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1. はじめに

『自然随順』それが私たちの企業理念です。
その意味は、「自然の理、自然の法則に逆らわないこと」。
私たち株式会社大和生物研究所は「自然との共生」を原点に、
「笹」という自然からの恩恵を受け、お客様の健康を支える
ものづくりを行ってきました。
近年、SDGsが注目されていることからも分かるように、日本
でもより環境にやさしいものつくりが問われております。
私たちは、環境・お客様・会社・従業員などのいずれもが利
益（幸せ）を享受する自然随順・循環型サイクルを目指し、
創業当初より掲げている「ゼロエミッション（廃棄物ゼ
ロ）」をはじめとした、EA21の活動を進めています。
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１）事業者及び代表者名

株式会社大和生物研究所

代表取締役 大泉高明

2）所在地

事業本部 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP D棟 8F

蓼科工場 長野県茅野市玉川字原山 11400-1018

３）事業内容

クマ笹に関する医薬品、健康食品の製造、販売

太陽光発電事業

４）事業の規模

売上高 508（百万円）

従業員数 49 名

５）認証の対象範囲

全組織・全活動

２. 組織の概要・製品紹介

組織の概要

ササスルー
ササヘルスSE-10

※第３類医薬品 ※第②類医薬品

クマ笹のど飴クマ笹歯みがき

笹の恵シリーズ

ﾓｲｽﾁｬｰｸﾘｰﾐｰ
ジェル

モイスチャー
ソープ

主な製品
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蓼科工場事業本部

３. 環境管理体制

営業１課

営業部総務部

環境最高責任者（代表取締役）

環境管理責任者（経営企画室室長）

管理担当
営業２課

品質管理/
研究開発室

製造担当

薬事・品質
保証担当

SDGs推進委員会

生産管理課

経営企画室

環境管理副責任者（蓼科工場長）

役職・組織名 役割・責任・権限

環境最高責任者

・環境経営に関する統括責任
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・代表者による全体の評価と見直しの実施
・環境管理責任者を定め、必要な責任者を任命

環境管理責任者
・取り組みの実行責任者として活動を推進
・取り組みの実施状況等の確認
・法規制等の遵守状況の管理

環境管理副責任者
・取り組みの実行副責任者として活動を推進
・取り組みの実施状況等の確認
・主に事業本部における活動を推進・管理

環境事務局
・環境管理責任者の補佐
・環境関連文書・記録等の作成

SDGs推進委員会
・環境経営に関する重要事項の審議
・環境管理責任者・環境事務局との連携、並びに実行部門へのサポート

環境事務局



４. 環境経営方針
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以下について具体的な環境目標を定め環境活動計画に基づき
継続的な改善に努めます。

１）全社的な生産性向上により、環境への負荷を減らすと同時
に 成果 として生み出される価値を高めます。

２）地球環境保全のため、電気及び化石燃料の使用量削減に
取り組み維持することで二酸化炭素の排出量を抑制します。

３）循環型社会形成の為、廃棄物の３Ｒ（リデュース、リ
ユース、リサイクル）に積極的に取り組みます。

５)化学物質の適正管理を行ないます。

環境保全に関連する法律・条例・協定・その他要求事項を遵守
します。

環境経営目標の事業計画2025の中心テーマである営業部改革
では、ＩＴを活用した営業活動を導入し訪問営業と効率よく
併用することを行います。製造のテーマである原価１/２活動
では改善提案制度、品質ポリシー実現活動、５Ｓ活動を通じ
て生産性向上を図ることにより、本来業務と環境活動を一体
のものとします。

