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神奈川県立海老名高等学校 総合学習プログラム  

企業の環境への取り組みについて高校生が感じたこと  
平成 30 年 11 月 1 日 

 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（ＮＡＣＳ） 
消費者教育委員会 環境グループ 

 
環境学習の一貫として、NACS による環境授業（「ファッションの裏側を知っていますか？」）に続き、様々な業種か

ら１０の企業・ＮＰＯの協力を得て、３時間目、４時間目に企業等の環境への取り組みの授業を行いました。生徒は希

望の企業等の授業を受講しています。本報告書は、企業等の環境への取り組みを紹介する環境授業を実施した後

に行ったアンケートから高校生が感じたことを企業別にまとめました。 

Ｑ１．授業を受けた企業の「環境への取り組み」    Ｑ２．授業の内容はわかりましたか？   
 について知っていましたか？  
                                              企業等別（n=71）、全体（n=691） 

    
 
Q２で答えた理由を聞かせて下さい。  
＜よくわかった、だいたいわかった＞ 
映像を流したり絵本を配布することによって普通の話だけの説明よりも理解をしやすかった。 

実際にあった問題、周り（地域）の人々からの声なども分かり、改善方法なども分かりやすかった。 

画面を見せながら具体的な例を用いて分かりやすく伝えてくれたから。 

産業廃棄物を「処理」するのではなく「再生」するという仕事は、これから資源が足りなくなる世界に必

要だ。 

インパクトのあるビデオや分かりやすい説明で石坂産業さんがある意味を胸の奥から伝えてくれたか

ら。 

ゆっくりと聞き取りやすい声で分かりやすかったです。 

話を聞いて大変なことがたくさんあったけど、前向きにやってるところがよく分かった。 

環境の取組をたくさんしているのがわかったから。 

映像を使ってくださったりして、とても分かりやすかった。また、しゃべってくださった方の話が聞きやす

く、興味を引くものだったから。 

アンケート実施概要 
調 査 日：平成３０年１０月９日 
調査対象：神奈川県立海老名高等学校 １年混合クラス 全７１名 回収率 １００％  
協力企業：石坂産業株式会社 
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ビデオや体験談などがあるので、すくに理解できたから。 

