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健康で潤いのある
食文化の創造に貢献

代表取締役会長

「環境」に配慮した経営を進めています。食とは、
「環境を

経済性だけを追求する企業で
あってはならない

身体に取りいれること」ですから、安全・環境・健康は食産
業の基本的テーマでもあります。

私は福岡の豊かな自然の中で育ちましたので、今でも

現在、環境マネジメントシステムを構築し、
「省資源・省

田んぼや川道をウォーキングして自然に触れることが何よ

エネルギー」
「廃棄物の減量化」
「リサイクル」
「物流シ

りの楽しみです。しかし高度経済成長期から、生態系の要

ステムの効率化」などを継続的に推進し、国際環境規格

である田んぼは埋め立てられ、環境汚染が進み、同時にメ

ISO14001の認証を取得しました。店舗においても、

ダカや赤トンボなどの小動物たちの姿が見あたらなくなり

太陽光採光システムや、ショーケース集中温度管理シス

ました。自分の人生の原風景がなくなる寂しさはこの上な

テムの導入など、環境に配慮した設備を推進しています。

く悲しいものです。

お客さまのご理解・ご協力を得ながら、マイバック運動や

20世紀は、経済成長により便利で快適な生活を私たち
にもたらしました。しかし一方で、エネルギー資源の枯渇、
環境汚染、地球温暖化、廃棄物の不法投棄など、環境問題

廃材利用商品等の導入、バラ売りの展開など、環境負荷
低減に取り組んでいます。
また「自然シリーズ」やオーガニック商品など、安全で、

は深刻な状態です。また近年食品業界ではさまざまな不

健康に役立つ商品を開発しています。社内では女性スタッ

祥事があり、不信感は高まっています。これらは、経済性を

フだけのプロジェクトチームを発足するなど女性を積極的

追求するためには何をしてもよいという人間の浅はかさ

に活用し、女性が多いお客さまのニーズに的確に応えられ

が招いた結果です。
トーホーは、経済性のみを追求する事

る体制づくりを進めています。

業には取り組まないのが信念です。

未来を担う子どもたちの食育に取り組む
安全・健康・環境は食産業の基本的テーマ
トーホーでは、1947年の創業以来、
「食を通じて社会
に貢献する」という企業理念に基づき、
「安心・安全」
「健康」
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トーホーの目指す「食」とは、
「健康で潤いのある食文化」
です。その一環として、創業55周年を迎えた記念行事と
して「食農情報学習プロジェクト」に取り組んでいます。
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会社概要
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本

号：株式会社トーホー
立：1947年（昭和22年）10月
社：〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西5丁目9番
TEL.078-845-2400（代表）
九州本社：〒813-8680 福岡市東区松島３丁目11番1号
TEL.092-621-5333（代表）
代表取締役会長：野田 淳嗣
代表取締役社長：岩崎 誠輔
資 本 金：51億7,435万円（2003年1月末現在）
従業員数：3,323名 正社員1,646名/嘱託・パート1,677名（2003年1月末現在）
株式上場：東証1部、大証1部、福証

ています。
「環境報告書2003」は、
トーホーの2002年度におけ
る環境に対する取り組みや社会貢献活動などについてご
報告しています。
トーホーの活動にご理解をいただき、
ご
意見などをお寄せいただければ幸いです。

事業概要
ディストリビューター事業部：外食産業に対する業務用食材の卸売業務
A - プ ラ イ ス 事 業 部：業務用食材現金卸売業務
食品スーパー事業部：生鮮三品（青果、鮮魚、精肉）を中心とした小売業務
コ ー ヒ ー 事 業：レギュラーコーヒーの製造販売

●売上高

単体

'01年1月期

グループ （億円）
1,306
1,413

食品スーパー
事業部
331億57百万円
23.0%

'02年1月期

1,403
1,499

'03年1月期

1,440
1,531

●経常利益

（百万円）

'01年1月期

3,244

'02年1月期
'03年1月期

●2003年1月期
事業部別売上構成比

A-プライス
事業部
349億73百万円
24.3%

ディストリ
ビューター
事業部
759億44百万円
52.7%

3,799
3,531

編集方針・対象範囲
日本が世界に誇れる伝統の文化や観光
産業を活性化し、高齢者の能力、ITを
活用した新規事業など、21世紀の地域
発展の構想にも取り組んでいます。

本報告書は、株式会社トーホーの2002年度（2002年2月1日〜2003年1月
31日）の環境保全活動の実績をもとにして作成しました。対象範囲は神戸本社、
九州本社、
食品スーパー事業、
A-プライス事業です。作成にあたっては、
環境省の「環
境報告書ガイドライン」、GRI＊の「持続可能性報告のガイドライン」を一部参照し
ました。
＊GRI（ Global Reporting Initiative）は、全世界で適用可能な持続可能性報告のガイ
ドラインを策定、普及することを目的に設立された国際組織。
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食品スーパーとA プライスでの取り組み
当社では、省資源・省エネルギー、
リサイクル、環境にやさしい商品の開発などの環境保全、
またお客さまが利用しやすい店舗づくりを目指して、いろいろな活動を実施しています。

