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評価

2021年度以降の活動⽬標・予定

環境法令の遵守
環境負荷の継続的な改善

環境法令遵守のための取り組み強化
環境法令教育の徹底 

A 環境法令遵守のための取り組み強化
環境法令教育の徹底

⾃⼰評価 A︓⽬標達成 B︓概ね⽬標達成 C︓⽬標未達成

私たちは、「⼈と社会と地球のために」という企業理念のもと、地球規模の環境保全の重要性を認識し、事業活動を通じて持続的発展が可
能な社会の実現に貢献します。 
私たちは、セメント、銅、⾦属加⼯、電⼦材料等の総合素材メーカーとして、産業社会に多くの基礎素材や製品を供給しています。これら
の素材や製品は、私たちの⽣活の多くの場⾯で使われています。 
素材産業は製造段階における環境負荷が⾼い側⾯がある⼀⽅、廃棄物の処理や再資源化等を通じて資源の有効利⽤や資源循環へ貢献できる
機能を有しています。 
私たちは、事業活動において「環境」という側⾯を常に考慮し、事業の特性を活かしながら、事業と環境との調和を⽬指した「環境経営」
を実践していきます。こうした理念の下で、法令の遵守はもとより、⽣活の基盤となる素材、製品の供給やリサイクル事業等を通じて、環
境負荷の低い循環型社会の実現に貢献します。

この⽬的達成のため、以下の事項に取り組んでまいります。

 

環境マネジメントシステムの活⽤や環境教育の拡充等あらゆる機会を通じて環境経営の周知徹底を図り、社員⼀⼈ひとりが、
環境経営を実践します。

環境保全を図るため、事業活動のあらゆる段階において、エネルギーや資源の利⽤に伴う、温室効果ガス、廃棄物、有害化学
物質等による環境負荷の低減に努めます。また、グリーン調達の促進や環境に配慮した素材、製品、及び技術の開発に取り組
むとともに、環境汚染や環境事故の予防等環境リスクの低減に努めます。

当社グループにおける事業の特性を活かして、保有する技術や設備を活⽤しながら、廃棄物の再資源化や廃棄物処理事業等を
始めとするリサイクル事業を推進します。また、再⽣可能エネルギーの利⽤拡⼤等を図り、循環型社会システムの推進に貢献
します。

天然資源の開発はもとより、持続的発展が可能な社会にとって⽣物多様性が重要な基盤であることを認識し、⾃然⽣態系に配
慮して、社会や⾃然と調和した事業活動を⾏ないます。

使⽤エネルギーの削減や地球温暖化防⽌に貢献する素材、製品、技術の開発や事業への参画を図ることにより、持続可能な低
炭素社会構築に向けた取組みを推進します。また、所有する⼭林においては、CO の固定（吸収）にも⼀層の貢献ができる森
づくりを⽬指します。

地域の状況を踏まえて、地域社会とコミュニケーションをとりながら環境保全活動に取り組みます。

環境マネジメント
環境保全と環境技術

環境マネジメント

環境⽅針

環境経営の推進1.

環境負荷の低減2.

循環型社会構築への貢献3.

⽣物多様性への配慮4.

低炭素社会の実現に向けた取組み5.

2

地域社会との共⽣6.
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当社グループでは、サステナブル経営推進本部に専⾨部会としての環境管理部会を設けてグループ横断的な環境施策を⽴案し実⾏していま
す。各事業部⾨及び各製造拠点には環境管理担当者を選任し、本社環境管理部署と密接な連携のもと汚染の未然防⽌、環境関連法令の遵守
徹底を図っています。

■ 環境管理体制

当社グループの事業所では、ISO14001等の環境マネジメントシステムを運⽤し、法令遵守の徹底や、環境パフォーマンス向上に向けた継
続的な活動を推進しています。これらの活動を推進する管理者に必要とされる環境技術や法令等に関する知識の習得促進のため、環境教育
プログラムや、⽇々の管理に必要な法令チェックシステム等の開発、導⼊を図っています。

事業所の管理者層を対象として、公害防⽌管理体制や経営層に求められる環境管理の基本的事項の理解を⽬的とした教育を実
施しています。

当社グループは、事業活動に伴いさまざまな廃棄物を排出している⼀⽅で、銅製錬事業やセメント事業においては、リサイク
ル原料の使⽤を推進していることから、廃棄物管理は重要な業務として位置付けています。そのため、廃棄物管理に特化した
管理者や担当者を拠点ごとに選任し、法令教育の実施と独⾃の運⽤ルールにより、廃棄物の適正管理と廃棄物関連法令遵守の
徹底を図っています。事業所の廃棄物に係る管理責任者と実務担当者のそれぞれの対象ごとに廃棄物管理教育を実施していま
す。管理責任者には、廃棄物管理に関する最新の事例紹介等を通じて、廃棄物リスクや管理者に求められる役割の理解を⽬的
とした教育を実施しています。実務担当者には廃棄物の排出者に課せられる廃棄物処理法の具体的な規制内容の理解を⽬的と
した講習を実施しています。

ISO14001による環境マネジメントシステムを導⼊している事業所の従業員を対象に、内部環境監査員を養成するための講習
を実施しています。 
この講習では、ISO14001規格や環境法令について学ぶほか、環境側⾯や適⽤法令の洗い出し、環境負荷低減のための取り組
み⼿法、不適合状況の確認といった実務に即した演習も⾏っています。

推進体制

環境管理活動

環境教育

環境管理教育1.

廃棄物管理教育2.

内部環境監査員教育3.
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■ 2020年度環境教育実績

 受講者数

環境管理教育 管理責任者向け 191名

廃棄物管理教育 管理責任者向け 23名

実務担当者向け 105名

内部環境監査員養成教育 86名

事業所でのさまざまな環境課題に対応するため、本社に環境専⾨スタッフによる相談窓⼝を設け、きめ細かいサポートを実施するととも
に、環境課題に対応するための有⽤な情報を本社と各事業所が共有しています。 
事業所の管理者層を対象に環境管理責任者・事務局会を毎年開催し、環境に関する施策や課題の共有を⾏っています。また、事業所の実務
者層を対象とする事業所⾒学会を毎年開催しており、環境管理に関わる現場での運⽤⽅法や環境事故の未然防⽌の取り組みを実物を通じて
学ぶとともに、各事業所担当者間の情報交換の機会を提供しています。

