
Ⅲ．アンケートのまとめ

Ⅰ

講演「エコファームにおける
資源循環型農業の取り組みについて」

①講演を聴かれた感想を何でも結構ですから記

入下さい。

�普段、買い物で利用している生協の活動がよ
くわかって良かった。

�たいへん素晴らしい取り組みをされていると
感じました。ゴミの問題というのは自分にも

たいへん身近なものであり、今後はゴミを捨

てる前に利用できないかを少しは考えるよう

にしようと思った。

�とても身近な話題で興味深かったです。消費
者に近い立場でリサイクルを実現させようと

していて素晴らしいと思いました。

�非常にユーモアを取り入れた説明でわかりや
すかったです。とてもリサイクル化が進んで

おり環境問題に積極的に取り組む姿勢に感心

しました。また近くにエコファームという施

設がありますので一度体験学習に足を運ぼう

かと思います。

�エコファームによる生ゴミのリサイクルの状
況を理解するとともに、講師の積極的な取り

組み姿勢に共感した。やはりリサイクルはき

れい事では普及せず、関係者の地道な努力に

より達成されることを痛感した。私の業務に

も生かしていきたい。

�最近、リサイクルという言葉を良く耳にする。
言葉では簡単なのかも知れないがコープ殿の

ように徹底して行っている話を聴いて自分も

もっとリサイクルというものに関心を持つべ

きだと感じた。様々な苦労を重ね、さらなる

発展のために課題を持つ、そして何より大切

なことは一般消費者のゴミを減らす努力・意

識だと感じた。

�私たちの身近な話であり、コープこうべで取
り組まれている環境に配慮した事業がよく理

解できました。私も時々コープで買い物しま

すがマイバックを持たないためいつも５円で

買い物袋を購入しています。しかし、この５

円が年間８，３００万円もの金額となり環境活動

に活かされているとは考えもしなかったで

す。素晴らしい取り組みをされていると感じ

ました。但しマイバックの持参が目的であり、

私も以後は持参します。

�企業としてこういった取り組みを行うことは
たいへん重要だと思いました。しかし、採算

面の話になると厳しいのが現状で、なかなか

こういった取り組みが一企業としてではなく

社会全体に広がらない事情が垣間見えた気が

しました。

�環境に携わる人間としてとても興味深く聴か
せてもらいました。時間の制約もあったと思

いますが、講演の後に質疑があれば良かった

と思います。資源再利用においては、実際、

採算面ではかなり問題を抱えていると思いま

すが、社会問題となっている現状では、企業

のイメージアップにつながっています。一企

業としてはどこまで続けられるのかが課題で

はないでしょうか。そのあたりのコープの考

え方を聞きたかったです。

�生ゴミのリサイクルが実際に行われていると
は知らなかった。

�コープこうべの皆さまの試行錯誤の様子がよ
くわかった。環境問題というと何か大掛かり

なものしか頭に浮かばなかったが、こうした

取り組みも立派な環境活動になるのだと勉強

になった。

�非常に興味を持って楽しく聴かせて頂きまし
た。日頃は何気なくコープで買い物をしてい

ましたが、今回聴いたことはほとんど知りま
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せんでした。知っていたのはペットボトル、