紙類リサイクル

廃棄ロスの管理

非塩ビ系ラップ使用

節水コマ

魚のアラは魚粉や魚油にリサイクル

A4

食品スーパー店舗

温度チェック

環境に
やさしい商品

グリストラップ
清掃

廃食油
リサイクル

ばら売り
青果コーナー

生ごみの
分別

まいご防止
子供用カート＊

障害者
対応
トイレ＊

リサイクル回収BOX

食品トレイから
再生したエコベンチ＊

マイバック持参運動推進

ペットボトルから再生した
エコユニフォーム

2002年度の環境目的・目標
環境目的

食
品
ス
ー
パ
ー
事
業
部

開
発
部

3

実績

自己評価 参照ページ

売上100万円当たりのごみ廃棄物量
00年度比18%削減（ISO対象11店舗）

00年度比23.6%削減

○

8Ｐ

買物袋購入量
2004年に1999年度比10%削減

顧客1人当たりの買物袋購入量
99年度比5%削減

99年度比2.7%削減

×

9Ｐ

ペットボトルの回収BOX10店舗導入

4店舗にて導入済
6店舗は回収ルートを再調整中

×

10Ｐ

全店にて分別を実施開始
一部店舗にて計量未実施

×

ー

玉子パックの回収、
リサイクルの実施

2店舗にて回収開始

○

10Ｐ

廃棄蛍光灯のリサイクル

リサイクルルート構築
03年度よりISO対象店舗にて開始予定

○

ー

発泡スチロールの減容化

2店舗にて実験検証実施済

○

ー

食品スーパー店舗における容器・包装購入
重量2004年に1999年度比30%削減

1品当たりの容器・包装購入重量
99年度比20%削減

99年度比23.5％削減

○

6Ｐ

ポリオレフィンラップを
2004年度までに食品スーパー全店導入

ポリオレフィンラップ30店舗導入達成

全店導入済

○

6Ｐ

食品スーパー店舗における
環境にやさしい商品の拡販

環境にやさしい商品の厳選、
拡販基準値設定

売上把握
03年度目標値策定

○

6Ｐ

環境配慮型店舗づくり

新規及び改装店舗にて
環境配慮型店舗づくり

A-プライス新規7店舗
食品スーパー改装3店舗にて実施済

○

11Ｐ

騒音対策の実施

新規及び既存3店舗にて騒音対策の実施

A-プライス新規7店舗
食品スーパー既存4店舗にて実施済

○

11Ｐ

廃棄蛍光灯のリサイクル

食品スーパー店舗の蛍光灯の
リサイクルの実施

リサイクルルート構築
03年度よりＩＳＯ対象店舗にて開始予定

○

ー

ペットボトルの回収BOX全店導入
ごみ廃棄物分別・計量の全店実施

再資源化の推進

家
庭
用
商
品
部

環境目標

ごみ廃棄物量2004年に
2000年度比20%削減

ごみ廃棄物分別・計量の全店実施
（ISO対象外店舗）

トーホーの事業内容
ディストリビューター事業部

コーヒー事業

（業務用食材卸売業務）

（製造販売）

外食産業

一般消費者

A-プライス事業部

食品スーパー事業部

（業務用食材現金卸売業務）

（小売業務）

A-プライス店舗

こまめな節電

商品日付けチェック/温度チェック

非塩ビ系オリジナルラップ

ケナフ素材を
使用した
エコクロス＊

太陽光採光
システム＊

自然シリーズ
商品

水を汚さない
無洗米

コーヒー
サービス
コーナー

お持ち帰り用
コーヒーかす

＊は一部店舗で導入

ペットボトルから再生した
エコユニフォーム

環境目的

-

A
プ
ラ
イ
ス
事
業
部

業
務
用
商
品
部

ダンボール再利用

陶磁器の屑を利用したエコタイル＊

環境目標

実績

自己評価 参照ページ

電気使用量2001年度実績維持

電気使用量
01年度実績維持（既存61店舗）

01年度比4.8％増加

×

12Ｐ

買物袋使用量2001年度実績維持

顧客1人当たりの買物袋使用量
01年度実績維持（既存61店舗）

01年度比2.1％削減

○

9Ｐ

ごみ廃棄物量2004年に
2001年度比6%削減

ごみ廃棄物量
01年度比2%削減（既存61店舗）

01年度比6.4％削減

○

8Ｐ

店舗におけるエコ事務用品の採用

店舗におけるエコ事務用品の採用

エコ事務用品を主とした発注リスト
作成・使用開始

○

ー

不要ユニフォーム回収リサイクル化

不要ユニフォームの回収
リサイクル化の実施

リサイクル化の未実施
03年度目標に持ち越し

×

11Ｐ

A-プライス事業への
環境にやさしい商品の継続的な提案

環境にやさしい商品を50提案

50提案（45採用）

○

5Ｐ

A-プライス事業物流システムの合理化

センター化供給率の現状把握

各月のセンター化率把握
03年度目標値策定

○

12Ｐ
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環境にやさしい商品のご提供
当社では、環境に配慮した商品を厳選し、お客さまにご提供することが、食品流通事業者としての使命と考えています。
また商品だけでなく、包装資材や販売形態など、
より積極的な環境負荷の低減に取り組んでいます。

環境にやさしいPB商品のご紹介
当社は、
常に安定した品質の商品をご提供するために、
プライベートブランド（PB）商品（EAST BEE、
スマイルシェフ）
の開発に積極的に取り組んでいます。もちろん、環境への配慮はかかせないポイントです。
●EAST

●スマイルシェフ 無洗米

BEE みりん風調味料

タピオカのでん粉を使った特殊な糠取りを

●スマイルシェフ 本みりん

しているので、
お米のおいしさはそのままに、

廃棄時には取っ手がはずせ、分別が容易になる

精米時にも炊飯時にも水を汚しません。

容器設計をしています。ほとんどのPB商品に

ヌカ

廃棄時の環境配慮設計をほどこしています。

●EAST

BEE
コーヒーケナフフィルター

非木材資源であるケナフ（アオイ科
の一年草）を利用したコーヒーフィル
ターです。

● toho

●EAST

BEE
業務用ラップ

coffee ギフト

トーホーコーヒーのすべてのギフト

ポリオレフィン系ラップで、燃やしても

商品に牛乳パック等から再生され

ダイオキシンが発生しません。粘着性

たパッケージを採用しています。

にもこだわったラップです。
＊「EAST BEE」
「スマイルシェフ」の商品は、A-プライスの店舗で取り扱っています。

トーホーの「環境にやさしい商品」の基準
当社では、家庭用商品・業務用商品の選定及び開発にお
いて、当社独自の基準を定めています。商品や包装資材の

● 担当者の声

「環境と満足」の追求を

生産や廃棄の際の環境影響を基準としています。今後も
この基準をクリアした環境にやさしい商品をより多く、消

「環境にやさしい」だけでなく、機能性

費者の方にご提供していきます。

やコスト面まで全てをユーザーの方に満

「環境にやさしい商品」の基準

えばラップ。非塩ビ系素材の「燃やしても

足していただくことが大きな課題です。例

生産

廃棄
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有害物質がでない」という効果はそのま

●再生資源を有効に利用した商品
●自然素材や端材を有効利用した商品

業務用商品部
グロッサリーグループ
統括マネージャー

●リサイクル・リユースされる可能性が高いものを使用

伊東啓樹

した商品
●自然環境を汚さない商品
●廃棄ごみを減らす工夫をされた商品

まに、
ラップ本来の『密封する、
きちんと張
り付く』機能性を最大限にするにはどうし
たらよいか、何度もテストを繰り返して、
よ
うやくユーザーの方に満足していただけ
る商品ができたと思います。これからも、
「環
境と満足」を常に追及していきたいですね。

