生まれながらの環境経営企業です

特集

フジトランスの環境保護の取り組み

農業衰退に対する危機感

一般的に
「循環型農業」
とは、家畜のたい肥による土壌
改良と、
その土地で栽培した作物で家畜を育てることで、
農業全体を関連付けて好循環を作り出す手法を意味しま

今日、CSR活動の一環として、
さまざまな企業が第六次産業（※１）に取り組んでいます。
当社は半世紀以上も前から環境問題に関心を持ち、
農業・畜産業・漁業・林業に取り組んできました。
当社の第六次産業への取り組みと、
そのあゆみを紹介します。

した。
しかし私たちは、
かけがえのない地球に生きる一員

台風直後の1961年、
日本の食料自給率
（カロリーベース）

として、
より広い視野から農業・畜産業・漁業・林業を一つ

ほとんどの食料は自給できていました。
しか
は78％（※２）。

の巨大なサイクルと考え、
この大自然の営みが永遠に持

し高度経済成長によって第二次・三次産業へのシフトが

続できるシステムの実現に取り組み続けます。

進めば農地が宅地化され、農業人口が大幅に減少するこ
とは確実と見られていました。
第一次産業が衰退すれば、
人間が生きる上で最も重要な食料は海外からの輸入に
とっても大きな関心事の一つでした。

業とさまざまな人々を幸せにすることで、
社会全体の幸せ
に貢献する会社を目指してきました。言い換えれば、創業

壊を意味しました。
しかし今日、
地球温暖化やオゾン層の

業であったということです。
当社が農業に本格的に参入するきっかけとなったのが、

破壊、食糧問題などが複雑にからみあい、環境問題は一

1959年の伊勢湾台風でした。
特に当社の地元である名古

企業だけの問題ではなく、私たち人類がみんなで知恵を

屋市南部は土地が低く、高波で海岸堤防が破壊されると

絞って解決しなくてはならない問題となりました。

付近は一気に水没。
さらに名古屋港の貯木場から直径１

その中で多くの企業が環境経営（環境配慮型経営）
を

ｍ、
長さ10ｍ、
重量7〜8ｔのラワン材が20万ｔも流出し、

海運業者ならではの森林との関係もあります。

そこで当社では、
農場や養殖場の経営を行うなど、
第一

一般的に、
乗り物の燃料は原油から作られます。
原油か

次産業を通じて食料の確保の問題に取り組んできまし

らLPガスやガソリン、
ナフサ、灯油、
ジェット燃料、軽油な

た。
また、
北海道共和町で
「フジップの森」
という森林を取

どが精製され、最後にアスファルトと重油が残ります。
こ

得し、
森林の保全にも力を入れています。

の重油の中で最も粘度が高い物が「C重油」
です。価格が

（※２）今日の日本の食料自給率は40％を切りました。主食である穀物の自給率
を見ても、
ＯＥＣＤ加盟34カ国中29番目という低さです。
（農林水産省「食料需給
表」／ＦＡＯ
「Food Balance Sheets」平成27年８月１日現在）

時から企業の社会的責任としての環境経営に取り組む企
その昔、環境問題といえば排ガスや排水による環境破

カーボン・オフセットへの取り組み

頼らざるを得なくなります。それは海運に関わる当社に

（※１）第一次産業の産品を加工し
（第二次）、一般消費者に販売を行う
（第三次）
までを
一括で手がけるビジネスモデル。
（六次＝一次＋二次＋三次）

多様化する環境保護活動

当社が注目したのは食料自給率の問題でした。伊勢湾

安く、
低回転エンジンに向いていることから海運用の船の
燃料として用いられます。大量輸送手段である船は、他の
輸送機関と比べると単位輸送量当たりのCO（二酸化炭
2