話し方やプロジェクターの映像で、石坂産業がどのようなことをしているのかがよく分かった。 

スクリーンを使っていたり、話し方が上手だった。 

説明が分かりやすかったし、内容がとてもおもしろかった。 

大切なところをかいつまんで説明されてからとても分かりやすかった。 

話が聞き取りやすくてスライドショーも分かりやすかった。寝ろと言われても無理。 

「逆転」という絵本と並行して説明してくれたから。プロジェクターで分かりやすかったから。 

動画や資料の数が多く情報量が多かったから。 

自身の経験を踏まえた説明で、分かりやすかったです。今の石坂産業までにいろいろな歴史があると

いうことが分かりました。 

スライドの話の内容が最もおもしろかった。話し方もメリハリがあって聞きやすかった。社員の話をして

いるとき、とても楽しそうで、なんだか聞いてて楽しかった。 

説明とかがすごく分かりやすくて、ビデオもあったから内容が頭にスッと入ってくることができた。 

ビデオを見たりして、分かりやすかったです。 

話してた人が良かった。聞きやすい。 

「産廃」は広い言葉であるから取り組みもたくさん行っていることが講義でよく分かった。社員が過ごし

やすい昼寝スペース、食事スペース、社員の子どもを預かる施設、かなり費用がかかりながらも仕事

に励みやすい環境をつくるところが良いです。 

住人と協力して作り上げた会社、住民から反対があって方針を変え成長していくことに感動した。 

映像でそのような取り組みをしているのがよく分かった。 

環境問題についての講和だったけどこの企業さんがしっかりと計画実行をしてやってこられたのです

ごく説得力があった。 

はじめは環境問題によって住民とのトラブルもあったけど、それを解決するためにどのような取り組み

を行ったのかを分かりやすく説明してもらったから。 

確かに問題は発生しててもなくてはならない業界で、目立ちはしないがこの国で一番大切なことだと

思った。とても分かりやすく、伝えたいことがしっかり伝わって素晴らしいと思った。 

難しい話ではあったけれど、スクリーンを使って分かりやすく伝えてくれて石坂産業の歴史、取り組み

や苦労などがよく分かった。 

プロジェクターを使いながら、ゆっくり丁寧に説明してくださったのでとても分かりやすかったです。 

話すスピードと声がとても分かりやすかった。 

映像や資料もたくさんあって説明も分かりやすかった。 

スクリーンの画像なのがあったので分かりやすかった。 

動画、PPT さらには絵本など、いろいろなものを使って分かりやすく教えていただきました。 

企業の方にプロジェクターを使って分かりやすく説明していただいたから。 

ゆっくりと細かく説明してくれたので、一つ一つ理解が深められた。プロジェクターを使って説明してくれ

たから。 

前に映し出される画像を語りがとても分かりやすかったから。地域の人などの生の声を言っているの

で、頭の中で想像しやすかった。 

映像やグラフ、実例を用いて詳しく説明してくださっていたので、頭の中で具体的にイメージできたか

ら。 
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環境事業についてスクリーンに表示されていないこともプラスαで説明してくれたし、内容も具体的で

話している人が自分たちに分かりやすいように説明してくれたから。 

産業廃棄物のことは知らなかったけど、どのような事業で困ったことは何で、どう解決したとかが話さ

れていて、とても分かりやすかった。 

説明が丁寧で図を使いながら分かりやすく教えてくれたから。 

パワーポイントを使っていて、会社の良い面悪い面などを見せてくれたのが分かりやすかった。今に至

る経緯が順序良く紹介されていたのもわかりやすかった。とても丁寧なところが良かった。 

石坂産業さんが取り組んでいるプロジェクトは地域のために行なわれていて、とても地域の方々に信

頼されていたから。 

会社の事から全てしっかりと説明してくださったので分かりやすかった。 

会社の創業からの流れを要点をまとめ話していて聞いていて興味を持つことができたため。また、汚

染問題での部分が大きく分かるように図などを使っていたため。 

森との過ごし方が分かったから。 

ゆっくり話してくれた。図や写真、グラフなどを用いて分かりやすく説明してくれたから。 

現在取り組んでいることだけでなく過去の事から振り返って教えていただけたので、時代がどのように

変わっていったのかということについても良く分かった。 

パワーポイントで資料を見たり動画を見たりして、視覚的にも分かりやすかった。たくさん説明もあっ

た。 

環境への取組ではなく「会社の成り立ち」ではなくて、確かどんなことをしているのかはよく分かったけ

ど、会社の人員の情報とか必要だったのか分からない。 

ただごみを扱うだけじゃなくて、新しいことを取り入れて働いて楽しそうな社会をつくっていてすごいと

思った。 

動画を見せてもらい、話の内容がよく分かった。また、冊子等で詳しく内容も分かった。 

スクリーンに出してくれて分かりやすかった。 

石坂産業さんは努力をして、大きな企業になったことが分かった。 

分かりやすいスライドで説明してくれた。 

話が聞きやすかった。 

分かりやすく説明してくださった。すこしパワーポイントが小さかった。 

前で話していることが配られた資料やスクリーンと映っていることが合っていて分かりやすかった。 

いろいろなことをしているが資金はたりているのか（年商 54 億円と書いてあったがそのお金で運営で

きているのか、よくわからなかった。赤字？黒字？） 

おっしゃったことを全て理解はできなかったが、ある程度の理解ができたから。 

産業廃棄物の中間処理をする、パンやピザをつくれるフィールドがある、地域とのトラブル、60 億円の

借金があるときがあった。 

企業がもらった賞とかいろいろな説明があって石坂産業の環境への取組が理解できた。 

過去にいろいろな出来事があり、大変だったなと思ったから。担当の人の話を聞いてたくさん思うこと

があったから。 

○○年に何があったなど時代別に教えていただいたので、だいたいわかった。 

スクリーンを使って細かく説明してもらったから。 

細かい内容や専門的用語などは一部分わからなかったのですが、大まかなところはしっかり知ること

ができました。 
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ゆっくりと聞き取りやすい声で映像など使って説明してくれたから。 