食品トレイ、紙パックなどの回収をしている

ことや、マイバッグ運動を進めていることぐ

らいでした。各店舗から出る有機資源を利用

し、たい肥を作り利用する食品リサイクルが

進められていることには驚きました。ぜひど

んどん広げて頂きたいと思います。また進め

るにあたっての苦労話をお聴きし、分別回収

の重要性を特に感じました。最近ではいろん

な所で分別回収が行われているので自分の出

来ることは実践していきたいと思います。ま

た一度みずほ協同農園、コープ土づくりセン

ターに足を運びたいと思います。

�再資源化と一言で言ってしまうと簡単に聞こ
えますが、今回講演で聴き並々ならぬ努力と

赤字になってでもやるべきことであるという

徹底した精神がひしひしと伝わり、リサイク

ルという概念が今どれほど必要なのか改めて

感じることが出来たような気がします。

�コープこうべがゴミ、廃棄物をリサイクルし
資源として有効活用しているとは知りません

でした。その取り組む姿勢には熱い情熱を感

じました。これからの社会には資源循環型が

当たり前になっていないといけないと思うの

で、引き続き頑張ってもらいたいと思いまし

た。自分自身としてはゴミを出来るだけ出さ

ないコープこうべで買い物をすることで協力

していきたいと思いました。

�環境に対してとても良いことであり、こんな
取り組みをしていることは多少は知っていた

が、具体的な内容については初めって知った。

我々個人でも少し気を付ければ環境に優しい

取り組みが出来るし、ビジネスとして環境問

題関連がいかに多くなってきているかを再認

識した。

�私は直接関係ないのですが、環境問題に対し
てはこのように地域住民と交流を深めていく

べきだと思います。

�プレゼンがとても上手だった。内容も興味を
惹かれるものであったが、講師の話がとても

上手で感心した。他の業種のプレゼンを聴く

のもよい経験になることを実感した。

�具体的で非常にわかりやすい講演でよかった
と思います。住民を巻き込んだ見事な活動だ

と思いました。

�社内業務の中での循環型システムの確立の難
しさがわかり非常に参考になった。

�講師の話し方も聴きやすく大変わかりやすい
内容であった。流通業界ではゼロエミッショ

ンシステムについて、すでにかなり取り組み

が進んでおり、今後、社会全体の課題である

ことを改めて感じた。廃棄物から次の商品開

発、地域との共存等の話を聴いていると、た

い肥作りでの撹拌、排ガスによる発電など

様々な分野に関連しており、当社でも環境装

置事業部の水処理のみでなく他の事業部も含

めたトータル的な技術で環境分野での活躍の

場がある様に感じた。それらの市場をいかに

今後開拓していくかが課題であると感じた。

�コープが袋代を集めてこんなことをしている
とは知らなかったので興味を持った。今後、

このような循環型社会に向かう必要があるの

で当社も見習うべき所があるのではないかと

感じました。

�企業としての採算と異なる観点からきちんと
したポリシーを持って環境問題に取り組んで

いることがわかりました。とくに手探りの作

業からスタートし店頭に自分たちの作った野

菜が並ぶまでの話は共感を覚えました。

�ひとつの事業を起こすには、一般の人には見
えにくい、いろんな苦労があることを改めて

知ることが出来、たいへん参考になりました。

お話しも上手く、楽しく拝聴しました。

�今後、工業製品のみではなく、食品等のリサ
イクルにも取り組んでいく必要があると認識

しました。

�環境のことをよく考えた取り組みでたいへん
興味深く聴かせていただきました。当社のマ

ーケットとしても考えられるような話であ

り、仕事の話としても聴かせていただきまし

た。自分の知らない分野での話であり、今後

もこのような話を聴く機会を作っていただき

たい。

�やってる仕事内容がとても面白そうで、うら
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やましさすら感じました。いろいろ考えさせ