１．

２．

３．

４）節水や水の再利用に努め水資源を有効活用します。

制定日：２０１２年７月１日
改訂日：２０ 2 0年７月１日

環境保全に関連する法規等を遵守するとともに、環境方針を
全社的な活動とするため、社員教育を徹底します。

関連団体である（財）蓼科笹類植物園「笹離宮」を中心にし
た、文化的社会貢献、クマ笹関連製品による健康啓蒙活動を
通じて、地域と社会に貢献します。

４．

５．

6）グリーン購入を推進します。



５-②. 環境経営計画
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５-①. 環境経営目標

・企業理念『自然随順』のもと循環型の生産サイクルの
経営を目指す
・社員が自主的かつ積極的に環境負荷の低減・循環型社
会の実現に取り組む

■蓼科工場

★製造現場の生産性向上
・全員体制で生産するしくみ
を構築

・原料笹裁断で効率良いササ
ヘルス原液の製造方法の
検討

★一枚岩会議の実施
・今後取り組む戦略の策定

■事業本部

★コロナ禍の営業活動
・アポを原則とした訪問
・手紙、はがきの活用

★グループの活動
・Web勉強会
・ミーティングでの情報共有

★一枚岩会議3大方針の実施
①緑健会を勝たせる
②においを中心にエビデンス
の取得
③新規ターゲットの創出

★新規市場に向けた開発
・ソフトカプセル、シャン
プー、口腔ケア製品など

★産業廃棄物の有効活用
・廃棄しているササシリカ
を使用した再抽出技術の
確率



★緑健会市場の成果
・売上：目標の87.5% ・会員店数：目標の97.3%

★営業スタイルの改革の成果
・新規店の開拓に取り組み、緑健会活動を促進した
・SNSやWEBを活用し既存店の育成に取り組んだ

６. 環境経営目標の達成状況

目標の達成状況
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事業本部では緑健会の新規拡張に取り組めたものの、数値

目標は達成できなかった。引き続き、LINE公式アカウント

などIT技術を取り入れた新しい営業スタイルへの転換を続け、

効率的な緑健会の活性化に取り組む。

蓼科工場は共創戦略を考案して取り組めたが、戦略の序盤
地点である。今期に検証した裁断笹やクマ笹エキス再抽出技
術を具体化し、工場の生産性向上につながるようスパイラル
アップしていく。
全体の取り組みとしてはSDGs委員会を発足し、私のSDGs

など部署・個人で目標を立て、達成に向けて取り組む予定。

今年度の反省と次年度の取り組み

★蓼科工場一枚岩会議の成果
・共創戦略を考え、世界で唯一ササヘルスを作れる工場
に向けて活動した

★製造プロセス改革の成果
・裁断笹を使用した抽出の実機テスト実施
・製造課全体で抽出～包装作業をできるようにした
・産業廃棄物からクマ笹エキスの再抽出技術の検証
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７. 当期環境経営目標・実績及び中期目標

*1：二酸化炭素排出係数：テプコカスタマーサービス0.495kg-CO2/kwh（生産本部）、東京電力0.441kg-
CO2/kwh（事業本部） *2：抽出液量当たりに換算 *3：二酸化炭素排出係数：2.49kg-CO2/L *4：事
業本部のデータ *5：総量前年度比で算出 *6：生産本部のデータ *7：産業廃棄物 *8：抽出1ロット
当たりの排出量*9：総量には資源ごみも含む

年度

項目

第10期 第11期 第12期

2020年度
2021年度
（当期）

2022年度

CO2排出量 kg-CO2

目標 478,045 487,800 482,395

実績 378,591 409,188（8.1%増加*5）

電力
使用量の削減

Kwh

目標 216,447 207,920 223,972

実績 228,401 242,565（6.2%増加*5)

kg-CO2*1

目標 104,327 99,178

実績 108,918 119,536

灯油
使用量の削減

原単位（L/L）*2

実数（L）

目標 1.010 1.008 1.006

実績
1.060

105900
0.997

112,200（5.9 %増加*5）

kg-CO2*3

目標 339,994 339,310

実績 263,691 279,378

ガソリン
使用量の削減*4

L

目標 14,992 14,992 14,992

実績 2,535 4,236

水
使用量の削減

原単位（L/L）*2

実数（m3）

目標 171.185 174.570 172.967

実績
186.192
18,595

175.715
20,008（7.6%増加*5）

一般廃棄物
排出量の削減*6

可燃ごみ（kg）

総量（kg）＊９

目標 234 153 152

実績
155

2,067
143

1,724（16.6%削減*5）

クマ笹抽出残渣
排出量の削減*7

原単位（kg/Lot）

*8

実数（kg）

目標 846 846 593

実績
596

54,240
761

74,570（37.5%増加*5）
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CO2排出量は「事業本部と工場の電力」、「工場の灯油」、「事業本部のガソリン」を管理
ガソリンは事業本部のみ。その他は工場のみ