プロジェクターと話している内容がわかりやすくて、よく頭に入ってきたので、内容自体は理解できたの

ですが、文字が遠くて見えなかったので説明していないところは余り分かりませんでした。 

お話はよく分かったのですが、スクリーンの位置が悪くてよく見えなかった。ごみの事だけでなくたくさ

んのイベントや施設があって驚いた。石坂産業さんの努力によって地域から愛されるようになった。こ

れまでの努力は本当にすごいものだと思いました。 

たくさんのことに取り組んでいるというのは分かった。 

声がゆっくりで分かりやすかった。どのような企業なのかなどしっかり話してくれた。 

 
＜あまりわからなかった＞ 
 該当なし 
 
Ｑ３．授業を受けた企業の「環境への取り組み」について感想などを自由に書いてください。  
だれもがやりたくないかだれかがやらなければいけない仕事をしているのが素晴らしいと思った。 

反対運動があったときに、事業方法などを根本から変えていてその決断と考え方がすごいと思った。 

地域の人々にとっていいことをしたいのに、悪いことをしているかのように言われたのに、異論を言わ

ず自分たちの悪いことは何かを考えてやり続けて認められたことが分かった。また、人に言われたこと

をやるのではなく、受け身になるのではなく自分が率先してやっていくのがいいと思った。 

地域から愛される企業になるために 70％以上の利益である仕事から変えるのはすごいと思った。 

この授業を受けるまで産廃屋というのは暗いイメージを持っていたのですが、今となるとこんなに社員

の皆様が笑顔で、社会、地域貢献に邁進していると知れて、とても関心を持ちました。機会があったら

一度見学してみたいです。 

石坂産業株式会社さんの事はあまり詳しくなかったけれど、さまざまな活動をされているのを知ること

ができました。地域の心無い声などもあったと聞き、大変なこともたくさんあったように感じましたが、今

ではなくてはならない会社になったということがすごいなと思いました。そして、一番印象に残ったの

は、すごくアットホームな会社だということです。私も将来、石坂さんの会社みたいな会社で働きたいで

す。 

いろんな事業に発展しているのがすごいと思った。 

石坂産業がどのような取り組みをしているのかがよく分かった。自分もリサイクルを身近なところでして

いきたい。 

自分たちの産廃という仕事だけでなくいろいろな事業に手を出していて、すごいと思ったし、初めての

ことをやるのは、こわいと思うけれど、それを率先して行っているのは本当にすごいと思いました。 

広い分野で取り組みをしていたり、会社をよくする中で、まわりの環境へも取り組んでいたりしていてい

いと思った。 

地域住民の反対を乗り越えて、ここまで発展できるのがすごいと思いました。また、ヤマユリがたくさん

再生したらよいと思いました。 

初めて聞く会社だったけど、やっていることが他の普通の会社と違ってとても興味がわいた。本当にお

もしろかった。 

こういう業者は、力仕事できついだけのイメージがあったが、とても楽しそうだった。環境保護のため

に、リサイクルは必要不可欠であり、世界が注目するほどの技術等を持っているのはすごいと思った。

これからもがんばってほしいです。 
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産廃業者はもっと社会の中でも暗いイメージだったけど、石坂さんはとてもクリーンで社員にも地域に