られる話だったと思う。

�今回の講演を聴きまして、コープこうべが三
木にエコファームを作り資源循環型農業に取

り組まれていることを初めて知りました。自

然環境を意識し、さらにムダなく再利用する

姿勢は素晴らしく、我々も今後見習うべき点

が多々あるのではないかと思いました。

�リサイクルの難しさを感じました。
�コープが取り組むリサイクルについてわかり
やすく紹介いただき良かった。

�講演の内容が講師の実体験に基づくもので非
常にわかりやすく興味を持って聴かせていた

だけた。また現在は全国規模から見ると非常

に小さな活動であるが今後大きく展開させて

いくには消費者側の意識改革が必要と強く感

じた。

�講師の説明の上手さと興味深い内容で退屈せ
ず聴かせて頂きました。コープさんが真剣に

環境問題に取り組まれている姿勢には感心し

ました。この機会に家庭でのゴミのリサイク

ルに取り組みたいと思います。

�最近、家庭菜園に興味を持っているので良か
った。

�昨今よく耳にする循環型社会の一環としてこ
の話を聴きました。コープが行っていること

はその取り組みの一つとして、その環境を楽

しむという観点からも非常に面白い、興味の

ある取り組みだと思いました。私も一度行っ

てみたいと思いました。

�「安全」をうたっていても消費者には金額の
みで判断される厳しさと理想に向かって取り

組んでいる様子が伝わり興味を持って聴くこ

とが出来た。

�コープこうべ殿の環境に対する真剣な取り組
みがよく理解できた。我々としてもビジネス

という観点はもとより地域、消費者へ還元で

きる理念も持ち合わせたいと痛感した。

�成功例だけでなく、失敗例など事業を成功さ
せるための情熱が感じられ、大変勉強になっ

た。

�講演を聴く中で当社も社会に貢献できる会社

だと実感を持てた。

Ⅱ

オープンハウスの取り組みについて

①パンテツユニオンが行っているオープンハウ

スに対するご意見を記入下さい。

�内容はよいと思います。あとは参加対象者が
来たくなるような仕掛け作りが必要では。

�出来るだけ参加者が重複しないように工夫し
て会員全員が参加できるようにしてほしい。

�今回のエコファームの話もなかなか興味深か
ったです。営業先での顧客との話題にも早速

使わせてもらってます。

�会員の縦横のつながりを広げていく場とし
て、また各種スキルアップのための良い取り

組みであると思う。

�講演していただく話の内容が興味深い内容で
あり今後もさらに続けていただきたい。

�初めて参加したが異業種の方の取り組みが聴
け良かったと思う。

�今後も継続的に行ってほしい。
�今回のように自分の業務にやりがいを持ち頑
張っている人たちの苦労話を生の声で聴ける

ことは非常にありがたく感じました。テーマ

や講師の当たり外れもあるかも知れませんが

幅広い分野の話が聴ければと思います。

�今回初めてオープンハウスに参加させていた
だいた。自分の私生活に関わる話には特に興

味を抱く。今回のエコファームについてもそ

うだが、自分に身近な講演が聴ければ幸いで

ある。

�このようなセミナーが開催されることで普段
会うことのない他の職場の人とコミュニケー

ションをとることが出来、ぜひこのまま続け

ていただきたいと思います。また今回は私た

ちの生活に身近な話題であり、勉強になりま

した。

�講演を聴く機会などにはなかなか自分からは
参加しないので、良い機会を作っていただい
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ていると思う。