店舗での容器包装も環境にやさしく
●「バラ売り」商品の推進

●ポリオレフィン
（非塩ビ系）
ラップに切り替え

家庭などの日常生活から排出される一般廃棄物の約

従来、肉・魚・野菜などの生鮮食品や惣菜等の包装に使

60%を占める容器包装資材は、廃棄物の埋立地の不足

用するラップは、
ポリ塩化ビニール系のものが一般的でした。

や焼却処理費用の増大の問題などから大きな社会問題と

しかしこのポリ塩化ビニールは燃やすと、有害なダイオキ

なっています。

シン＊が発生すると言われています。

食品スーパー事業では、
トレイやラップなどの1品あたり

当社では、2002年食品スーパー事業部の全店で、燃や

の重量を管理することで、容器包装の削減に取り組んで

してもダイオキシンの出ないポリオレフィンラップに、切り

います。

替えを完了しました。ポリオレフィンラップは、ポリ塩化ビ

トレイは導入の際に単品ごとに比較検討を行い、軽量化

ニール系と比べ、重量が35%軽量となり、
ごみの減量化に

を進めています。また生鮮食品や惣菜等においては、お客

も貢献しています。

さまが必要な量だけをご購入いただける「バラ売り」販売

＊ダイオキシン

を積極的に推進し、容器包装資材の削減を図っています。
2002年度は、1品当たりの重量で、99年度比23.5%削
減することができました。

正式名は、
ポリ塩化ダイベンゾ-パラ-ダイオ
キシン（PCDD）。環境ホルモンの一つで
生殖異常、発ガン性等があります。主に産
業廃棄物処理場やごみ焼却場から発生し、
大気や水質、土壌、食品、人までを汚染して
しまいます。
ポリオレフィンラップ使用のご案内

環境ラベルでわかりやすく
兵庫県下の食品スーパー店舗では、兵庫県の「環境にや
さしい買物運動」協力店として、推奨品の販売やお客さま
野菜コーナー

にお買い求めいただきやすい表示や陳列に取り組んでい
ます。この運動のシンボルマークは「みらいちゃん」とい
う愛称で親しまれています。もち
ろん兵庫県以外の店舗でも、エコ
マークを始めとする環境に配慮し

惣菜コーナー

た商品であることを示す環境ラベ
ルのついた商品を多数取り扱って
います。

シンボルマーク「みらいちゃん」

● 担当者の声
鮮魚コーナー

お客さまとともに考える環境問題
非塩ビ系ラップは、導入当初、粘着力や

●容器包装購入重量の推移
容器包装重量
（ｋｇ）

耐久力が弱く、作業効率にも影響が出て、
試行錯誤していました。今は素材も良くなり、

1品当たり
（ｇ）

お客さまにより安心感を持ってお買い求

311,638
279,759
5.1144
4.4091

めいただけていると思います。青果など
265,002
3.7804

食品スーパー夢野店
マネージャー

石永慶治

のばら売りも展開していますが、その横
にパックしたものも並べています。これ
はお客さまのニーズにも合わせてのこと。
これからもお客さまのお声を大切にしな
がら、お客さまとともに環境問題を考えて
いきたいですね。

'00年度

'01年度

'02年度
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安心・安全な社会を築くために
食の安心・安全を確実なものにするため、
トーホーでは、原料の選択、品質管理にこだわり、
一つひとつのプロセスを大切に取り組んでいます。

健康で安心な品揃えに注力

こだわりの逸品「有機栽培」ブレンドコーヒー

食品スーパー店舗では、
「健康で安心な地域の冷蔵庫」

土壌づくりからこだわり、
農薬・化学肥料を一切使用せず、

をコンセプトに、改正JAS法に基づいた『有機食品』
『有機

栽培したコーヒー。さらに厳しい基準をクリアした認定工

農産物』、
また50%以上の有機肥料を使用し、従来より農

場で焙煎加工したものだけが、

薬の使用総量を50%以下に抑え栽培した『特別栽培品』

有機栽培コーヒーとなります。

を産地直送で、
ご提供しています。生産者とともに栽培履

当社工場は、有機農産物加工

歴や生産園地を確認し、お客さまにお届けするまでの流通

認定を取得しており、太陽と

経路も確立しています。また、お客さまの健康志向に対応

大地の恵みを受けた有機栽

するため、自然穀物食品の展開など、健康で安心な品揃え

培コーヒーを出荷しています。

に注力しています。

品質管理体制を確立
品質管理室では、ディストリビューター事業部、A-プライ
ス事業部、食品スーパー事業部、自社工場、加工場および
特別栽培品「たまねぎ」は北海道・津別ファーマーズ様より
ご提供いただいています。

関連会社など全ての事業所の衛生点検を実施しています。
もちろん、プライベートブランド商品やナショナルブランド
商品などの衛生検査（微生物検査、理化学検査、異物検査）
にも対応し、全社的な食品衛生の品質管理体制を確立して
います。また、社員に対する衛生教育や食品衛生情報発信

有機栽培「ほうれん草」は兵庫県・小林様より
ご提供いただいています。

にも積極的に取り組んでいます。

こだわり続ける自然シリーズ
1995年より開発を進めてきた自然シリーズは「安心・
安全、健康、美味しい」をキーワードとしています。米国の
霜降り自然豚や、中国の自然鶏、豪州の自然ラム（仔羊）
・
ヴィール（仔牛）など最適な産地・環境下で飼育し、商品化

品質管理室による衛生検査

されています。
「より自然に近い育て方」
「動物にストレス
を与えない」
「植物性100%飼料を使用」
「化学物質を一
切与えない」
「全ての生産工程の履歴（トレースバックシス
テム）管理」を開発コンセプトとしています。全事業部で横
断的に販売し、
お客さまのご支持をいただいています。

T O P I C S

環境に配慮した脱臭処理システム
コーヒー製造の焙煎過程では、臭いや煙りが出ます。当社の「六
甲アイランドコーヒー工場（神戸市）」では、工場周辺の地域住民
の方に配慮し、脱臭処理システムを採用、環境負荷低減に取り組
んでいます。

自然鶏

店頭に貼った
「自然シリーズ」のポスター
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六甲アイランドコーヒー工場脱臭処理システム

「ごみ」のスリム化への取り組み
日本では、過剰な廃棄物の焼却処理に必要な費用や用地不足が深刻な問題となっています。
トーホーでは、廃棄物削減に積極的に取り組んでいます。