もやさしい素敵な会社だと思いました。思わず入社したくなるほど魅力があふれていて、これからも日

本の先頭にたって活躍してほしいと思いました。 

そもそも産業廃棄物を処理する業者があることも知らなかったので知れて良かったです。 

作業着が本来捨てるようなジーンズ生地を使っていると聞いて、環境にいいなと思いました。荒廃地に

はせず石坂産業が管理するのはとてもいいことだなと思いました。汚染問題が起こったりしていました

が、今も活躍しているのですごいと思いました。これからもがんばって欲しいです。 

お金儲けのためにやるのではなく、本気で地球のため、地域のためにどうしたら良くなるのかというこ

とを考え行動するのがすごいなと思いました。全ての開発、工夫に目的や夢が見えるし、本当に実際

に行ってみたいと思いました。僕もごみの分別にもっと取り組みたいと思いました。 

廃棄物を生かすという環境への取組だけでなく、地域の人々との交流も大事にされていて、とてもやり

がいのある会社だと感じました。 

底辺まで落ちたのに、めげずにやり方を変えてまわりの同業者からの目線も気にせず、地域の人とも

共存しながら会社を立て直した精神力がすごいと思った。会社全体が一つの家族みたいだった。あ

と、全然関係ないのですが、爪がすごく気になりました。森とかをイメージしているのかなと勝手に思い

ます。予定があったら家族と行ってみたいと思いました。ようかんおいしかったです。ごちそうさまでし

た。 

一度は敵にした農家の人々も今は一緒になって地域全体で環境への取組を行っているのは、石坂産

業さんが何を言われても負けずに戦ってきたからだと思い、感動しました。 

地域の人たちと環境への取組をやっていてすごいと思った。全然知らなかったけど、いろいろやってい

て驚いた。 

儲けることを目標におかず、もっと人間味のあるような事業も展開すると最終的にお金やそれ以上の

ものを手に入れられるということが分かった。 

いろいろな人に親しみやすい石坂産業を伝える方法である。「なくてはならない企業である」という事実

は、逆に私たちに「やらなくてはいけないこと」があることを物語っている。たくさんの人で負担を分けあ

う社会に向けてできることをやっていきたい。 

見に行きたいと思った。女性が多いこと、リサイクルしようと手まで使い分別していること、地域と交流

によって得た信頼、すごいと思った。 

地域のために社員全員で取り組んでいて感動した。海外からも注目されている企業なのでこれからも

世界に向けてがんばって欲しい。 

環境問題はもちろんとても分かりやすかったが、それ以上に印象的だったのは、その後の事象展開で

す。このような仕事でも人を喜ばすことができると知ってとても興味深かった。ありがとうございました。 

一般ごみよりも産業廃棄物によるごみが多く出されていることが分かった。処理しきれないような多く

のごみが出てくるので、処理するのではなく再生することで環境への配慮を行っていることが分かっ

た。 

底辺からのスタートというところがとても感動でした。これからも地域やメディアと仲良くして発展してほ

しいと思った。 

もともとやっていた事業をやめてでも、人や環境にとても配慮していて、お金もとてもかかわっていてと

ても大変だっただろうけれど、とても環境に力を入れていてすごいなと思った。 

最初の方は地域の方々に反対運動をされたり大変な思いをしたのにも関わらず、今では地域の方と

協力してすごいと思いました。 
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周囲から反感を買ったとき、それをしっかりと受け止めて改善・向上されていく行動力をその姿勢が信