�本社以外にもとくに東京地区での開催を希望
する。

�自分自身の視野を広げるためには非常に役立
っていると思う。

�とくに今回以外のものに参加したことが無い
のでよくわかりませんが自分が参加できるも

のがあればぜひ参加したいと思います。

�事業部の壁を越え、人の交流にとても貢献し
ていると思います。また会員の家族も対象に

していくなど、交流の輪がどんどん広がって

いくことは良いことであると思います。

�色々な社外での取り組みなど幅広い視野を育
てる意味で良い試みだと思います。さらに興

味深いテーマを見つけて提供し続けて頂きた

い。

�今後もこのような取り組みを続けて行かれる
ことを希望します。また内容の公募や参加の

公募も行ってみてはどうでしょうか。

�現在、一体感の持ちにくい組合活動において
たいへん良い企画だと思う。続けていくのも

たいへんだと思うが頑張ってほしい。

�様々な人の話が聴けてとても面白いと思いま
す。休日ではなく定時後などに開いたらもっ

と多くの人が来るのではないかと思います。

�参加延べ人数は多くなっているが、対象とな
っていない年齢層があると思う。全ユニオン

会員が対象となったという実績を早く作って

ほしい。

�これまでに２回参加しましたが、普段では自
らセミナーに参加することは無かったので機

会が出来て良かったと思います。テーマの内

容についても現在の自分の状況とダブり刺激

になったものや、普段意識してなかったテー

マの話が聴け興味を広げることが出来たと思

います。テーマの決定、講師の依頼、セミナ

ー概要のまとめと開催にあたってはたいへん

苦労されていると思いますが、ぜひ今後も継

続されるよう期待いたします。

�オープンという割には横の交流がなかったよ
うに感じた。運営方針とは逆行するかも知れ

ないが少人数でディスカッション形式にする

のも一つの方法ではないかと思う。

�毎回いろんな試みでアプローチされていて、
今後も続けていってほしいと思う。また忙し

くって参加できないときなども、後日冊子で

内容が理解できるので助かります。

�たいへん結構な企画だと思います。普通では
聴けないような内容の講演も聴かせてもらえ

るし、懇談会はあるし。アンケートは面倒く

さいけど我慢します。

�様々なセミナーが開催されており、自己啓発
としては非常によいと思います。

�今回、二度目の参加で、いつも講演について
は興味深く聴かせてもらってます。これから

も続けていくべきと考えます。

�いずれの講師、テーマも有益な話をされてお
り、業務を離れて自分を客観的に見つめ直す

良い機会だと思う。今後も継続してほしい。

②今後どのようなテーマのセミナーを希望され

ますか。

�環境問題は大きな問題であり、他の企業での
取り組みを聴いてみたい。

�環境問題での社内での取り組みも十分知られ
ていないので社内講師のセミナーも開催すれ

ばどうか。

�普段の仕事、日常生活では知り得ない事柄。
�環境問題に対するセミナーを希望する。環境
を前面に押し出す我が社において、社員一人

ひとりが環境問題を自分なりに理解すること

で仕事への取り組み方が変化すれば、良い仕

事が出来るような気がする。

�非常に厳しい世の中になっておりますので、
メンタルケア、ストレス解消等についてのセ

ミナーを希望します。

�業種を問わず社外組織の同年代の方との交流
の場を持つなど企画されてはどうでしょう

か。

�労金の方が来られてマネープランの話をされ
たことがあるようですが、可処分所得の多い

独身者を対象に利殖の話をしてみたら面白い

かも知れません。４０１Kのこともありますし。
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�税金対策や住宅ローンの組み方などお金に関
するセミナー希望。

�環境問題への取り組みをさらに広い分野で。
�子育てについて。
�宇宙開発について。
�年代別のセミナーは、一部を除き一通り終わ
ったと思いますので、もう少しくくりを大き

くしてやったらどうかと思います。テーマは

今の流れで良いのでは。

�２１世紀の技術予測について。
�特にないが、その時の時代、年令にあったテ
ーマを設定するのはたいへんだと思うが頑張

っていただきたい。

�金融資産の運用について。確定拠出型年金４０１
Kについて。

�具体的なテーマというものは思いつきません
が、世の中の動き（一般的なこと）に疎くな

っていると思います。社会全体に眼を少しで

も向けていくことが出来るきっかけとなるよ

うなセミナーを希望します。

�情報システム関係。
�開発者の失敗談、成功話。
�成功を収められたエンジニアの話。特許を数
多くとっておられる方の話など。

�政治、経済、文学紹介。
�異業種、同年代との交流、情報交換を目的と
したもの。

�事業部対象にしたセミナーがあればテーマが
明確になり参加者も増えるのでは。

�世間の環境保全やリサイクル活動に関するテ
ーマや、人生設計に関するテーマがよいです。

③後半年度には４０才代から５０才代の方を対象と

したセミナーを企画したいと思いますが、ど

のようなテーマまたは講師で開催すればよい

と思いますか。

�健康面の話。
�アルコール、喫煙等に対する講習（健康面）
が良いのではないでしょうか。

�難しい質問です。該当する年代の方にリサー
チしてください。

�やはりIT関連のセミナーがよいのではない
かと考えます。今後需要は明らかであるので

４０代以降の方々にも関心を持ってもらうべき

です。

�老後の人生設計や再就職に関するテーマはど
うでしょうか。

�若手社員の生活や考え方について理解、共感
が持てるように、若手代表が講師となるとか、

その手の学者を呼ぶ。

�今の私から見ると５０才代の方は、これからど
のように生活していけば自分のためになるの

かということを考えておられるのではないか

と思っています。そこで５０才代に入ってから

どのようなことが出来るのか、実際、実行さ

れている方々の体験談のようなものを紹介す

るセミナーはどうかと思います。

�全く会社などの組織で生きてこられなかった
方の話など面白いのではないでしょうか。

�コンピューター、インターネットに馴染みの
ない方への情報関係のセミナーや、パソコン

（携帯）の活用技術とか面白そうで良いと思

います。

�すいません。思いつきません。対象の方に直
接アンケートをとられた方が賢明かと思いま

す。

�退職後の生き方。
�部下への指導を中心としたテーマ。
�若手育成法について。
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