8. 当期環境経営計画・取組内容及び結果と
次年度の計画

第11期 第12期

取り組みの計画 結果 評価
次年度の取り組み

（計画）

CO2排出量

『原価1/2プロジェ
クト』本格稼働に
よる工程改善の推
進と営業活動の効
率化

○

コロナ禍のリモート
ワーク推進、外出機会
減少によりガソリン使
用料が抑えられた。

『原価1/2プロジェク
ト』推進

電力 工程改善の推進 ×
稼働バランスの影響。
デマンドピークは抑え
られていた。

工程改善の推進及び
稼働バランスの調整

灯油
稼働バランスの調
整及び配管断熱の
再検討

○
稼働日数が増えて総量
は増加したものの、原
単位では削減できた。

工程改善の推進及び
稼働バランスの調整

ガソリン 削減活動の継続 ○

昨年に比べ外回りの営
業活動が増加し、それ
に伴いガソリンの使用
量も増えた。

削減活動の継続

水
抽出工程の改善推
進及び各工程の稼
働バランスの調整。

×

再利用水を上手く利用
することができたが、
各工程のバランスが崩
れることもあった。

再利用水の利用を継
続させながら各工程
のバランス調整。

可燃ごみ 削減活動の継続 ○
不良笹自体が減ってい
る。出てしまった不良
笹も堆肥化している。

削減活動の継続。

クマ笹
抽出残渣

引き続き、有効活
用方法の検討、抽
出工程の改善に取
り組む。

○

抽出回数が昨年に比べ
増加。
土壌改良剤としての有
効活用や、抽出工程改
善に取り組んでいる。

引き続き、有効活用
方法の検討、抽出工
程の改善に取り組む。



9. 環境目標の達成状況①

二酸化炭素排出量の推移

二酸化炭素排出量は増加してしま
いました。排出元のほとんどは工
場のボイラーが消費する灯油です
が、ガソリンも若干増えてしまい
ました。
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二酸化炭素排出量の内訳



水使用量の推移
（抽出液1L製造当たり）
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9. 環境目標の達成状況②

電気使用量の推移

稼働バランスの影響と
考えています。

灯油使用量の推移
（生産本部、抽出液1L製造当たり）

灯油はボイラー使用
後早く止めることを
常に心がけました。
水は再利用設備を有
効活用できました。

灯油・水共に、抽出
の処理カゴ数を6カゴ
に減らした影響も考
えられます。
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１0. 環境活動への取り組み
～地域・社会への貢献～

★長野県SDGs推進企業に登録
（蓼科工場）
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★わたしのSDGs
社員全員で『フードバンクへの寄
付、エコバックを使う…』など、
各自のSDGs目標を設定し、取り組
みました。

★OTC 医薬品普及啓発
イベントへの参加

消費者に向けて健康増進の啓蒙を行
いしました（10月）
2年ぶりのリアル開催となりました。

★かわさきSDGsゴールド
パートナーに認定

（事業本部）

★企業組合清掃活動への参加
（6月）

★大和グループSDGsの木
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2022年4月28日に第11期（2021/4～2022/3）活動期間中の環境関連法規制等の遵守
状況の評価をした結果、環境関連法規制等は概ね遵守されています。
下水排除基準については、茅野市の検査では指摘を受けず、自主管理については適
正に管理できていて、記録類の管理も問題はありませんでした。また茅野市に届け
ている公害監理員の交代が2021/10/1付であり届出をしました。
委託産業廃棄物処理状況の確認は、2011年4月の法改正により努力義務となってお
りますが、県内の木曽町日義にある㈲清水産業で有機肥料の材料として処理してい
る現場確認には、新型コロナの影響もあり直接確認できていないので評価は△とし
ています。
その他の項目については、現在及び過去3年間で問題のない事を 確認いたしました。
同様に関係機関及び顧客・近隣住民からの苦情、訴訟もございませんでした。