頼を得ていったのかなと感じました。今回の授業で環境問題が思っていたより重大だったのでもっと環

境に対して自分ができることをやっていこうと思いました。 

ほかの業者がやらなかったことをどんどん取り組んで、環境、地域の人々と密着した会社となってい

て、すごいと思う。後からやり出すのは実際だれでも出来るけど一番最初にやるのはとんでもなく勇気

が必要なので、そこを勇気を持って取り組んだ石坂産業はすごいと思った。自分の親の実家が埼玉に

あるので行けるときに行ってみたい。 

問題があった時期もあったけどそれを乗り越えて今では川や休憩所などもある大規模は会社になって

すごいと思った。過去には訴えられたりとかして大変だと思った。 

産業廃棄物を処理するだけだったのが、再利用、再資源化だけではなく、その他の分野まで環境対

策、教育に力を入れていてすごいと思いました。 

今の事だけを考えるのではなく、数百年後のことも考えて環境について考えていくことが大切だと思っ

た。 

工場の建物にお金をかけて環境保全を行っているのはすごいと思った。ボランティア清掃を行って、大

きなものにしているのは環境保全に大きな影響を与えていてすごいと思った。その他にも、環境への

取組をたくさんしている。環境保全のお手本のような会社だと思った。もっと石坂産業さんのような会

社がたくさんあって欲しいと思った。 

会社というのは、より利益を求め、損失の大きいことはなるだけしないものだと思っていましたが、地域

の声に耳を傾け、行動に移し、赤字覚悟の地域住民のための投資をし、徐々に地域住民に認められ

ていく、その歴史を見ている中で、石坂産業さんの決断力や行動力に驚きました。尊敬します。 

もともと行っていた事業をガラッと変えて、そして幅広く行っていて、素晴らしいと思いました。 

自分たちの事だけでなく、地域と一緒に活動していてすごいと思いました。イベントなども地域のため

に頑張っているし、そういうところに会社としての強さがあるように感じました。 

産業廃棄物燃やして CO2 を出したり空気を汚すイメージがあったけど、今回話を聞いて、いろいろな配

慮をして改善をしている人なんだなと良く分かりました。 

多くの工夫や挑戦があってすごいと思った。 

過去にあったことなどをすべて見せてくれたような気がした。実際に行ってみたくなった。今まで関心が

なかったが、今回話を聞いて自分の将来の選択肢に入れようと思った。三富今昔村に行きたい。 

地域の人々と共存するためにたくさんのお金を投資して、借金もしていたけど、結果はよくすごいなと

思った。これからもがんばって欲しいです。 

いろいろな反対意見とかに耳を傾けて、今では地域の人々に応援されていて感動しました。 

ごみが増えている今の時代に、リサイクル（再生利用）を中心とした会社になっていくまでに、いろいろ

な問題に直面していたんだなと勉強になった。 

環境への取り組みをしている意図が分かった。 

環境問題が肥大化している現代で、このような環境のために取り組んでいる企業があるとは知りませ

んでした。とても地球にやさしいと思いました。 

ごみの問題は、地球温暖化に直結しているので、今の時代はどのような状況なのか、これからの未来

はどのようになっていくのかを知ることができて良かったです。 

産業廃棄物を燃やすだけでなくて、ほとんどのものを再利用できるようにしているのはとてもすごいこ

とだと思った。こんなに環境問題に取り組んでいるのは本当にすごいなと思った。 
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この会社は地域との共存を大事に（特に）しているんだなという印象が強かった。でも環境への取組と

いうよりは「会社の成り立ち」を聞いているような気がしてならなかった。どんな思いで会社を変え、大

事にしてきたのか、その思いはとても素晴らしいものだったと私は思いました。 

ごみの分別をしようと思った。 

生産すると必ず廃棄する時が来ると思うのでリサイクルすることにもう少し意識を傾けたいと思いまし

た。 

昔からコツコツと続けていてすごいと思った。 

地域のことを第 1 に考えていて、反感や反対の意見を言われてもあきらめずに続けたことは素晴らし

いと思いました。 

これからの未来に向けて環境への取組について考えていかなければいけないと感じました。 

とても熱意を感じられました。 

これからも資源を大切にしていこうと感じた。 

一度、問題になったこともあったけど、さまざまな活動を通して地域の人たちにも信頼される会社にな

ることができるほど会社が一つになれているんだなと思いました。 

地域のごみを減らし、リサイクルをするのはとても良いこと。創業 50 周年でここまで来たのはすごいと

思う。 

そもそもこのような企業があるとは知らず、それだけでも勉強になった。また、環境への取組として行っ

ていることがとても良いことばかりで素晴らしいと思った。 

昔地域住民とのトラブルがあったけれど、今はそれらを改善して企業を続けていてすごいと思った。 

企業の中で自然と共存する村や保育施設をつくっていて地域と密接に結びつつ環境を保護している

のがすごかった。 

地産地消などを行っていて食育につながる活動も行っており、いろいろな面で取り組んでいてとても感

心しました。自然教室で五感で感じられる活動をやっていて面白いなと思ったし、すごいなと思いまし

た。 

一回は地域住民に反対されたのに、めげずにそこから新しい方向性でがんばっていくところがすごい

と思った。 

過去に大きな問題があったというのに現在では地域に認められるという部分に驚きました。 

風評被害などがあってもピンチをチャンスに変えるという思いから上がってきているところがすごいと

思いました。これからもがんばってください。 

いろんな環境の取組にチャレンジしていて良いと思った。 

企業として地域との連携を大切にするところがとてもすてきだと思いました。 

あまり知らないことが多かったけれど、興味を持った。仕事中にお昼寝できるのは驚いた。私も石坂産

業さんの施設へ訪れてみたい。 

ちゃんと行動に移すところがすごいと思った。環境に対する熱意が伝わってきました。ありがとうござい

ました。 

お金がいくらかかったとか詳しい話があって環境をよくするためにはすごいお金がかかるものだと思っ

た。地域の人の声を意識しなければならないことを知った。 

 
以上 