当社グループに適⽤される法律の改正情報は、社内イントラネットやメール配信により周知するとともに、⼤規模な改正や設備の変更等が
必要となる改正については説明会を開催し、全ての事業所が確実に対応できるよう取るべき措置についての情報を共有しています。 
現状適⽤されている法規制については、各事業所で定期的にチェックしているほか、監査部においても環境関連法令の遵守状況、化学物質
の取り扱い状況、設備の管理状況等について確認を実施しています。判明した不備は速やかに是正するとともに、関係する事業所に⽔平展
開し、当社グループ全体の管理レベルの向上を図っています。また、設備の新設や変更等、⼀定規模以上の起業を伴う際には、各事業所が
法令上必要な届出の要否を判断するだけでなく、本社関係部署においても確認を⾏っています。

2020年度の環境に係る法規制の遵守状況について、規制当局からの不利益処分（許可取り消し、操業停⽌命令、設備の使⽤停⽌命令、罰⾦
等）はありませんでした。 
また、騒⾳、粉じんや振動等の苦情が10件寄せられましたが、これらについては、迅速に原因を調査し、必要な対策を都度実施しました。

環境⽅針に基づき、当社グループにとっての環境リスクを幅広い視点から⾒い出し、その顕在化を防⽌するための対策を講じています。 
有害物質の漏えいによる⼤気、⽔域、⼟壌・地下⽔の汚染や、廃棄物の不適切な処理は、環境に悪影響をもたらすと同時に、当社グループ
の事業活動に深刻な影響を与えるおそれがあります。各事業所では、事業内容や取り扱う物質、⽴地条件に則して、リスク評価を⾏い必要
な対策を講じています。また、廃棄物の管理については、⾃らの不適切な処理を防⽌するだけでなく、処理委託先による不適正処理を⾒逃
さないために現地確認などの対策も講じています。 
当社グループが所有する休廃⽌鉱⼭（⾮鉄⾦属鉱⼭）では、鉱害防⽌のための集積場、採掘跡の坑道及び坑内⽔の導⽔路の維持、及びこれ
らの場所から発⽣する重⾦属を含む酸性坑廃⽔の適切な処理を継続的に⾏っています。 
⽣物多様性リスクも、当社グループにとって重要な環境リスクのひとつです。当社グループが原料（鉱⽯等）を調達する鉱⼭において、⽣
物多様性の保全を含む環境・社会基準を設定し、その遵守状況を確認しています。また、当社グループが⽇本国内に保有する⼭林では、 森
林の⽣態系サービスを⾼度に発揮させることを⽬標に森林管理を⾏っており、⼀定の基準を満たしていることが森林認証の取得により保証
されています。 
気候変動リスクの緩和に向けては、省エネ・CO 排出削減へ多⾓的に取り組むとともに、CO 回収・利⽤の研究や再⽣可能エネルギーの創
出も⾏っています。淡⽔資源の不⾜が事業に及ぼすリスクについては、国内外の主要な事業拠点についてリスク評価を⾏うとともに、海⽔
の有効利⽤、⽣産⼯程の効率化による節⽔、⽔リサイクル、そして廃⽔の浄化処理の徹底といった対策を⾏っています。

環境課題に対応するための情報の共有

環境法規制の遵守

環境法規制の遵守状況

環境リスクへの対応

2 2
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2020年度の投資額は、セメント⼯場や銅製錬所における⼤気汚染防⽌や⽔質汚濁防⽌を⽬的とする設備更新等をはじめとする投資により、
約26億円となりました。また、環境保全に係る費⽤は、環境対策や公害防⽌設備の維持管理等、約71億円となりました。

2020年度 環境保全のための⽀出［百万円］

分類 投資額 費⽤額

事業エリア内コスト 事業エリア内コスト合計 2,500 6,584

公害防⽌コスト 1,404 2,867

地球環境保全コスト 813 326

資源循環コスト 283 3,390

上・下流コスト 0 0

管理活動コスト 58 342

研究開発コスト 3 22

社会活動コスト 0 10

環境損傷コスト 14 102

合計 2,575 7,060

※ 環境省 環境会計ガイドライン2005年版により算定しています。
※ 集計対象範囲は単体。

環境会計

環境負荷の全体像
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2020年度のエネルギー投⼊量（単体）は2019年度に⽐べて約
1.1％（0.4PJ︓原油換算で1.1万ｋL）増加しました。 
これは三宝製作所、若松製作所の2拠点が加わった事が寄与していま
す。なお、各セメント⼯場の⽣産量減少、廃プラ等熱エネルギー代
替物の使⽤量増加は減少要因として寄与しています。 
エネルギー原単位は2019年度対⽐で0.9%悪化となりました。

エネルギー投⼊量

※ 1PJ（ペタジュール）＝10 J=1,000TJ（テラジュール）

循環型社会構築への貢献のために、廃棄物の再資源化や副産物の循
環利⽤に積極的に取り組んでおり、廃棄物、副産物等のリサイクル
原料の利⽤を推進しています。 
2020年度の廃棄物・副産物の利⽤量は当社単体でほぼ前年度並みの
3.1百万tとなり、原材料・資材投⼊量全体（16.6百万t）に占める割
合は約19%でした。

原材料・資材投⼊量

※ 天然資源には、グループ内鉱⼭からの⽯灰⽯調達分を含みます。

⽔使⽤量の⼤部分は、セメント⼯場の⽕⼒発電や銅製錬の施設で冷
却⽔として利⽤している海⽔です。 
2020年度の⽔使⽤量全体は当社単体で前年度⽐5%減少し402百万
m でした。そのうち、（海⽔を除く）淡⽔の⽔使⽤量は17.2百万
m  （全体の約4%）でしたが、当社単体では連結⼦会社の吸収合併
に伴う製造拠点の増加等の影響により前年度⽐23%増加しました。

⽔使⽤量（海⽔を除く）

※ ⽔⼒発電に⽤いる淡⽔を除く 
※ 冷却⽔⽤の海⽔を除く

エネルギー投⼊量★

15

原材料・資材投⼊量

⽔使⽤量

3

3
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⼯場排ガスに含まれる硫⻩酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、
及び ばいじん等の⼤気への排出状況、並びに 排⽔に含まれる⽣物化
学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、窒素等の⽔
域への排出状況についてモニタリングを⾏っています。

⼤気への排出量

⽔域への排出量

2020年度の排⽔量(海域への排⽔を除く)は、当社単体では連結⼦会
社の吸収合併に伴う製造拠点の増加等の影響により前年度⽐29%増
加し11.3百万m でした。 
海域への排⽔量は当社単体で前年度⽐6%減少し387百万m であ
り、ほとんどは冷却⽔として利⽤した海⽔です。