生ごみをエネルギーに

「捨てればごみ、分ければ資源」を合言葉に

食品スーパーでは、2002年3月より生ごみリサイクル

店舗から発生する廃棄物は、
「捨てればごみ、分ければ

の実験検証事業に参画しています。この事業は、環境省と

資源」を合言葉に、分別を徹底しています。入荷ダンボー

神戸市が共同で進めている「生ごみをエネルギーに」変え

ルについては、処理業者と契約し、
リサイクルを進めてい

るバイオプラント実験です。当社では、
この趣旨に賛同し、

ます。その結果、
ごみ廃棄量は、食品スーパー事業部では

神戸市内6店舗から出る生ごみを無償で提供しています。

売 上 1 0 0 万 円 当 たり0 0 年 度 比 2 3 . 6 % 、A -プライス
事業部では01年度比6.4%を削減しました。

●食品スーパー店舗ごみ廃棄量の推移
100万円当たり
（ｋｇ）

ごみ総量
（ｋｇ）
402,887

520,187

509,829

61.49
51.18
神戸市にある
生ごみバイオガス化燃料電池発電施設

48.04

●生ごみ燃料電池発電システムフロー
'00年度

'01年度

'02年度

＊2000年度のみ6月から8カ月間の実績です。対象は11店舗です。

CNG
（圧縮天然ガス）

●A-プライス店舗ごみ廃棄量の推移

生ごみ回収車
希釈水
メ
タ
ン
ガ
ス

燃料電池

47,579

46,075

'00年度

'01年度

43,130

ガスホルダー

生ごみ
粉砕機
混合槽
生ごみ
分別機 （スラリータンク）

ごみ
（70ｌ袋数）

バイオリアクター
排水
'02年度

＊2000年度は56店舗、2001〜2002年度は61店舗の実績です。

商品の品質を徹底管理
店舗での廃棄物削減の取り組みの一つとして、商品の品
質管理があります。商品が劣化し廃棄物とならないように、
徹底した日付チェックを行い、廃棄ロスの削減に努めてい

T O P I C S

コーヒーかすの再利用
A-プライス店舗ではコーヒーの

ます。また毎日定時に温度チェックを実施し、品質保持を

試飲サービスだけでなく、乾燥させ

徹底しています。適正な温度管理は、電気使用量の削減に

た抽出後のコーヒーかすもお客さ

もつながっています。

まへご提供しています。コーヒー
かすは、肥料や臭い消し、さび止め
として再利用することができます。
またお客さまから、床磨きや猫除け
にも使えることを教えていただき
ました。このサービスは大変好評で、
30分でなくなることも。廃棄物の
削減となるばかりか、お客さまとの
コミュニケーションにも一役かって
くれています。

コーヒーサービスコーナーに
置いてあるコーヒーかす

毎日温度チェックを実施しています
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お客さまとともに環境にやさしい活動
トーホーでは、省資源やごみ削減、
リサイクルを推進するため、お客さまに情報を発信して
ご理解、
ご協力をいただいています。

入荷ダンボールの再利用

エコバック販売でフォレスト環境基金に協力

A-プライス店舗では、商品の入荷時に発生するダンボー

食品スーパー店舗では、マイバック持参運動の一環と

ルを買物袋の代わりとして再利用しています。レジでのお

して、エコバックの販売を実施しています。2002年11月

客さまへのお声掛けや、啓蒙ステッカーによるアピールを

より新たなエコバックを採用しました。このエコバックは、

行うなどの情報発信に努め

レジかごにそのまま装着でき、袋に詰めなおす必要があり

ています。2002年度は、顧

ません。また、売上代金の一部を「フォレスト環境基金」に

客一人当たりの買物袋使用

積み立て、森林保護活動に役立てています。

量を01年度比2.1%削減す
ることができました。今後も
継続的に実施していきます。

店舗でのダンボール再利用

●A-プライス店舗買物袋使用量の推移
1人当たり
（枚）
11,593

買物袋
（千枚）
11,523
10,378

店舗で販売されているエコバック

1.454

1.436

1.434

●フォレスト環境基金の流れ

＊メーカー様資料より作成

売上代金
の一部
'00年度

'01年度

'02年度

＊2000年度は56店舗、2001〜2002年度は61店舗の実績です。

エコバック
仕入

店舗

マイバック持参運動の推進
石油資源からできている買物袋を削減するため、食品

メーカー

エコバック
販売

フォレスト
環境基金

代金

スーパー店舗では、買物袋の適正枚数使用の徹底、マイ
バック持参運動を実施し、お客さまにもご協力を呼びかけ
ています。
マイバック持参運動の一環として、
2000年10月よりスタンプカード
消費者

制度を導入しています。2002年
度には、88,437枚ものスタンプ

NPO
（フォレスト事業）

＊これまでに岩手県沢内村、奈良県吉野地区で植林活動が行われています。

カードが回収され、買物袋の辞退
率は、6.72%となりました。

マイバックキャンペーンポスター

●スタンプカード回収量と買物袋辞退率

●食品スーパー店舗買物袋仕入量の推移
1人当たり
（枚）
29,096

買物袋
（千枚）
25,884

辞退率
（％）

回収実績
（枚）

88,437

25,834
65,029

6.72

5.65
1.110

1.197

1.125
3.05
10,650

'00年度
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'01年度

'02年度

'00年度

'01年度

'02年度

店頭回収でリサイクルを推進

玉子パックの回収スタート

食品スーパー店舗では、店頭に食品トレイ・牛乳パック・

2002年7月より、食品スーパーの一部店舗にて、玉子

ペットボトルの回収BOXを設置し、
ご家庭から排出される

パックの回収を開始しました。玉子パックの回収は、
まだま

ごみの減量化・再資源化に取り組んでいます。

だ浸透していませんが、お客さまへのPRを重ね、多くの

回収された食品トレイはエコベンチとなって生まれ変わり、

方にご協力いただけるよう推進していきます。回収した玉

お客さまのコミュニティスペースとして、
利用されています。

子パックは、
ペットボトルと一緒にリサイクル工場へと運ばれ、

またペットボトルは玉子パックへ、牛乳パックはトイレット

新たな玉子パックに生まれ変わり、再び店舗に並びます。

ペーパーや紙文具等へとリサイクルされ、店舗で販売され
ています。

●玉子パック回収フロー
玉子パックに
再生

玉子パックメーカー

玉子メーカー
再生パックを
使用
仕入・販売

玉子パック&
ペットボトルの
店頭回収
店頭に並ぶ回収BOX

店舗

●食品トレイ回収量の推移

●牛乳パック回収量の推移

食品トレイ
（ｋｇ）

●ペットボトル回収量の推移

牛乳パック
（ｋｇ）

ペットボトル
（ｋｇ）

ペットボトル回収店舗
（累計）

76,690
68,362

42,639

42,020
31,445

47,688

35,767

27
11

31

21,349

8,845

'00年度

'01年度

'02年度

'00年度

'01年度

'02年度

'00年度

'01年度

'02年度

T O P I C S

食品スーパーモニター会を開催しました
―マイバック持参運動は浸透していると思われますか?

―ばら売りの買い勝手はいかがですか?

少しアピールが弱いですね。袋を持ってきている時は、断り

時間のあるときは、ばら売りの中からゆっくり吟味

ますけどね。浸透させようと思ったら、袋を渡さないことを

して選んでいます。急いでいるときは、パック商品

考えてもいいのでは? 最初は戸惑いを感じるだろうけど。

を選んでと、状況に応じて、使い分けていますよ。

―店頭のリサイクルBOXはご利用いただいていますか?

―弊社の環境への取り組みを10点満点で表すと?

