近年、環境問題は、地球的規模の課題克服へと変遷 し、その影響
は時代とともに広がりを見せている。このような背景の中、伸筑紫環
境保全センター (福岡県筑紫野市)は、環境を守るための新規事業に

ブ注 許十
ずＡ井一
着丹

ついて展開してきた。様々な分野において、環境 ・リサイクルビジネ
スは、循環型経済社会における中心的役割の担い手として活躍の場が
期待されている。今回は、事業全体のリーダーとして旗を振り続ける、
川添克子副社長に話しを聞いた。

一一一従来 の事業 との関連性や相乗効果 は?
■ わ が 社 は、業 界 の エ ッチ分野 トップを目指

―

全 目的 なネ ッ トワー クを生か した取 り組 み

が新規事業 につ なが って い ますね。

し、分野 を自ら創 り市場内での先駆者 としてソフ ト

li ‐ 産業廃棄物部 門も同様で、独 自の判断基準 を

を重点的にのば してまい りました。
主に産業廃棄物、一般廃棄物の収集運搬 および中

設 け、対象 となる業者を分析、評価 をさせて いただ
いた上 で全 国 に跨 る地 域 ごとの ネ ッ トワー クを活

間処理 を手掛 け、実績 を重ねてお ります。大規模 な

か して、安心安全な処理 ・処分業者、 リサイクル業
者 とユ ーザ ーが契 約 を結ぶお手伝 いはもちるん、排

処理施設 を保有 していないため、自社の設備 に固執
することな く、ユーザ ー にとって最適な提案を目指
しました。
一般廃棄物部門は、依頼 を受 けた自治体 の現状調
査か ら始 め、改善課題等 を分析 し、各 自治体 の地域
住民へ の配慮 を踏 まえ、より良 い環境創 リヘ の企 画
提案を持ち込 んでお ります。私 どもが直接、処理 ・
処分 をしな くても、全国に目を向けて、適切な民間
業者 の施 設 と自治体 を つ な げて い くことがで きま
す。各種課題 をソリュー ションし、豊 富な情報量や
人脈を背景 とし、コー デ ィネー トする ことで、喜ん
でいただいています。
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出企業 とそれ を利用す る企業 を結ぶ業務 も需要が
多 くなってまい りました。
お客様 の要望 が どんどん変わ りますので、その外
部環境 に合わせて少 しずつ、私 たちも変 化を してい
きたいと思 います。そ してお客様 より先に情報や二
十 ズ、世の中の流れをキャッチ して、それを
環境 と
いう観 点 か らお伝 えす る というのも仕事 のひ とつ
だ と思 っています。

をそ らしたままの企業 は、消費者 の 目を引き付 ける

策等 の環境 を切 り回としたユーザ ー の収益 UPと 環
境 負荷 DOWNを 同時に実現 するサ ー ビスをお こな

ことはできな くなっている時代です。企 業活動が拡

ってお ります。

世 界 的な動 きで もある地 球環境 問題 か ら目

今 で は ノウAウ と情報 を持 つ弊社 を自社 の環 境

大すれば環境負荷 も増大するという常識 はもう、過
去のものです。

部代わ りとして ご利用 いただいています。

真摯 に、そ して真剣 に環境問題 と向き合 う企業 こ

その需要の高まりか ら昨年 7月 に先駆者的にカー

そ選ばれる、世 の中に支持 されるから、ビジネスもつ
づ く、それが新 しい時代の企業 のあり方だと、思 いま

lアッ
ボ ンマネ ジメン ト行 っていた会社 と合弁 でl■
ー
ー
トグ リ ンというカ ボンコンサルティング専門の

す。そんな時代 にお役に立てる自分 たちでいようと、
全部署が一 丸 となって常に研鑽 を重ねています。

会社 (東京本社)を 設立 しました。
一一一今 後 の産業 に対す る業界 の役 書Jは変化 しそ

最近 で は環境 ブランデ ィングの依頼 が増 えて き

うですね。

ています。環境 ブランデ ィング とは 『日々の企 業活

私 たちの仕事が社会 に与 えている影響、世

動の中に、地球環境 にプラスとなるアクシ ョンを組

の中の環境 問題 を解決 してゆ く中心 に参加 して い

み込むことで環境改善を果 たす とともに、結果的に
社会的なイ メー ジアップや、消費者のファン化 を図

る、 という醍醐味を多少では有 りますが感 じること
ができます。

る』考え方のことです。今や、商品品質やサ ー ビス

「
今 ここにある地 球環境 を、可能な限 り美 しいま

クオ リテ ィが高 いのは当た り前です。
一
環境 に配 慮 した一 般 消費者 の 目も大事 にな

ま残 したい」私共の全ての事業 は、 この思 いとつな
が っています。私 たちはやれることをただやるので

ります。その流れか ら新会社 の設立 につ なが りま し

はな く、
本 当にやるべ きことを考 えて、実行する。前

た。

例 がないか ら視野が広が り、終わ りがないか らこそ
消費者 は、地球 環境 へ の配慮 というプラス

アルファを、企業 に求め始めているのです。消費者

や りがいを感 じます。
私 たちはユ ーザ ー と社会 の ニ ー ズ に育 て られて

が企業に向けるまなざじは真剣で、地球の未来 を考

きました。人 と人、
企業 と企 業が手を取 り合 って、
新

えていない企業 を選ぶ ことはな くなってきているの

しい時代 を築 いていきます。美 しい地球 を引き継 ぐ

で しょうね。環境問題 の中でも特 に一般の関心が高
い「
C02」の ことです。私 たちはそ ういうニー ズにも

ことを使命 とし、どこまでも深 く考 えて、環境課題
を解決 して いきた い。 できることは、まだまだあ り

対応 しています。

ますね。

具体 的には温暖化対策 を中心 にLCA、 CFPや オ
フセ ット関係 か らCSR活 動のお手伝 いや、
省 エ ネ対

一一一 本 国は、 ご多忙中、あ りが とうございました。
側
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