排⽔量（海域への排出を除く）

※ 海域への排出を除く

2020年度の排出量は、当社単体でほぼ前年度並みの約74 tとなり、
移動量は⽣産量減少等の影響により前年度⽐18%減少し約42tとな
りました。

化学物質の排出量・移動量

⼤気・⽔域への排出量

排⽔量

3

3

化学物質の排出量・移動量
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2020年度の総排出量は、当社単体では連結⼦会社の吸収合併に伴う
製造拠点の増加等の影響により前年度⽐15%増加し約15千tでし
た。埋⽴処分量は、当社単体で前年度並みの約4.7千tでした。 
当牡を含むグループ全体の総排出量は約12万tで、そのうち、約8割
をリサイクルしています。 
廃棄物の最終処分量及び再資源化量は、2017年度より有害廃棄物と
⾮有害廃棄物を区分しています。

産業廃棄物発⽣量

産業廃棄物の排出量
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環境汚染防⽌

当社グループでは、製造⼯程での燃料の燃焼等に伴い、ばいじん、SOx、NOx等の⼤気汚染物質を排出しています。 特に、セメント⼯場や
銅製錬所といった⼤型プラントにおける排出がその多くを占めています。各事業所では、発⽣源の操業の安定化・効率化や、⾼度な排ガス
処理装置を設置して性能を適切に維持する等、⼤気汚染物質の排出抑制に取り組んでいます。

各事業所では、適切な排⽔処理を⾏い、排⽔基準よりも厳しい管理基準を設けて排⽔管理を⾏う等、⽔質汚濁防⽌に努めています。また、
化学物質や油の漏えいに備え、防液堤の設置や⽇常的な設備の点検に加え、万が⼀漏えいした場合の拡散防⽌のための訓練等も定期的に実
施しています。

当社グループの製造事業所では、多種多様な化学物質を取り扱っています。各事業所では、それぞれの化学物質の特性に応じ、⼯程の⾒直
しや新設備の導⼊により、有害化学物質の使⽤量の削減や有害性が低い物質への代替化の促進等の対策を講じて、有害化学物質の環境への
漏出の防⽌、排出量の削減といった環境リスクの低減に努め、環境中への排出を最⼩限に抑制する取り組みを⾏っています。

当社グループでは、資源循環型社会の構築に資するため、廃棄物の排出量の削減と、排出した廃棄物の再資源化に徹底的に取り組むととも
に、リサイクル事業の展開も図っています。

活動テーマ 2020年度の活動実績 ⾃⼰ 
評価

2021年度以降の活動⽬標・予定

休廃⽌鉱⼭の管理 休廃⽌鉱⼭管理技術者への継続教育の実施
⽼朽化設備の更新（継続）
集積場の安定化（継続）

A 休廃⽌鉱⼭管理技術者への継続教育の実施
⽼朽化設備の更新（継続）
集積場の安定化（継続）

⾃⼰評価 A︓⽬標達成 B︓概ね⽬標達成 C︓⽬標未達成

当社は、鉱⼭業から発展した会社です。当社グループが国内に有する鉱⼭は、⽯灰⽯鉱⼭、⽯炭鉱⼭、⾮鉄⾦属（銅・鉛・亜鉛等）鉱⼭の
多岐にわたります。このうち⾮鉄⾦属鉱⼭は、全て採掘を休⽌または廃⽌し、現在では14事業所、21の休廃⽌鉱⼭の管理をしています。当
社グループでは、⾏動規範第5章に掲げる「【環境保全】私たちは、環境保全に努め、資源の有効活⽤とその再資源化に取り組みます」に⽴
脚し、休廃⽌鉱⼭においても次の管理業務を⻑期的に継続しています。

集積場（鉱⽯の採掘に伴い発⽣した岩⽯や鉱さい、坑廃⽔処理で発⽣した殿物の処理場所）の維持管理
採掘跡の坑道や坑内⽔の導⽔路の維持管理及び使⽤されていない坑⼝や陥没地等への危害防⽌対策
上記場所から発⽣する重⾦属を含む酸性坑廃⽔の適切な処理

環境保全と環境技術

⼤気汚染防⽌

⽔質汚濁防⽌

化学物質管理

廃棄物管理

休廃⽌鉱⼭の管理

当社グループの休廃⽌鉱⼭管理
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当社グループが管理する休廃⽌鉱⼭等では、坑廃⽔処理、集積場管理、坑道・坑⼝管理が⾏われて
います。坑廃⽔処理では適正な処理、集積場管理では堤体崩壊による集積物の流出防⽌、坑道・坑
⼝管理では坑内⽔の導⽔路維持のための点検や、第三者の侵⼊及び坑⼝崩落による危害防⽌のため
の閉塞⼯事等を⾏っています。特に坑廃⽔処理では365⽇24時間体制で管理を⾏っています。ま
た、管理レベル向上や業務の効率化のため、操業データの⾃動収集、遠隔警報、データ⼀元管理・
活⽤、報告書⾃動作成等のデジタル化を進めています。

坑廃⽔処理施設（⼋⾕鉱⼭）

そのほか、⼀部の休廃⽌鉱⼭では坑道の⼀部を保存・整備し、操業当時の様⼦や鉱⼭技術等を後世に伝える⽂化的遺産あるいは観光施設と
しても活⽤されています。

坑廃⽔の発⽣は⼤別して2種類あります。鉱⼭操業で鉱化帯に形成された地下坑道や採掘跡の空洞に降⾬や地下⽔が浸透し、酸化された鉱⽯
と接触することで発⽣する重⾦属を含む酸性の坑内⽔（坑⽔）と、集積場の鉱さい等に含まれる微量の重⾦属が降⾬や地表⽔と接触して発
⽣する浸透⽔（廃⽔）です。これらの坑廃⽔は処理場で中和処理を⾏い、重⾦属類を除去した後に排⽔基準内で河川に放流しています。

当社グループの休廃⽌（⾮鉄⾦属）鉱⼭

休廃⽌鉱⼭における坑廃⽔処理の概要

休廃⽌鉱⼭の主な管理業務
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集積場管理（⽣野鉱⼭）

東⽇本⼤震災の際に他社が管理する集積場の集積物流出事故が発⽣したことを受け、経済産業省は
2012年11⽉に耐震性能に係る技術指針を改正しました。これに基づき当社グループが管理する休
廃⽌鉱⼭等の集積場の安定性評価を実施した結果、10ヵ所の集積場に対策が必要と判断されまし
た。このため2015年度より対象集積場の安定化に向けた設計・対策⼯事を順次実施しています。

