
■  障がいのある方が活躍できる機会を創出

労働人口の減少と
ともに障がいのある
方の活躍に注目が
集まっています。
障がいのある方の
社会進出について
は、コロナ禍におい
て一時求人等が減少しましたが回復傾向となり、2021年度障害
者雇用状況の集計結果においても障害者雇用は18年連続で過
去最高となっています。反面、離職率に関しても高い数値となっ
ており、精神障がいのある方においては2017年の調査では1年
で半数ほどの方が離職をされているというデータもあります。
（職業安定局調査）
（株）アストコでは就労移行支援事業において就職のマッチング
を進めており、就職後も適切なサポートにより離職率を低下する
取り組みを行っています。
企業連携においては、農業における人手不足への対応として農福

連携事業を行っており、収穫
時期等における人員のサポー
トを実施しています。また、エ
ンビプログループ間の連携と
して、リサイクル現場における
リサイクル品の解体、粉砕後の
選別作業に取り組んでいます。

2022年4月にはエコミットあづみ野を農福連携に取り組む『エコ
ミットあかしな』、グループ企業との連携作業を実施する『エコ
ミットとよしな』の2か所へ分所化を行いました。
これらの取り組みにより障がいのある方が活躍できる機会を増
やしています。

■  就労移行・就労継続の支援事業
❶ 就労移行支援事業（ブライト）
就職を目指す障がいのある方に、就職に役立つカリキュラムや就
職活動のサポートを実施しています。また就職後も長く働き続け
られるよう、職場定着支援活動にも取り組んでいます。

❷ 就労継続支援B型事業（エコミット）
一般企業で働くことが難しくても、社会の一員として自信と生き
がいを持って社会参加で
きる場として、当グループ
や地域の企業、農業など
と連携し、作業の実施と、
作業に応じた工賃を支給
しています。
また、『エコミットあかし
な』においてはきゅうりや
トマトなどの栽培も開始し、
活動の場を広めています。

❸ サテライトワーク事業
障がい特性に応じた適切な対応が難しいなど、企業側が抱える
問題を解決するために、障がいのある方にとって働きやすい環境
整備や仕事の創出を支援しています。

ブライトさいたま

エコミットふじのみや

ブライトまつもと
駅前センターブライト

まつもと

エコミットあかしな
エコミットとよしな

働くことで得られる社会との関わりは、多くの人々との関係が構築さ
れ、生きていく上で重要なことを享受できると確信しています。ご利用
者へ福祉の支えや、地域がしっかり見守っていることを伝え、困難に
遭遇した時でも、地域社会へ「手を挙げる勇気」をもって、生きる力を
育んで頂きたいと思います。その為にも社員の皆さん
の力が思いっきり発揮できる職場、笑顔が絶えない
健康な職場をつくりあげていきます。そのことが利用
いただく方々にも良質なエネルギーが伝わっていく
ことになるからです。『支えられた人が支える人へ』

株式会社アストコ	代表取締役 春山 孝造
明日がかがやくところをつくる

（株）アストコ事業所

■ブライト	■エコミット

農福連携で栽培したきゅうりの収穫風景

VOICE

障がいのある方の雇用支援や社会活動への参加をサポート
Value & Vision

障がいのある方が、ご自分に合った職に就き、社会の一員として自立できるように、知識・技能の習得だけでなく、
生活の安定や社会との関わり方を身に付けるサポートをし、労働力の減少が進む社会課題の解決に貢献しています。

（株）アストコの取り組み

障がいのある方と企業のマッチング
（就労移行支援事業）

企業との連携による仕事の受注
（就労継続支援B型事業）

❶

❷

延べ利用者数 ■ブライト	■エコミット
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就職者16名　平均工賃22,033円

株式会社 アストコ障がい福祉
サービス事業

さらに詳しい
会社情報は事業内容 ■就労移行支援事業　■就労継続支援B型事業

■サテライトワーク事業
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コンサルティング＆ソリューションで企業の脱炭素経営をサポート
Value & Vision

企業経営にとってますます重要なテーマとなっているカーボンニュートラル戦略やサーキュラーエコノミーモデル構築などをサポートする
コンサルティングサービスと、再生可能エネルギー導入やリサイクル･再生原料製造などのソリューション提案を合わせて行っています。

