わりなく、時間あたりの生産量が上がり、時間短縮ができれば、１製品当たりの設備の電気使用量、照明

       の使用時間、空調の使用時間が削減されているはずです。

　②残業時間（就業時間）の削減

　　照明や空調の使用時間の削減になります。

　③不良品の削減

　　作り直しの時間、材料の削減、生産性の向上

　④製品の小型化

　　材料費の削減、梱包・運用費の削減、ゴミの減量

　⑤運搬方法・運搬時間の改善

　⑥製品リサイクルを考慮した製品開発・販売促進

　所謂、働き方改革の本質を体現する時期が到来したのです。

　労働人口の減少は、もちろんですが、社員の幸福度向上には、プライベート時間の充実が必須です。

　労働の価値を高める事が重要です。より短時間で結果を出すことが、大命題なのです。



株式会社 大伊豆

TEL ： 046-247-1655  FAX ： 046-247-5320

E-mail ： chieko_matsunaga@oizu.co.jp

htpp://www.oizu.co.jp

〒243-0036　神奈川県厚木市長谷 260-12

お問合せ /営業部（エコアクション 21 事務局）
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