⼋⾕鉱⼭集積場安定化⼯事（完⼯
後）

近年の⾃然環境変化（⼤型台⾵やゲリラ豪⾬）による坑廃⽔負荷やリスクの低減を⽬的に、発⽣源
対策⼯事や⽼朽化設備の更新を進めています。発⽣源対策のひとつとして、最新技術（チップクリ
ート）等を⽤いて、鉱化帯が露出した地表⾯の⼤規模な被覆⼯事を⾏っています。この⼯事によ
り、降⾬が直接鉱化帯へ接触することを防ぎ、処理⽔量や汚濁負荷量の低減が期待できます。

⼩真⽊鉱⼭発⽣源対策⼯事（チップ
クリート）

更新後の抗廃⽔処理施設（千歳鉱
⼭）

2015年からは当社グループを挙げて、激甚化する⾃然災害に備えた鉱害・危害防⽌対策⼯事及び⼤規模地震が発⽣した際にも集積物が流出
しないための集積場安定化⼯事、坑廃⽔の発⽣源対策、⽼朽化設備の更新に取り組んでおり、 ⼯事費⽤は環境対策引当⾦として2018年度
までに計上が終了しています。

設備更新・環境対策⼯事

集積場安定化⼯事

坑廃⽔処理関連の対策⼯事
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当社グループの⾮鉄⾦属鉱⼭は全て休廃⽌鉱⼭となっており、閉⼭してから久しく時間が経過して
います。このため⾮鉄⾦属鉱⼭技術を有する技術者も退職や⾼齢化のため⼈材が減少の⼀途を辿っ
ています。今後も持続的な休廃⽌鉱⼭の管理を⾏っていくためには、鉱⼭経験の浅い若年技術者の
スキルアップが必要不可⽋であり、⼈材育成（休廃⽌鉱⼭技術に関する各種実務者研修･資格取得
講座等）を継続的に実施し、鉱⼭管理の技術継承に取り組んでいます。

集合研修（坑道管理研修）

実務者研修（ワークショップ）

2017年度より北海道⼤学に資源環境修復学分野の寄附講座を開設し、学⽣への講義をはじめ、鉱
⼭環境の保全に関するさまざまな研究や活動を実施しています。また、その他⼤学等の有識者の協
⼒・指導のもと、新しい環境保全技術の開発・検討として微⽣物等の⾃然の浄化作⽤等を利⽤した
無動⼒の坑廃⽔処理（パッシブトリートメント）技術開発、鉱⼭跡地の緑化技術開発、坑廃⽔の周
辺環境への影響評価⼿法の検討等を実施しています。

北海道⼤学に開設した寄附講座（セ
ミナー⾵景）

パッシブトリートメント現地試験

当社の休廃⽌鉱⼭における鉱害防⽌の取り組みを地域の⽅々に理解していただくために、⼯事説明会や施設⾒学会を積極的に開催していま
す。また、環境保全活動である植樹や稚⿂の放流、イベント・祭礼への参加、協賛を通して地域貢献に努めています。その他、国内外の学
⽣や研究者による鉱⼭施設の視察を受け⼊れ、鉱害防⽌に関する研究開発や技術の研鑽の場として、有効に活⽤していただいています。

⼈材育成

産学連携活動

地域住⺠とのコミュニケーション
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⽣物多様性の保全

活動テーマ 2020年度の活動実績 ⾃⼰ 
評価

2021年度以降の活動⽬標・予定

持続可能な社有林運営を通
じた地域、社会、地球環境
への貢献

SGEC森林認証の定期審査を受審し、審査に合格
した（現地審査は美唄⼭林、⼿稲⼭林、早来⼭
林）

A SGEC森林認証の維持

森林経営計画に基づく森林整備を適正に推進
し、除間伐133.96ha、植栽8.34ha、下刈
103.08haの森林整備を実施

A 森林経営計画に基づく適正な森林整備による森
林環境保全推進

天然⼒を活⽤した環境⾯、経済⾯の両⽴を⽬指
す森づくり推進として、⼀部の間伐で近⾃然森
づくりを実践

A さまざまな効果的な森林づくり実践による、災
害に強く公益的機能の⾼い美しい森林の追求

災害に強い森づくりの推進として、⼿稲⼭林、
⽣野⼭林で⼩規模作業路による間伐を実践

A

都市近郊の環境林として整備を進める⼿稲⼭林
において、間伐後の環境負荷が⼩さく、仕上が
りが美しい⾺搬（⾺を使った⽊材集材⽅法）を
実践

A

⽣物多様性の保全状況や森林整備による⽣態系
サービス（公益的機能）の変化、森林の成⻑量
等をより的確に評価するため、定点モニタリン
グ地点を増設するなどモニタリング活動を強化