トレイや牛乳パックは積極的に利用しています。でもリサイ

8点。他のお店に比べて、良いのではないですか?

クルされたものがどうなっているのかが、
わかりにくいですね。

回収BOXも整理されていて、使いやすいですね。

各店舗でお客さまの声をお聞きしています

レジ周りに回収量や案内等を掲示したらどうですか?
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環境にやさしい店舗づくり
新規出店時や改装時に、環境に悪影響を与えない店舗づくりを目指し、省資源・省エネルギーにも配慮しています。

新規出店・改装時の環境配慮
新規出店時や既存店舗改装時には、設計・施行段階から、

エコユニフォームの採用
A-プライス、食品スーパーの店舗において社員が着用

省資源・省エネなどに配慮しています。新店舗では、太陽

するポロシャツ、エプロンなどのユニフォームは、ペットボ

光採光システムやショーケース集中温度管理システム、床

トルをリサイクルした素材を使用しています。また、本社の

暖房システムなどの省エネ型機器を中心に、環境配慮型設

スタッフ部門の女性社員の

備を積極的に導入しています。また、陶磁器の屑などを利

ユニフォームもリサイクル

用したタイルや、ケナフを利用した壁クロス、ペットボトル

素材を使用しています。さ

を再利用したケース仕切り版などの環境配慮型資材も採

らに今後は、使用済みのユ

用しています。

ニフォームも回収後、再生・
再利用等できるような仕組
みづくりを検討しています。

ペットボトルを再生したエコユニフォーム

法規制への対応
当社では、新規出店の際はもちろん、毎年、市町村に至
るまでの各自治体における環境に関する条例の改訂確認
太陽光を自動で追いかけ光を取り込む採光システム装置

を行い、法規制遵守への対応を行っています。
廃棄物については、自治体の指示に従った分別を行い、
許可を持った業者に引き渡しています。食品スーパーから
排出される月間約6tの廃食油は、産業廃棄物として、マニ
フェスト伝票管理で適正な処理・リサイクルを行っています。
容器包装リサイクル法の委託義務についても、適正な算定
方法で、毎年申請を行っています。

ショーケースの集中温度管理システム

店舗の室外機等からの騒音に関しては、現在全店での
遵守はできていませんが、
防音壁や機械室を設置するなど、
積極的な騒音防止対策を進めています。

● 担当者の声
廃熱を利用した床暖房システム

お客さまの立場に立って
「この店舗は環境に配慮している」と感
じていただけるだろうかと、私たち開発
部は、お客さまや地域に配慮した『環境に
やさしいお店』作りを目指しています。例

陶磁器の屑を利用したタイル

えば、食品スーパー店舗の一部に、冷凍機
開発部課長

碓永由幸

の廃熱を利用した床暖房を導入しました。
西日本初の省エネシステムで、食品スー
パーの欠点とも言える売場の冷えを解消
することができました。お客さまから『こ
の店は寒くないので買物がしやすい。』と
のお声をいただいた時、何とも言えない
満足感を感じました。

防音壁を設置し、屋上の室外機に騒音対策

11

物流での取り組み

アイドリングストップの呼びかけ

物流システムを合理化することにより、無駄のない効率

店舗の駐車場には、無駄なアイドリングストップを呼びか

的な配送が実現できます。またそれは、納品車両台数の削

ける看板を設置しています。納品車輌のドライバーへはも

減にもつながり、大気汚染やCO 2 排出量の削減、騒音の

ちろん、お客さまへもご協力をお願いしています。不必要

軽減や交通渋滞の緩和などに役立ちます。当社では仕入

なアイドリングを止めれば、
省エネルギーになるだけでなく、

メーカー様と協力して、物流の合理化に取り組んでいます。

地球温暖化や大気汚染につながる排ガスも削減でき、近

食品スーパー事業では、パン・グロッサリー＊・日配商品＊等

隣への騒音も防止できます。

の共同配送システムを構築。その結果、平均14台であった
一日の店着車両台数が、2台にまで減りました。また、A-プ
ライス事業でも物流のセンター化を図っています。今後は、
センター化の供給率の向上を目指していきます。

●共同配送システムフロー
アイドリングストップを呼びかける看板

Ａ社
Ｂ社

T O P I C S

共配
センター

Ｃ社

天然ガス自動車の導入
店舗

Ｄ社

2002年11月、当社では、福岡市・北九州市・熊本市のディスト
リビューター事業部の各支店において、今後3年間で20台の天
然ガス自動車を導入することを決定しました。

＊グロッサリー ビン、缶詰、調味料等
乳製品、めん類、豆腐等
＊日配商品

すでに1999年には大阪支店、2001年には福岡支店で、各1
台ずつ試験的に導入し、その結果、走行性能やコスト面において、

店舗における電気使用量の削減
A-プライス店舗では、1999年度から省エネルギー推進
項目に電気使用量の削減を目標に掲げてきました。社員全

現行とほぼ差異なしと判断しました。
光化学スモッ
天然ガス自動車は、
地球温暖化の原因となるCO2、
グや酸性雨の原因となるNOX、HCの排出が少なく、SOX、SPM
をまったく発生せず、環境負荷低減に貢献できます。

員が日常 業 務として、店 作 業マニュアルにそった 温 度
チェックを行うなどの省エネ活動を積み重ねています。そ
の結果、既存42店舗においては、99年度比2%の削減が
できました。
2002年度は、既存61店舗での実績維持目標に対し、
4.8%増加という結果でしたが、
これは、酒類販売の店舗
が増え、それに伴うショーケースの増設に伴うものです。
今後も継続して省エネ活動を推進していきます。

●A-プライス店舗電気使用量の推移

●クリーンな天然ガス
化石燃料の燃焼生成物発生量（石炭を100としたとき）
石油 80
天然ガス 57

32,774
石炭 100

NO X
（窒素酸化物）

28,117

SOX
（硫黄酸化物）

'00年度

石炭 100

CO 2
（二酸化炭素）

電気使用量
（千ｋｗ/ｈ）
31,280

クリーンな天然ガス自動車

'01年度

'02年度

石油 71
天然ガス 20〜37
石炭 100
石油 68
天然ガス 0

出典：IEA（国際エネルギー機関）Natural Gas Prospects to 2010.(1986)」
火力発電所大気影響評価技術実証調査報告書

＊2000年度は56店舗、2001〜2002年度は61店舗の実績です。
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本社オフィスでの取り組み
神戸本社、九州本社においても環境目標を達成するために、社員が一丸となって、取り組んでいます。