１1. 環境法規の遵守

法規制等の名称 該当する要求事項（対応すべき事項） 判定

廃棄物処理法

・委託基準：一廃収集業者の許可の確認 ○

・委託基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の確認、契約 ○

・委託産業廃棄物処理状況の確認 △

・保管基準 ○

・掲示板：60cm×60cm以上表示 ○

・マニフェスト交付 ○

・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出 ○

・水銀使用製品廃棄物の管理・廃棄 ○

容器包装リサイクル法
・容器包装用資材の再資源化義務

対象：ビン、紙、プラスチック類
委託処理料金の支払い

○

フロン排出抑制法 ・使用者（管理者）による簡易点検 ○

グリーン購入法 ・できる限り環境物品等を選択するよう努める ○

騒音規制法
茅野市公害防止条例

・特定施設の事前届出 ○

・規制対象区域外だが届出必要

振動規制法
茅野市公害防止条例

・特定施設の事前届出
○

・規制対象区域外だが届出必要

水質汚濁防止法
下水道法

茅野市下水道条例

・灯油及び有害な化学物質の流出事故時の措置と届出
・緊急時対応手順書に沿って対応

○

・特定施設の届出 ○

・排出基準の遵守 ○

・排水の測定・記録（3年保存）、監視
・蓼科工場排水処理規定

○

消防法
・危険物（第4類第2石油類灯油）の指定数量以上の貯蔵所設置届 ○

・消防活動阻害物質の貯蔵又は取扱いの開始届出 ○

毒物及び劇物取締法
・盗難／漏洩防止
・容器、貯蔵場所に表示
・事故･盗難時届出（警察など）

○



１2. 代表者による評価と見直し

第11期は「事業計画2025」の目標を達成するための、基礎を築く
チャレンジの年と位置付け、そのプロセスにも着目した取り組み
を実施しました。
具体的には「EA21とSDGs統合による事業計画の推進」「事業計
画策定プロセスの共有化」「教育理念実現ロードマップの作成」
「コーポレイトアイデンティティ（CI）とブランディングの策
定」を推進させました。また、「㈱ササヘルス」を完全子会社化
し、「㈱大和生物研究所／㈱ササヘルス／一般財団法人蓼科笹類
植物園 笹離宮／アグラサーラ協力基金」を大和グループとして形
成し、SDGsを協働して推進する体制を整えました。
業績面では販売組織である「緑健会」について、「緑健会を勝た
せる！」をテーマに緑健会の会員店の売上に繋がるオンライン
ショップを導入し、新規市場開発2021を始動させました。しかし
ながら新型コロナウイルスに対する「まん延防止等重点措置」に
よる営業活動の制限と店舗への来店客の減少もあり目標には届か
なかったものの、新規会員店数は着実に増えてきており、明るい
兆しと考えています。
工場では「地域環境と作業者にやさしく生産性の高い工場を共に
創りあげる」をビジョンとして設定し、設備改革プロジェクトと
して「誰もが作業できる設備と環境にする」、「良い原料笹の安
定した確保を実現する」など、多方面からの取り組みを推進させ
る予定です。
環境に関しては、環境関連法規は遵守され外部からの苦情や指摘
も無く、営業活動ではZoomを活用した工場見学会や勉強会など訪
問に頼らない営業活動によりガソリン等は引き続き低水準を維持
しており、評価できます。また、工場は7月に長野県SDGs推進企
業に登録しました。
次年度は全体基本方針である「事業計画から個人目標への一貫
性」「新しいビジネスモデルへの転換」「製造プロセス改革」
「組織的・戦略的人材開発」を推進させます。
大和生物研究所だけでなく、大和グループとして環境と経営の両
立を進めて参ります。
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