A 各種モニタリング活動の確実な実施と、研究機
関と連携した⽣態系サービス（公益的機能）の
定量的評価⽅法の確⽴

ドローンや無⼈ヘリによるレーザー測量等のリ
モートセンシング技術を活⽤した森林資源量の
把握試験を実施し、⼀定の精度での推定を実現

A リモートセンシングやICT、IoT技術を活⽤した
森林情報の効率的な把握及びデータ整理の推進

社有林地域の保育園に対し社有林の⽊を⽤いて
製作したクリスマスツリーや、社有林⽊材を活
⽤した「⽊の卒園証書」を寄贈

A 社有林関連サービスによる地域貢献の継続（ク
リスマスツリーの提供等の取り組み）

社有林産⽊材の⾼付加価値活⽤及び国産材利⽤
推進の⼀環として、札幌オフィスに社有林広葉
樹材を活⽤した会議テーブルを導⼊

A 社有林産⽊材の⾼付加価値活⽤推進による社有
林価値の向上と、経済的に持続可能な森林経営
への貢献

地元NPO団体の⾃然体験活動、林業普及を⽬的
とした研修、⼤学等の研究機関の調査、スポー
ツ⼤会等のフィールドとして社有林を解放

A レクリエーション、教育、研究、研修フィールド等
として社有林の提供を推進

北海道池⽥町林業グループ主催の全国の⼦供を対象
としたオンライン⽊育授業に職員が講師として参画

A 植樹祭、育樹祭、⽊育等の環境イベントの継続実施

⾃⼰評価 A︓⽬標達成 B︓概ね⽬標達成 C︓⽬標未達成

当社グループは、⾏動規範第5章に「⽣物多様性に配慮して、⾃然との共⽣に努めます」と定め、⽣物多様性への配慮を事業の基本姿勢とし
て社内外に明⽰しています。また、これを受けて、環境⽅針では「天然資源の開発はもとより、持続的発展が可能な社会にとって⽣物多様
性が重要な基盤であることを認識し、⾃然⽣態系に配慮して、社会や⾃然と調和した事業活動を⾏います」としています。 
当社グループの事業活動によって⽣物多様性への影響が特に⽣じやすいのは、原料の調達先である海外鉱⼭です。中でも当社が出資し、調
達先としても重要な銅鉱⼭（カッパーマウンテン〈カナダ〉、エスコンディーダ〈チリ〉、ロス・ペランプレス〈チリ〉〉、マントベルデ
〈チリ〉）では、いずれも採掘事業の開始前に適正な環境影響評価が実施され、開始後も継続的な環境モニタリングが⾏われています。開
発プロジェクトとして進⾏中の銅鉱⼭（サフラナル〈ペルー〉、ナモシ〈フィジー〉）においても、環境影響評価のための基礎調査を⾏
い、⽣物多様性保全のためのデータを収集しています。当社グループは、こうした取り組みが⾏われることを、出資者として鉱⼭を運営す
る事業主体に確認し、促しています。また、出資を⾏っていない鉱⼭からの調達を⾏う場合にも、「⾦属事業カンパニーCSR調達基準」に

環境保全と環境技術

⾃然環境の保全

⽣物多様性への配慮
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当社は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州に位置するカッパーマウンテン鉱⼭に出資してお
り、⽣物多様性に配慮した企業経営に取り組んでいます。同鉱⼭では、同州の⽔質ガイドラインに
則して鉱⼭の河川下流での⽔質モニタリングを⾏うとともに、⽣態系への影響を把握するために⿂
類の⽣育調査を継続的に実施しています。操業開始後も継続的な環境モニタリングが⾏われ、閉⼭
計画も整備されています。

⿂類⽣育調査の様⼦

探鉱試錐調査 河川の⽔質調査

アメリカ・カリフォルニア州に位置するクッシェンベリー鉱⼭では、⽶国三菱セメント社 が⽯灰
⽯を採掘し、鉱⼭の麓でセメントを製造しています。地域のカレッジ専⾨家の協⼒を得て、開発が
終了した鉱区の25千m を超える範囲で植樹活動を進め、現在、植えつけた植物のおよそ９割が⽣
存しています。また、⾃然保護当局と協⼒して貴重な野⽣動物の保護活動を⾏っており 、鉱⼭の
後背⼭地に⽣息するビッグホーンシープの保護のため、操業当時より給⽔所を設置しているほか、
GPSによる⽣態調査のための資⾦協⼒も⾏っています。

※ ⽶国三菱セメント社は、地元のビッグホーンシップ保護組合に加⼊しています。
ビックホーンシープ

則り、⾃然保護区域への配慮や⽣物多様性の保護がなされていることを確認しています。 
⼀⽅、国内外の⽯灰⽯鉱⼭では、当社グループが直接管理できるため、サイト内の希少植物種の移植や、採掘跡地の植⽣を回復するための
植樹を⾏っています。また、周辺に⽣息する動物のための保全対策を⾏っているケースもあります。 
当社グループの製造事業所においても、各サイトの特性に応じて、⽣物多様性を保全するための取り組みを⾏っています。例えば、直島製
錬所（⾹川県⾹川郡直島町）では、⼭⽕事によって緑が失われた区域に植林を⾏う「マテリアルの森」に取り組んできたほか、環境教育・
環境学習を⽬的とした「環の⾥プロジェクト」の⼀環としてビオトープの造成を⾏っています。同製錬所では、瀬⼾内の⾃然環境を守るた
め、所内で発⽣する排ガス・排⽔の排出基準を国が定める基準よりも厳しく設定し、処理を徹底しています。 
当社は、⽇本各地に1.4万haの森林を保有しており、そこに⽣息する動植物の⽣息環境に配慮する森林経営⼿法を実践しています。動植物の
モニタリング活動や、⽣息を確認した希少種のレッドリスト化も⾏っています。⽣物多様性にも配慮した持続可能な森林経営に関する認証
を、北海道内の9⼭林で取得済みです。 
今後も、当社グループの事業活動と⽣物多様性との接点に注意を向け、広い視野から保全に取り組んでいきます。

■ 銅鉱⼭（カッパーマウンテン鉱⼭）での⽔質モニタリング

■ 銅・⾦鉱床開発プロジェクトでの環境影響評価

ペルー南部に位置するサフラナル開発プロジェクトでは、EIA 取得のための環境基礎調査を実施しています。同時に、開発した際に想定さ
れる環境への影響を最⼩にすべく調査解析を⾏っており、動植物の⽣態系に影響を及ぼす可能性がある場合は、新たな⽣息域の確保等を検
討しています。

※ Environmental Impact Assessment （環境影響評価）

■ ⽯灰⽯鉱⼭（クッシェンベリー鉱⼭）での取り組み

鉱⼭における⽣物多様性への取り組み

※

※

2

※
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同社では環境保護や⽣物多様性に関する活動を更に発展させるため、2018年からタマンサファ
リ・インドネシアの希少動物保護プログラムに協賛しています。
このプログラムは、IUCN（国際⾃然保護連合）によって絶滅危惧種に指定されている⽣物を繁殖
させ、野⽣に放し、種を持続可能なものにすることを⽬的としたもので、同社では、ジャワ島の固
有種であるジャワクマタカの保護に参画しています。
ジャワクマタカは、インドネシアの国章（ガルーダ・パンチャシラ）の神⿃「ガルーダ」と特徴を
同じくしていることから「国⿃」に指定されていますが、近年の熱帯⾬林の破壊や密猟のため個体
数の減少が懸念されています。同社では、このプログラムを通じて、国の象徴でもあるジャワクマ
タカの繁殖だけではなく、将来を担う⼦供たちへの教育活動やジャワクマタカの⽣態研究をサポー
トすることで、⽣物多様性の保全に貢献していきたいと考えています。

ジャワクマタカ 
写真提供︓タマンサファリ・インドネシア

■ 安⽐地熱（株）の事業化における環境影響評価の実施

当社は、岩⼿県⼋幡平市安⽐⾼原の⻄⽅にて2015年に三菱ガス化学（株）と共同で安⽐地熱（株）を設⽴し、更に2018年に電源開発
（株）が加わり３社で事業化を推進し、2024年に14,900kWの地熱発電所運転開始を⽬指しています。安⽐地熱（株）は、2015年に環境
影響評価(環境アセスメント)の⼿続きを開始し、安⽐地熱発電所の設置により周辺の環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を⾏い
ました。2018年1⽉に経済産業⼤⾂より環境影響評価書に対する確定通知を受領し、2019年8⽉に建設⼯事を開始しています。