神戸市環境功労賞受賞

清掃活動の強化

2002年12月15日、
「KOBEエコ市民フェスタ」にお

神戸本社及び九州本社では、2カ月に1度10名程度の

いて、神戸市環境功労賞の受賞式が行われ、当社は事業所

参加者が集まり、社屋周辺の清掃活動を実施しています。

部門で受賞いたしました。この賞は、
1994年より設けられ、

神戸本社では、所在地にある六甲アイランド地域振興会

多年にわたり環境保全活動を積極的に行い、地域の環境

の呼びかけにも賛同し、清掃活動を強化しました。九州本

保全に貢献したことに対して、送られるものです。

社でも清掃の取り組

受賞を機に、全社員がこれからもより一層の環境保全活
動に努めることを再確認しました。

みが地域に広がるな
ど、清掃を通じて、地
域コミュニケーション
も広がっています。

本社周辺での清掃活動風景

2002年度の環境目的・目標
神戸市環境功労賞授賞式

神戸本社、九州本社のオフィスでは総務部が中心となり、
社員全員が一丸となって省エネルギー、
ごみ廃棄物の削減

生ごみリサイクル

等に取り組んでいます。OA機器のスイッチオフ、空調設定

九州本社において、テストキッチンから生じる商品サン

温度の徹底、両面コピーや裏紙活用、分別など日々の細か

プルの廃棄品や、社内の食堂などから排出する生ごみを堆

い活動の積み重ねも、社員の意識の高まりとともに定着し

肥化する取り組みを行っています。2002年度は、
これら

てきました。

約3ｔの生ごみから約2.1ｔの堆肥ができました。できた堆

神戸本社

肥は、社員に配布したり、社内寮の自家菜園で有効に活用
しています。

目的

目標

実績

電気
使用量

98年度比
98年度比
8%以上削減 8%削減

98年度比
7.6%削減

ごみ
廃棄物

99年度比
30%削減

99年度比
24.5%削減

99年度比
25%削減

00年度比
コピー用紙 00年度比
4%以上削減 4%削減
使用量

社会貢献
活動

社会貢献
活動の実施

00年度比
9.4%増加

環境に関する 本社地域周辺の清掃
活動年1回以
を4回実施済
上実施

九州本社
目的
九州本社内に設置された生ごみ処理機

●2002年度神戸本社及び九州本社
ごみ排出量とリサイクル量の比率
生ごみリサイクル量（kg）3,022
焼却
処理量（kg）
5,383

神戸本社

焼却
処理量（kg）
6,739

ごみ総量（kg）

25,341

34,649
紙類
リサイクル量（kg）
19,958
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九州本社
紙類
リサイクル量（kg）
24,888

実績

電気
使用量

00年度比
00年度比
1%以上削減 1%削減

00年度比
2.2%削減

ごみ
廃棄物

01年度比
2%削減

01年度比
1%削減

01年度比
19.5%増加

01年度実績
以内

01年度比
23.6%増加
既所有エコカーを検証
03年度1台切替目標
設定

コピー用紙 01年度実績
以内
使用量

ごみ総量（kg）

目標

エコカー
導入

エコカー
導入

導入検討

社会貢献
活動

社会貢献
活動の実施

環境に関する 本社地域周辺の清掃
活動年１回以
を5回実施済
上実施

環境会計
環境に関わるコストを把握し、環境活動を経営全体の中で捉えていくために環境会計を導入しました。
今後は、環境効率の向上を考えながら、環境経営を推進していきます。

企業が環境保全活動を進めていく上で、
コスト数値の把握は必要であることから、環境会計への取り組みを始めました。初年度
となる2002年度は、環境省の「環境会計ガイドライン（2002年版）」に準拠したコスト項目で、可能な範囲の洗い出し、環境保
全コストの把握を行いました。
●集計方法

適用期間：2002年2月1日〜2003年1月31日
適用範囲：神戸本社・九州本社、食品スーパー事業、
Ａ-プライス事業
●環境保全コストの計上基準

複合コスト：環境に寄与する部分を差額または按分により算出しています。
投資コスト：当期に発生した設備及び施設への減価償却対象額（リース契約の場合は本体価格）を計上しています。
人 件 費：環境管理室専任者のみ計上しました。
環境マネジメント委員会出席による人件費については、
（単価）
×
（所要時間）で算出しています。

環境保全コスト

単位：千円

環境保全コストの分類

事業内容
公害防止コスト
エリアコスト

投

資

費

用

具体的取り組み
●防音壁の設置等による騒音防止対策

2,702

1,318

●オイルパン設置による土壌汚染防止
●冷蔵生ごみ庫設置による悪臭防止
●アイドリングストップ看板の設置

地球環境保全コスト

●省エネ設備の導入

22,774

21,880

●冷媒に代替フロンの採用
●廃棄フロンの回収・適正処理

資源循環コスト

●節水コマの設置
●ダンボール・紙類のリサイクル

975

108,470

●廃食油のリサイクル
●一般廃棄物の適正処理
●ごみ庫の設置

上・下流コスト

●容器包装リサイクル法再商品化委託契約

0

20,935

●スタンプカード制度の推進
●顧客からの回収資源物のリサイクル
●グリーン購入

管理活動コスト

●内部環境監査の実施
●ISO14001外部審査費用

0

36,210

●人件費
●店舗設備点検の実施
●浄化槽点検の実施
●植栽せん定費用

合

計

26,451

188,814

＊環境ガイドライン（2002年版）項目の「研究開発活動におけるコスト」、
「社会活動における環境保全コスト」、
「環境損傷に対応するコスト」、
「その他環境保全に関するコスト」は、
今期該当なしのため、省略しました。

●今後の取り組み

環境会計を経営ツールとして利用するために、費用対効果での把握は必須です。今後は、経済単位や物量単位での環境保全効
果の把握基準を策定していきます。また環境会計の精度を高めていくためにも、環境会計システムの構築に取り組んでいきます。
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環境マネジメントシステム
環境保全活動を推進していくために、組織体制を整え、環境マネジメントシステムを維持管理しています。

環境マネジメントシステム体制

内部環境監査
年に一度、環境マネジメントシステム対象のすべての部

本社総務部

署や店舗において、内部環境監査を行っています。環境保

九州本社
総務部
環
境
委マ
員ネ
会ジ
メ
ン
ト

です。2002年度は、内部環境監査員の資格を持つ社員
環境管理室

25名が延べ14日間にわたり、環境監査チェックシートに
基づいて8部署80店舗を監査しました。この結果、36件

家庭用
商品部

Ａ
事プ
業ラ
部イ
ス

営
業
本
部

食
事品
業ス
部ー
パ
ー

営
業
本
部

-

環
境
管
理
責
任
者

進捗状況の点検や問題点の改善、見直しを図ることが目的

開発部

商
品
本
部
経
営
層

全活動を効果的に進めるため、
組織的かつ継続的に取り組み、

の指摘事項が報告されま

業務用
商品部

した。指摘を受けた事項

営業企画室

ました。今後は指摘事項

はすべて是正、改善され

を減らすように努めてい
営業部

店舗

きます。
店舗における内部環境監査

AP - PL
推進室

外部審査

営業企画室
店舗運営部

店舗

3M - HOP
推進室

1999年にISO14001を認証取得後、年に一度、外部
審査機関（DNV）による定期審査を受けています。2002
年度は認証取得後、
3年目となり更新審査を受審、
その結果、
軽微な不適合6件、観察事項9件の指摘を受けました。不