海洋と森林の密接な関係

素）排出量は極めて少ないのですが、大量の燃料を使う
必要があるため、
当社は年間約24万ｔのCO2を排出して
いることになります。

よく
「海運業者がなぜ森林を？」
と尋ねられますが、実
は海洋と森林には大きな関係があります。

ところで、窒素酸化物などは地域的な大気汚染をもた
らすことで知られていますが、
CO2などの温室効果ガスは

日本列島は、起伏に富む急峻な山岳地帯と、豊かな森

地球のどこで削減しても効果は同じです。
このため、地球

標ぼうし、CSR活動の一環として環境保護の取り組みを

住宅街を壊滅させてしまいました。
この時、
同地区だけで

林に覆われています。
この大地と植物が保水とろ過の役

上の別の場所でCO2を削減すれば、
自分が出したCO2の

進めています。

1,500名もの人々が犠牲になったといわれます。

割を果たし、
豊穣で安全な水資源を生み出しています。
水

影響を相殺することができます。
これが「カーボン・オフ

当社も、
木材が散乱する名古屋港の復旧活動に参加し

は私たちに恵みをもたらした後、河川から海に戻り、蒸発

セット」
の考え方です。

は、
地球温暖化対策と生物多様性の保全につながります。

ました。
その時、被害者はもとより、復旧に関わる社員の

して雲となり、
雨となり、
再び大地と植物を潤します。
私た

そこで当社は2011年に、鳥取県と
「とっとりの森『カー

当社でも、環境に負荷の少ないモーダルシフトの採用

炊き出し用の食料確保にたいへん苦労をしたそうです。
当

ちは、海洋と森林をつなぐ大きな循環の中で生きている

ボン・オフセット』
パートナー協定」
を締結し、鳥取県の豊

をいち早く進め、物流分野で環境に配慮した経営を行っ

時の経営陣はこれを教訓とし、
「今後、
せめて従業員の食

のです。

かな森林整備の促進と、地球温暖化の防止に取り組んで

てきました。
また、
グループ企業として岐阜県恵那市と北

料くらいは自分たちで作れる体制を整えなくてはならな

海道厚真町に農場、三重県尾鷲市に養殖場、
さらに北海

い」
と強く思うようになりました。
この経験が、食を通して

道共和町に森林を保有し、物流企業としては他に例のな

社会貢献に取り組むきっかけとなりました。

一例として、社有林の森林整備活動があります。
これ

【循環型農業のイメージ】

きました。海を活動の舞台とする私たちのような海運業
者にとっても、
森林保護は重要な社会的責務なのです。

い本格的な農業・畜産業・漁業・林業を推進しています。
環

今後も私たちは、生まれた時から環境経営を続けてき

境保全・生物多様性保護活動の実践を通して、地域と社

たという誇りを胸に、事務所周辺の美化活動やビーチク

会に貢献してきました。

リーン活動から、
農業・畜産業・漁業・林業といった物流以
外の業種への取り組み、
さらにはそこから一歩足を踏み
出して飲食業の展開まで、私たちにしかできない環境活

発端は社員の食料確保

動のあり方を模索し続けていきます。

当社の創業は1952年。
まだ公害が社会問題として認知
される前です。
しかし当社は、
当時から社是
「
『和』
の精神」
を掲げ、
ただ自社のみが繁栄するのでなく、
さまざまな企
伊勢湾台風当時の名古屋港（写真提供：名古屋港管理組合）
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生まれながらの環境経営企業です
フジトランスの環境保護の取り組み

環境経営の取り組みの歴史
今日、当社では畜産業・農業・水産業・林業・飲食業という
多彩な事業を通して、第一次産業から第三次産業、そして第六次産業まで取り組んでいます。

● 水産業

● 林業

エフティアクア有限責任事業組合

フジップの森（北海道岩内郡共和町）

（三重県尾鷲市）

【出荷量】約90,000尾（ウマヅラハギ、マハタ、マダイ）
●畜産業 ●農業 ●水産業 ●林業 ●飲食業

【環境経営年表】
1952
1959
1982
1985
2008
2009

2010
創業
（藤木海運設立）
伊勢湾台風襲来
2011
●東海ミート買収
（岐阜県恵那市）
●厚真ファーム設立
（北海道勇払郡厚真町）
●厚真ファームがオリジナル豚の研究に着手
●エフティアクア開設
（三重県尾鷲市）
マハタの養殖を開始
●三重いなべ食育農場開設
（三重県いなべ市）
●三重いなべ食育農場を法人化し、
エフティファーム開設

●エフティファーム産サツマイモを使った
オリジナル焼酎
「大いなる安らぎ」
完成
●エフティファームを北海道勇払郡厚真町に
移転して、
厚真ファームの養豚事業を事業譲渡
●エフティアクアがマハタとウマヅラハギの出荷を開始
●フジップの森
（北海道岩内郡共和町）
開設
●フジップの森で第１回植樹祭を開催
●鳥取県と
「とっとりの森
『カーボン・オフセット』
パートナー協定」
を締結