■ ⼩⼜川新発電所での⾃主評価実施

当社は、秋⽥県北秋⽥市⽶代川⽔系阿仁川⽀川⼩⼜川において、森吉ダム直下に発電所を保有していますが、その発電後の放流⽔を活⽤す
る新規⽔⼒発電所となる「⼩⼜川新発電所（出⼒10,326kW）」の建設⼯事を2019年5⽉に着⼯しました。新発電所の建設計画において
は、周囲の環境に与える影響について⾃主環境アセスメントを⾏うとともに、周辺の河川環境保全のため新たに河川に適した正常流量の放
流を計画しています。また、建設⼯事に際しては、再⽣可能エネルギーである既存⽔⼒発電所で発電された電⼒を使⽤して導⽔路トンネル
（TBM⼯法）⼯事を実施し、建設予定地で伐採した樹⽊は再資源化を⾏う等、環境に配慮しています。

■ 希少動物保護活動

発電所における環境影響評価

ＰＴスメルティング社（インドネシア）における⽣物多様性の保護活動
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環境技術・製品の開発

当社グループの開発の基本⽅針は、「お客様のニーズ、将来技術トレンドを的確に⽬利きし、世の中の変化を先取りした製品・技術を開
発・提供すること」です。この基本⽅針のもと、当社グループならではの「ユニークな技術」をべースとして、地球に新たな「マテリア
ル」、すなわちグローバルマーケットで勝ち抜く「別格化された製品・技術」を創造して、当社グループの「リーディングカンパニーへの
挑戦」を⽀えていきます。 
また、開発戦略において、⾜許では各事業のNo.1、オンリーワンに貢献する新製品・新技術をタイムリーに⽣み出していくこと、中期で
は、特に次世代⾃動⾞、IoT及びAI関連や、持続可能な豊かな社会の構築に貢献する分野において、当社グループの持続的成⻑の核となる新
事業開発を推進します。更に⻑期的な視点で、夢のある将来技術にも果敢にチャレンジしていきます。当社グループは、技術・⼈材・情熱
を結集し、顧客視点とスピードをキーワードにイノベーションを起こしていきます。

当社グループでは、製造プロセスの改善や材料・部品の環境負荷低減にも⼒を⼊れています。セメントエ場での熱エネルギー由来のCO を
更に削減するため、コンピュータ解析技術により運転条件を最適化しています。この技術は銅製錬や多結晶シリコンの製造プロセスにも応
⽤され、⾼品質化や⾼効率化に繋がっています。また、廃プラスチックやシュレッダーダスト等による化⽯燃料代替技術や、製錬プロセス
でのリサイクル原料の利⽤、都市鉱⼭からのレアメタル回収を⾏っています。更に、材料・部品の省エネや⻑寿命化等に向け、超硬⼯具の
コーティング膜、電池材料、コネクター端⼦材、絶縁回路基板、温度センサ等の開発を進めています。

■ 開発戦略

環境保全と環境技術

研究開発の基本⽅針

世の中の変化を先取りした新製品・新技術の開発

環境に配慮した開発事例

2
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■ 2020年度の主要な成果

分野 技術 ⽤途・効果

再⽣可能エネルギー

ペロブスカイト太陽電池のスタートアップ
企業エネコートテクノロジーズ社へ出資

当社はエネコートテクノロジーズ社へ出資するとともに、ペロブスカイト
太陽電池の耐久性の向上に貢献する技術や鉛フリー化に必要な周辺材料等
の開発に関して協業していくことで、環境負荷低減を考慮したものづくり
の徹底に取り組む。

リサイクル
CONNEXX SYSTEMS社に出資し使⽤済⾞
載LiBのリユースを推進

当社は使⽤済みのxEVに搭載されているリチウムイオン電池をリユース・
リサイクルする技術開発を⾏い、CONNEXX SYSTEMS社と協業してリチ
ウムイオン電池のリユース事業を推進する。

衛⽣ヘルスケア

社内横断的プロジェクト「チーム・クリー
ンブライト」を本格稼働

銅の除菌⼒を活かし、⽣活に⾝近な実⽤品としての製品・⽤途開発を推進
するため、社内横断的なプロジェクト「チーム・クリーンブライト」を稼
働した。感染症から暮らしの安全を守るニーズを調べ医療・福祉分野にお
ける潜在⽤途の掘り起こしを⾏う。

当社セメント⼯場にてCO を分離回収し、カーボンニュートラルな熱エネルギーとして利⽤する実証試験を開始します。 
これら取り組みにより、従来の省エネ対策や電化では削減が難しい、セメント焼成⽤キルンなどの⾼温加熱炉を⽤いた製造プロセスから排
出されるCO を回収、利⽤することで、カーボンニュートラルな熱エネルギーによる⽯炭等の使⽤量の削減を図り、セメント⼯場からの
CO 排出量の抑制を⽬指します。 
将来的には、さまざまな有価物への変換や、セメント以外の事業への適⽤など幅広い⽤途展開に向けた技術開発を進め、省エネやオフセッ
トと組合せてカーボンニュートラルの達成を⽬指します。

環境技術・製品の開発

⼯場から排出される⼆酸化炭素を回収・利⽤〜九州で実証試験を開始〜TOPICS

2

2

2
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当社は、北海道を中⼼に全国で1.4万haもの森林を保有する、⽇本国内有数の⼤規模森林所有者で
す。元々は⾃社の鉱⼭や炭鉱の坑道を⽀える坑⽊を供給するために森林を保有していましたが、国
内に鉱⼭や炭鉱がなくなったことから、森林に求められる役割、期待も⼤きく変化してきました。 
現在は、再⽣可能資源としての⽊材の⽣産に加え、市⺠のレクリエーションの場の提供、CO 固定
による地球温暖化の防⽌、そして⽣物多様性の保全といった、森林の⽣態系サービス(公益的機能)
を⾼度に発揮させることを⽬標に森林管理を⾏っています。⼀⼝に社有林といっても、区域ごとの
⽴地、環境条件はさまざまであり、求められる森林の機能も区域ごとに変わってくるため、当社の
森林管理では、⽔⼟・⽣態系保全区域、保健⽂化利⽤区域、天然⽣林択伐利⽤区域、資源循環利⽤
区域といった4つの区域区分（ゾーニング）を社有林にあてはめ、それぞれの区域で⾼めるべき機
能とその管理⽅法を明確化させています。そうしたきめ細かな森林管理を地道に実⾏に移しなが
ら、「マテリアルの森が⽇本の森をリードする」をスローガンとして、機能豊かな美しい森林を追
求します。 
持続可能な森林経営への取り組みに対する第三者評価として、2012年10⽉1⽇に北海道の早来⼭
林についてSGEC森林認証を取得しました。その後、SGECが国際的な森林認証制度であるPEFCと
の相互承認への移⾏⼿続きのため認証基準を改正・施⾏したことを受け、2015年9⽉1⽇には早来
⼭林を含む北海道内の9⼭林について、SGECの新基準による森林認証を⼀括取得しました。