●環境マネジメント委員会

適合については、ただちに是正処置を行い、審査機関に報

当社は、
1997年より環境問題対策プロジェクトを設置し、

告しました。ISO14001規格に基づく環境マネジメントシ

環境問題に取り組んできました。その後、1999年に環境

ステムを維持・管理され、
登録更新が可能と判断されました。

マネジメント委員会と改名し、新たに環境管理室も新設さ

今後も継続的な改善を図っていきます。

れました。環境マネジメント委員会は、経営層、環境管理責
任者、
各部署の責任者と各任命委員にて構成されています。
年4回開催される環境マネジメント委員会では、環境保全
活動の取り組みの方向性や妥当性などを協議しています。

●PDCAサイクル図
DNVによる更新審査

継続的改善

●ISO14001取得店舗数の推移
A-プライス

環境方針
ACTION
経営層による見直し

PLAN
計画
継続的改善

CHECK
点検及び是正

ACTION

DO
実施・運用
CHECK

15

80
11

66
10

66
10

51

56

56

69

'99年度

'00年度

'01年度

'02年度

51

PLAN

食品スーパー

DO

＊'99年度には、神戸本社および九州本社においても取得しています。

環境教育
環境保全活動を継続的かつ効果的に推進するためには、
社員への環境教育が重要と考え、目的・目標や各種運用手
順等を全社員に周知徹底しています。また、新入社員研修

環境方針
トーホーは「食を通して社会に貢献する」という基
本理念に基づき、食品の加工、業務用食品卸売事業、
業務用食品現金卸売事業（A-プライス事業）及び小

や入社二年目研修の中でも、環境問題や当社の取り組み

売り事業（食品スーパー事業）のチェーン店舗展開を

についての教育を実施しています。

行っており、常に「安全」
「環境」
「健康」という3つの

その他、社内イントラを利用し、毎月「EMSニュース」を

キーワードに配慮した経営をすすめております。なか

発行しています。また、
全社員に環境ポケットブックを配布し、

でも環境対策については企業の社会的責任であると

意識の高揚を図っています。

同時に急務を要する課題であると考え、A-プライス
事業、食品スーパー事業及び本社におけるオフィス活
動について以下のことを具体的に推進し継続的な改
善及び汚染の防止につとめます。

1. 対象となる事業活動において環境パフォーマンス
の継続的な改善を進め、環境保全につとめます。
入社二年目研修風景

取り組み基準
◎廃棄物
●廃棄物となるものを持ち込まない仕組みづくりを推進する。
●排出される廃棄物の管理を行うとともに、
排出量の削減、

リサイクルを推進する。
● 家庭から排出される廃棄物についてもリサイクルを促

進する。
◎商品
●環境にやさしいという観点から環境配慮型商品の開発及

び仕入を実施する。

2. 本社及び店舗において、省資源、省エネルギーの
推進に取り組みます。
3. 本社及び店舗から発生する廃棄物の減量化に取
り組みます。
4. 本社及び店舗において廃棄物の分別回収に取り
組み、再資源化を推進します。
5. 環境への影響を配慮した商品の選定及び提供に
つとめます。
6. 関連する法規制及び当社が同意するその他の要
求事項を遵守します。
7. 本方針は環境目的及び目標を設定し、見直す枠組
みを与えます。
8. 本方針を実施するための組織体制を確立し、全従
業員に周知徹底します。また、本方針は社外にも公
開します。

●再生紙の利用や包装材の削減、
切替等を実施し、家庭か

ら排出される廃棄物の削減に取り組む。
◎エネルギー

● 環境管理責任者の声

●省資源・省エネルギー型の店舗設計、
設備導入及び運営

積極的に環境経営を推進

を実施する。

1999年のISO14001の認証取得は、

●物流体制の合理化を実施する。

環境保全活動の足がかりでした。今では、

◎社会貢献

保全活動も日常業務に落とし込まれ、社員

●基本理念に基づき、
食を通じて社会に貢献する。

の環境への意識も浸透してきています。

◎法の遵守

今後は、
これまでの活動を継続するとともに、

●環境に関する法律・規制を遵守するとともに加盟団体や

地域からの要請にも可能な限りの環境保全活動を行う。

取締役常務執行役員

上森瀰美

環境ビジネスへの展開にも目をむけ、積
極的な環境経営を進めていきたいと意気
込んでいます。そのためにも、今回の環境

◎環境教育

報告書発行による情報公開は有意義であり、

●仕事を通じて環境問題を考え、
自らが行動を起こす社員

コミュニケーションツールとしての役割を

の育成を目指します。

充分に担うものであると感じています。
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食を通じて社会に貢献
当社では、企業市民として、文化・イベント・スポーツの支援を行うメセナ活動や、
地域社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。

サッカー教室開催

文化・イベントに協賛

食品スーパー事業部の神戸地区では、年に数回小学生

2002年10月31日〜11月4日までの5日間、当社が

を対象に、
ヴィッセル神戸との共同企画で、
プロコーチによ

長年にわたり協賛している「2002佐賀インターナショナ

るサッカー教室を開催しています。遊びながら、サッカー

ルバルーンフェスタ」が盛大に開催されました。また、期間

の楽しさとプロの技術が体感できることから、毎回多くの

中毎日400人あまりの選手・関係者へ当社の佐賀支店メ

子どもたちに参加いただいております。
トーホーは、Jリー

ンバーが朝食のコーヒーサービスを行いました。

グチームヴィッセル神戸（J1）、
アビスパ福岡（J2）のオフィ

大阪・中之島中央公会堂が改修されたのを機に、2002

シャルサポーター企業として、両チームを支援しています。

年11月24日「中之島ユーロジャズルネッサンス2002」
（朝
日新聞社・大阪市など主催）が開催されました。当社は
コーヒーのチャリティーサービスを行いました。代金の代
わりに公会堂の再生に役立てるための「赤レンガ基金」へ
の賛同を来場者の方々へ募り、
コーヒー605杯分、約8万
円弱の募金を公会堂に寄付いたしました。
2002年12月12日〜25日、8年目を迎えた光の空間
彫刻「神戸ルミナリエ」が開催されました。これは阪神・淡