2014
2016
2017

●エフティアクアがマダイの
販売開始
●レストラン
豚かっぽう まいら開設
●ＪＡコープ苫小牧で
米愛豚の販売が開始

【面積】1,774,860㎡
（ナゴヤドーム 約36個分）
【状況】
山林（現況：自然林）

水産物の養殖と加工を行うため、2009年８月に当社と地元
漁業者他の共同出資によって三重県尾鷲市で設立。
ウマヅラハ
ギの養殖を行うほか、
繁殖が難しいために
「幻の高級魚」
と呼ば
れるマハタの養殖に成功しました。
2013年６月にはマダイの養殖を開始し、同年11月には伊勢
神宮の式年遷宮に合わせて養殖魚を外宮に奉納しました。
今日では36基のいけすで養殖した魚を、式場レストランや寿
司屋、
グループのレストランなどに出荷しています。

● 畜産業
東海ミート株式会社（岐阜県恵那市）
【出荷頭数】約18,000頭（豚）

東 海ミート株 式 会 社は、
1965年に岐阜県恵那市で開

株式会社エフティファーム（北海道勇払郡厚真町）
【出荷頭数】約7,500頭（豚）

2009年、
当社は三重県いなべ市に農業
体験施設「三重いなべ食育農場」
を開設。

業した養豚業者。当社では、

2011年には北海道勇払郡厚真町に機能

社員やお客さまに良質で安全

を移転し、畜産農場「株式会社エフティ

な食肉を食べてほしいという

ファーム」がオープンしました。飼料に自

思いから、
1982年に同社を買収。
以来、
総敷地面積18万

社栽培米の
「ななつぼし」
を配合して育成するオリジナルブランドの
「米

を育むことにつながる。
この考えのもと、
当社は2011年３月より

2,000㎡（ナゴヤドーム3.8個分）の農場で、徹底した衛

愛豚（まいらぶた）」は、肉質が柔らかく、脂が甘くておいしいと評判で

北海道岩内郡共和町の森林組合と177万4,860㎡の森林を共

生管理体制のもとで食用豚の生産を手がけてきました。

す。加工したハムやベーコン・ソーセージは取引先に贈られるほか、
ＪＡ

同管理しています。

また地域貢献の一環として、
農場でできた良質な完熟堆

経由で一部の一般市場でも販売されています。
また、
2016年2月にオー

肥を近隣農家や住民に提供しています。

プンした
「豚かっぽう まいら」
に主食材として食肉を提供しています。

海に注ぐ川を豊かにすることが、
私たちのフィールドである海

森林を健康に保つには
「植える→育てる→伐る→使う」
という
サイクルを持続的に行い、長い目で森林を管理する必要があり
ます。
そこで同年10月、
当社とグループ会社の社員・家族によっ
て約200本のオニグルミとミズナラの苗木を植樹しました。
その

● 農業
有限会社厚真ファーム（北海道勇払郡厚真町）
【農産品出荷量】約125t（ジャガイモ、カボチャ、スイートコーン、小麦、米）
【和牛出荷頭数】70頭

1985年、農業・畜産業を行う

後も新入社員研修の中で毎年品種を変えて植樹を行い、
環境保

三重いなべ食育農場（三重県いなべ市）
2009年５月、農業実践の場として開設。
エフティ
ファームとして法人化しましたが、現在はその役割
を終えました。

ために北海道勇払郡厚真町に
設立。
91万4,000㎡
（ナゴヤドー

本格芋焼酎「大いなる安らぎ」

ム19個分）の農場で、ジャガイ

三重いなべ食育農場産で農薬や化学肥料を一切
使用せずに作られたサツマイモを、岐阜県養老町の
老舗「玉泉堂酒造」
さんで蒸留していただいた本格
芋焼酎。
すべての作物を大切にしたい、大地の恵み
を余すことなく活かしたいという思いが結実した名
酒。
飲むたびに、
サツマイモの甘さが口の中に広がり
ます。
（現在は販売していません）

モ、
カボチャ、
スイートコーン、
小
麦、米などの減農薬・無農薬に
よる有機栽培を行っています。
さらに牧草や飼料米といった家
畜飼料の生産、和牛の生産・販
売まで幅広く手がけています。
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護活動の意義を一人一人の胸に刻んでいます。

● 飲食業
豚かっぽう まいら（愛知県名古屋市中区）
2016年２月、
名古屋市の久屋大通駅近くにオープンした創作和食レス
トラン。厚真ファームで生産した高級米「ななつぼし」
を贅沢に飼料に加
え、
エフティファームで育てた当社オリジナルのブランド豚
「米愛豚」
を堪
能できるお店です。
肉をじっくりあぶるローストや、
寒い時期にぴったりの
しゃぶしゃぶ、
焼酎と一緒に６時間煮込んだ角煮など、
米愛豚のおいしさ
を余すところなく味わい尽くせます。
物流業界では珍しい六次産業のビジネスモデルです。
事業の多角化と
ともに、
地域の一次産業活性化に貢献します。
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