マテリアルの森

■ 社有林の区域区分（ゾーニング）と管理⽅針

区域 内容

⽔⼟・⽣態系保全区域 ⽔辺林等の天然⽣林を維持、⼈⼯林であれば天然⽣林へ転換を図る

保健⽂化利⽤区域 ⾒本林の設置、森林散策、森林レクリエーション施設設置等

天然⽣林択伐利⽤区域 成⻑量を超えない範囲で天然⽣林から抜き伐りし、持続的に有⽤広葉樹等を⽣産

資源循環利⽤区域 針葉樹等の⼈⼯林において、持続的に⽊材等を⽣産

環境保全と環境技術

社有林の持続可能な管理運営に向けて

持続可能な森林経営の基本姿勢

2
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■ 三菱マテリアル社有林DATA

全国31ヵ所

総⾯積 14,403ha

SGEC認証取得⾯積 11,431ha ※北海道内の9⼭林

天然林⾯積 7,090ha

⼈⼯林⾯積 7,374ha

早来⼭林
⽔⼟・⽣態系保全区域として残した天然⽣林（⾃然に発芽した樹⽊でできた林）、資源循環
利⽤区域として効率的な⽊材⽣産を図るカラマツの造林地（⼈の⼿で植えられた苗⽊ででき
た林）が、適切なゾーニングに基づき、モザイク状に配置されています。
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⽊材は優秀な再⽣可能資源のひとつです。資源循環利⽤区域や天然⽣林択伐利⽤区域を中⼼に年間
約１万㎥前後の⽊材を⽣産し、建築⽤材から⽊質バイオマス燃料など、あらゆる原料として社会に
供給し、循環型社会の構築に寄与しています。 
⽊材の供給を持続可能なものとするために、ゾーニングごとに定められた管理⽅針に従って、的確
な森林資源の維持、更新を⾏っています。資源循環利⽤区域のうち、⼈⼯林施業を⾏う区域では、
伐っては植え、育てるという循環を維持し、スギやカラマツなどの針葉樹材の持続可能な安定供給
を実現しています。また、天然⽣林択伐利⽤区域では、森林の成⻑量を超えない範囲での間伐や択
伐（⼀部の⽊を選んで収穫すること）と、適切な天然更新（⾃然に落下した種⼦から稚樹が芽⽣え
ること）の促進により、成⻑⼒旺盛で健全な森林の状態を維持し、広葉樹材の持続可能な供給を⽬
指しています。天然⽣林は⼈⼯林に⽐べ、さまざまな樹種が混在しているため、その取り扱いに、
⾮常に多くの知識や技術が必要となります。そのため、当社では、そうした天然⽣林施業に関する
知⾒が豊富なスイスの森林管理者（フォレスター）を招聘するなどし、知識⼒や技術⼒の研鑽に努
めています。 
国内の天然⽣林は、戦後に多くが⼈⼯林に置き換えられてしまったため、主に天然⽣林で育つ広葉
樹資源の枯渇が慢性化しています。そのため、特に広葉樹材を材料として⽤いることが多い家具
は、原料の多くを外国産の⽊材に頼らざるを得ない状況が続いてきました。当社では、⼈⼯林の⼀
部を再び天然⽣林へと誘導し、広葉樹資源の回復に努めているほか、国産広葉樹材の循環利⽤を推
進するため、社有林から産出した広葉樹材を、本社⾷堂テーブルなどのオフィス家具として活⽤す
るモデルプロジェクトを推進しています。

間伐材を社会に供給

スイスの森林管理者を招聘した森づ
くり研修

当社社有林の分布と⾯積

1. 循環型社会への貢献 
〜再⽣可能資源である「⽊材」を社会に供給〜
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新本社⾷堂のビッグテーブル 「繋がるオフィス」を象徴する中階段 札幌オフィスの会議テーブル

社有林は会社の資産であると同時に、その地域を形成する重要な環境要素のひとつでもあります。
適切に森林を管理することで、⽔源涵養機能、⼟砂流出防⽌機能、レクリエーション機能等の⽣態
系サービスの質を⾼めることを通じ、地域社会に貢献しています。 
また、都市近郊に位置する社有林は、地域の皆様に⾃然環境を⾝近に楽しんでいただける「環境
林」として位置付け、その⼀部を開放しています。札幌市⼿稲区に所在する⼿稲⼭林は、市中⼼部
からの交通アクセスが良好な場所にありながら、豊かな森林に恵まれていることから、札幌市に対
して札幌市市⺠の森、⾃然歩道、⻘少年キャンプ場といった⽤途で⼀部を提供しています。また、
地元NPO団体が主催する⾃然体験活動や、⼤学等の研究機関の研究フィールド等としても利⽤され
ています。こうした地域の皆様に、より有意義に社有林を活⽤していただけるよう、それぞれの⽤
途に適した環境に維持することも⼤切です。明るい森とするための間伐や、危険⽊の除去、遊歩道
の整備等も積極的に⾏っています。 
社有林を地域の⽅に⼀⽅的に利⽤してもらうだけでなく、植樹祭や育樹祭をはじめとする環境イベ
ントを開催し、地域の皆様に⽣物多様性をはじめとする森の⼤切さ、楽しさを知ってもらうなど、
積極的な地域への働きかけも推進しています。また、2016年に台⾵被害に遭った北海道森町町有
林の復旧整備に取り組んだり、2018年に北海道胆振東部地震で被災した厚真町の保育園には、社
有林の⽊を活⽤して製作したクリスマスツリーを贈る等の活動を継続しています。 
今後も、こうした積極的な取り組みを通じて地域社会に貢献し、地域の中にマテリアルの森がより
⼀層価値あるものとして根付くよう努⼒していきます。

社有林で環境イベントを開催（樹名
板の製作）

胆振東部地震で被災した厚真町保育
園にクリスマスツリーを寄贈

2019年3⽉、本社オフィスが移転したことに伴い、新本社及び森林管理部署のある札幌オフィスのテーブル等に社有林産広葉樹材を活⽤し
て作成したものを導⼊し、まずは⾃社内で社有林産材の循環利⽤モデルを実現しています。