ヴィッセル神戸サッカー教室

路大震災の犠牲になられた方々への鎮魂と復興に取り組
む市民の希望と夢を象徴したイベントで、当社も毎年協賛

コーヒー教室開催

しております。

当社のコーヒー工場（神戸市・佐賀県鳥栖市）では、少し
でも多くの方においしいコーヒーを召し上がっていただく
ために、毎年一般の方々を工場にお招きし、
コーヒー教室
を開催しています。2002年も両工場で計11回、約200
名の方々にクワイエットドリップ法でいれるコーヒーのおい
しさをお楽しみただきました。また、インターンシップや
トライやるウィークも積極的に受け入れ、学生の方々にも
コーヒーのおいしさを伝えています。
中ノ島ユーロジャズチャリティーカフェ

●おいしいコーヒーのいれ方（3杯分）〜クワイエットドリップ法〜
1
佐賀インターナショナルバルーンフェスタ

2

1 ペーパーフィルターの側面と底面の

2 フィルターを抽出器具にセットし、コー

3 97℃のお湯480ccをあらかじめ用

4 30秒おいた後、水位がフィルターの

プレス部分を互い違いに折り曲げます。

意し、粉が浸る最少量のお湯を注ぎ、
注ぎ始めから30秒間むらします。
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ヒーの粉を約30ｇ入れ、表面を平ら
にした後、厚みが一定になるように中
央部にくぼみを作ります。

上面から2cmの高さになるまで一気
にお湯を注ぎ、その後はポットの注ぎ
口が水面から1cmの高さとなるよう
中心部に静かに注ぎきります。

神戸ルミナリエ TM
C Valerio Festi/I&F Inc./Kobe Luminarie O.C.

食農情報学習に参画
当社では、創業55周年事業の一環として、創業以来の
経営理念である「食を通じて社会に貢献する」を実践する
ため、食農実行委員会を設置し、食農情報学習に参画しま
した。この食農情報学習は、生産や料理などの食育学習や
生産地から食卓に上るまでの流通学習を一環して学習体
験するカリキュラムです。小学校・生産農家・トーホーが三
位一体となり、小学生が食を通して生きる力を育むことを
目的としています。
2002年12月3日には、神戸市西区の生産農家で神戸

キャベツの作付けを行う当社社員と魚崎小学校5年生のみなさん

市立魚崎小学校5年生が春キャベツの作付けを行いました。

普段食卓に並ぶ食べ 物がどの
ように生産・流通・販売されてい
るかを学び、また命の尊さを学
びます。

● 食農実行委員長の声

食農実行委員長
（株）
トーホー相談役

栗原巖

子どもたちに食事の
楽しさを伝えたい

化学肥料や農薬などを減らし、環境に配慮して神戸市内で栽培された野菜「こうべ 旬菜
（減農野菜）」に指定されている春キャベツ

● 学びのネットワーク事務局の声

● 子どもたちの声

（株）学びの
学びのネットワーク事務局
事務局長

江上元章氏

総合学習でも
日本初の試みとして好評価

神戸市立魚崎小学校5年生のみなさん

自分で育てた
キャベツは可愛い

「最近、食欲のない子どもたちが増えて

食農情報学習は子どもたちに、生産か

いる。」テレビから聞こえる発言に、私は

ら食卓に上るまでを一環して学習体験す

キャベツが小さな苗から大きく育つまで、

驚きました。2002年7月放送の「兵庫健

ることで、
「将来のかしこい消費者になっ

です。自分の育てているキャベツは可愛

康フォーラム」という県主催の番組の中で

てほしい」という願いを込めて生まれたカ

くて、友達と大きさを競い合ったりします。

自分の目で見ることができておもしろい

のパネラーの発言でした。間食・塾通い・

リキュラムです。義務教育課程の 総合的

だけど、作付けをしてから2ヵ月後位に、
ヒ

二度の夕食・朝抜き、親子バラバラで一人

な学習の時間 を活用した日本で初の試

ヨドリがキャベツをつついてしまったのが、

だけのつまらない食事、楽しくないから味

みとなるこのカリキュラムにトーホー様が

とても悲しかったです。

気なく噛まない…。

社会貢献活動として取り組まれた意義は、

「安心・安全、健康、環境」をテーマに、

育て方のポイントや自分のキャベツの

画一的な農業体験学習しか行われていな

健康状態など、実際にキャベツを作ってい

食を通じて社会に貢献しようと励んでき

かった教育現場、および関係所管の行政

る人にお話を聞くことができて、勉強にな

た当社が何かお役に立てることがないか。

にとっても、非常にインパクトの強い試み

りました。これからの収穫や販売実習がと

こうして「トーホー食農実行委員会」が誕

だと評価されています。

ても楽しみです。

生したのです。

18

トーホー環境報告書2003を
ご覧いただきまして
ありがとうございました。
皆さまからお寄せいただく貴重なアドバイスを
今後の環境活動と報告書作成の参考に
させていただきたいと考えています。
もしよろしければお手数ですが、
本報告書についての率直なご意見・ご感想などを
裏面のアンケートにご記入の上、
弊社までお送りいただければ幸いです。

株式会社トーホー 環境管理室
〒658-0033

神戸市東灘区向洋町西5丁目9番

FAX：078-845-2425

ト ー ホ ー 環 境 報 告 書 2 0 0 3 に 関 す る ア ン ケ ー ト
株式会社トーホー

環境管理室

FAX：078-845-2425
●本報告書をどのような立場でお読みなりましたか?
1 株主・投資家
6 学生

2 お客さま

7 報道機関

3 政府・行政機関

8 金融機関

4 お取引先

9 企業環境担当者

5 環境NGO・NPO
10 その他

●本報告書はいかがでしたか?
＜分かりやすさ＞
1 大変分かりやすい 2 分かりやすい 3 普通

4 分かりにくい

＜内容＞
1 充実している

2 普通

3 物足りない（ 追加するべき項目があれば

）

●本報告書で興味を持たれた項目はどれですか？
（複数回答可）
1トップメッセージ

2 会社概要

5 環境にやさしい商品のご提供

3 事業概要

6 安心・安全な社会を築くために

8 お客さまとともに環境にやさしい活動
11 環境会計

4 食品スーパーとA-プライスでの取り組み

9 環境にやさしい店舗づくり

12 環境マネジメントシステム

7「ごみ」のスリム化への取り組み
10 本社オフィスでの取り組み

13 食を通じて社会に貢献

●当社の環境保全活動や本報告書についてご意見・ご提案など自由にご記入下さい。

お差し支えのない範囲で、下記欄にご記入下さい。
お名前

性別：男性・女性

ご住所 〒

電話

年齢

歳

FAX
e-mail アドレス
ご職業（勤務先・学校名など）

部署・役職名

ご協力ありがとうございました。

環境管理室
〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西5丁目9番
TEL:078-845-2456
FAX:078-845-2425
http://www.to-ho.co.jp
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