■ 社有林産の広葉樹材を活⽤したオフィス家具

新本社ビルや札幌オフィス内の家具類に社有林産⽊材を活⽤TOPICS

2. 地域社会への貢献 
〜地域の⽅が安⼼でき、豊かな⾃然と触れ合える森に〜
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森林の持つ重要な⽣態系サービスのひとつにCO の固定機能があります。当社は、⽇本国内有数の
⼤規模森林所有者として、必要な森林整備を着実に推進し、森林の有するCO の固定機能を最⼤限
に⾼めることを通じて、地球温暖化の防⽌に貢献しており、社有林のCO 固定量はおよそ5.1万t／
年（国⺠約２万6千⼈分）と試算 されます。 
樹⽊のCO 固定能⼒は、若齢から中齢期にかけてピークを迎え、中齢期を過ぎると徐々に落ちてい
きます。そこで、適切なタイミングで樹⽊の収穫を⾏い、新規植栽や天然更新により再び森林を育
てることで、森林のCO 固定能⼒を⻑期的に⾼い⽔準で維持するよう努めています。 
森林整備により発⽣する間伐材も、利⽤可能な⽊材は林内に放置せず、積極的な活⽤を通じてCO
の固定に努めています。また、特に建築材や家具材のように⻑期にわたって使⽤される優良⼤径材
の⽣産を第⼀⽬標としており、効果的なCO 固定に努めています。

※ 試算値の求め⽅: 成⻑量(m )×材容積重(t/m )×炭素換算率×樹幹に対する⽊全体⽐×⼆酸化炭素分⼦量/炭素分⼦量

⼤きく育ったカラマツ

樹齢と炭素吸収・排出量との関係

* 独⽴⾏政法⼈森林総合研究所資料を⼀部加⼯して引⽤

社有林は多様な⽣物のすみかとして⾮常に重要であるため、⽊材⽣産等のさまざまな活動が⽣物の⽣息環境に悪影響を及ぼさぬよう細⼼の
注意を払っています。 
⽣物の移動経路である尾根林や河畔林などの「緑の回廊」は、特に、野⽣動物の⽣息地の拡⼤や相互交流にとって⾮常に重要な森林である
ため、原則皆伐（樹⽊を全て伐ること）を禁⽌しています。⽊材⽣産を積極的に⾏う⼈⼯林でも、⼤⾯積での皆伐は⽣物多様性を低下させ
る恐れがあるため、皆伐実施の際は、⼩⾯積かつ分散させるようにしています。また、現状が⼈⼯林であっても、効率的な⼈⼯林経営が難
しいと判断される区域は、将来的に皆伐せず、より⽣物多様性が豊かな天然⽣林へと誘導していくことを⽬指しています。その他にも、伐
採後に完全な裸地をつくらない「複層林施業」や針葉樹林に積極的に広葉樹を取り込むことで林内の構造を多様化させる「針広混交林施
業」を⼀部で導⼊することにより、⽣物多様性の保全に繋がる森林整備⽅法も試⾏しています。このようなさまざまな森林タイプを⼭林内
に配置することで、⼭林全体としての環境の多様性を向上させ、⽣物他多様性の保全に貢献しています。 
また、動植物のモニタリング活動も積極的に実施しています。⽇常的に社有林を巡視する際に⾒かける動植物を記録するほか、⼭林内に多
数の定点モニタリング地点を設置して、定期的に植物や動物の⽣息状況を把握しており、森林整備による改善効果、あるいは悪影響がない
か確認しています。また、特に伐採を伴う森林整備を⾏う際には、伐採前後で動植物に悪影響が⽣じていないことを確認するため、別途モ
ニタリング調査を⾏っています。伐採前のモニタリングにより、事前に希少動植物が⽣息していることが判明した場合には、影響を与えな
い作業時季や⽅法に切り替えたり、計画の延期などを検討します。 
⽣息を確認した希少動植物種（環境省や北海道が定めるレッドリストにある上位危惧種）は、「三菱マテリアル社有林希少動植物レッドリ
スト」として取りまとめ、林内へ⽴ち⼊る関係者を対象に定期的に研修会を設け、⽣物多様性の保全に努めるよう注意喚起をしています。

3. 脱炭素社会への貢献 
〜CO の固定〜2
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2

2
※

2

2
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3 3

4. ⽣物多様性の保全 
〜より多くの⽣物が⽣息できる環境を維持するために〜
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⽇常モニタリング活動 動物撮影⽤定点カメラ エゾクロテン

クマゲラ サクラマス クリンソウ

カタクリ

⽣物多様性の維持・向上⽅針

1. 各個別⼭林の⽣物多様性の維持・向上のため、⾃⼒または適当機関に依頼し、植⽣・⽣息動物の調査を⾏い、その結果を
踏まえ、個別の社有林管理経営計画書において⽣物多様性の保全計画を規定する。

2. 上記植⽣・⽣息動物の調査は、皆伐を実施する資源循環利⽤林を優先する。
3. 上記植⽣・⽣息動物の調査結果は、個別社有林管理経営計画書でのゾーニングにおいて、最優先で考慮する。
4. レッドデータブックに記載がある動植物については、保護計画を策定する。
5. 沢地、沼地等の⽔辺林については、個別社有林管理経営計画書でのゾーニングにおいて全て⽣物多様性保全区域とし、原

則森林施業は⾏わない。⽔辺林の保全区域の幅は、地形等を考慮し個別に決定するが、凡そ⽚側１０m程度は確保するも
のとする。

6. 天然⽣林については原則的に⽔⼟・⽣態系保全区域と択伐利⽤区域にゾーニングする。この天然⽣林の連続性に配慮した
上で、適地のみを針葉樹⼈⼯林の資源循環利⽤区域とする。

7. 尾根筋の天然⽣林は、⽔⼟・⽣態系保全区域としてこれを維持する。
8. 外来種については、カラマツ系を除き⼀切植栽しない。
9. 狩猟は社有林内では原則禁⽌する。また、⽣物多様性の維持を阻害する林業活動以外の⾏為は原則⾏わない。

10. 野⽣動植物の採取は、持続可能なレベルを超えず、不適切な活動が防⽌されるよう努める。
（社有林管理経営計画書より抜粋）

森の守り⼈ 直島の森
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https://stg72.sicms.dff.jp/ja/themes/140
https://www.mmc.co.jp/naoshima/csr/forest.html