■	再生可能エネルギー導入
■	グリーン電力、クレジット
調達

■	クレジットの創出

コンサルティングにITを活用した環境DXサービスを連動させ、
パッケージとしてサービス提供。

当社は2017年からCDPの
スコアリングパートナーです。

■	気候変動対応戦略、	
長期ビジョン作成

■	GHG排出削減ロードマップ
作成

■	排出削減目標（SBT）策定

■	Scope1,2,3排出量算定
■	排出削減貢献量算定
■	インターナルカーボン	
プライシング導入

■	気候変動関連政策・法令・	
企業動向調査

■	CDP回答・評価向上
■	TCFD	提言対応、シナリオ
分析

■	サステナビリティ情報開示

■	サーキュラーエコノミー事業
プラニング

■	廃製品･廃棄物回収スキーム	
構築支援

■	事業パートナー開拓支援
■	事業コスト分析

■	廃棄物の回収・加工
■	再生原料加工・製造
■	再生原料製品用途開発

■	ビジョン・戦略策定
■	サーキュラーエコノミー	
事業の目的設定

■	サーキュラーエコノミー	
関連調査

■	サーキュラーエコノミー	
グローバル企業ベンチマーク	
調査

■	再生原料調達可能性調査
■	再生原料分析調査

コンサルティング・ソリューション

■	CO2排出量算定システム
■	温対法・省エネ法報告システム
■	サーキュラーエコノミー	
プラットフォームシステム

環境DX
（デジタルトランスフォーメーション）

ビジョン・
戦略策定

情報開示・
評価向上

調査・算定 脱炭素

ビジョン・
戦略策定 モデル事業化

調査 資源循環

サーキュラーエコノミーカーボンニュートラル ■コンサルティング　■ソリューション ■コンサルティング　■ソリューション

コンサルティングと環境DXの連動

株式会社 ブライトイノベーション環境経営
コンサルティング事業

さらに詳しい
会社情報は事業内容 ■コンサルティング・ソリューション

■環境DX（デジタルトランスフォーメーション）

DISCLOSURE INSIGHT ACTION
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■  企業のカーボンニュートラルを支援
国内外で脱炭素化に向けた動きが加速する中、企業においても
気候変動が経営に与える影響を考慮し、リスクや機会への対応
を経営戦略として行うことが重要となってきています。（株）ブ
ライトイノベーションではTCFD提言への対応をはじめとする
情報開示支援、CDPをはじめとする第三者評価向上支援、カー
ボンニュートラル戦略・GHG削減ロードマップの作成など、企
業の脱炭素経営をサポートするコンサルティングサービスを
提供しています。また、当社では再生可能エネルギーの導入な
ど、企業が排出量を削減するためのソリューションサービスを
提供しており、脱炭素戦略の立案から実行までをトータルでサ
ポートしています。
エンビプログループにおいては、使用する電力の再生可能エネ
ルギーへの切り替えや工場敷地内への太陽光パネル導入など、
RE100達成支援、およびCO2排出量の算定やサステナビリ
ティ情報開示に加え、2021年度はCDPへの回答支援を通して
の環境経営推進の一翼を担っています。

■ サーキュラーエコノミーへの移行を支援
天然資源の枯渇や廃棄物の増加などの問題が顕在化する中、
サーキュラーエコノミー（循環経済）の概念およびその重要性が
広く浸透してきています。当社では、プラスチック容器をはじめと
する廃棄製品を再生原料として再利用するクローズドループ型
のサーキュラーエコノミーモデルの構築などに関するコンサル
ティングサービスを提供しています。また、当グループの資源循
環事業と連携し、リサイクルやリマニュファクチャリングなどのソ
リューション提案を併せて行うことで、企業のサーキュラーエコ
ノミーモデルの確立に資する一貫したサービスが特徴となって

います。

■  環境DX（デジタルトランスフォーメーション）
近年、世界の潮流となっているサーキュラーエコノミーとカーボ
ンニュートラルの分野でその取り組みを効率化し加速させるた
め、以下の２つのシステム開発を通しDXを推進しています。

❶	サーキュラーエコノミープラットフォームシステム
排出者の事業所から発生した廃棄物の運搬、再生原料への

当社は、環境経営コンサルティング事業を通じて持続可能社会実現の
一翼を担っております。具体的には、脱炭素戦略の策定、SBT、Scope1, 
2,3の算定、TCFD対応およびCDP等のカーボンニュートラル（CN）コン
サルティングにより企業の脱炭素化への移行を支援
しております。また、グループ会社との連携を図りな
がら廃棄物や資源物および廃製品を再生資源として
循環させるモデル構築などのサーキュラーエコノミー

（CE）コンサルティングを行う事で持続可能な資源
利用を促進しております。

株式会社ブライトイノベーション　代表取締役 中作 憲展

環境経営コンサルティングを通した
脱炭素経営の支援VOICE

コンサルティング
実施ステップ

■クライアントの現状把握、ニーズ、課題の明確化

■将来ビジョン、改善の方向性、実行計画の策定

■クライアントによる社内検討、合意形成（実行段階）

■目指す成果の獲得

気候変動・サステナビリティ関連の最新動向の提供 対話、協同作業を通した文章・データ作成支援

専門知識、独自の知見、経験および幅広いネットワークを活用した実務的なコンサルティングサービス

加工、出荷の過程を追跡し、それに伴うCO2排出削減量を可
視化するシステムの開発を推進。

❷	CO2排出量算定システム
Scope1,2,3のCO2排出量を算定し、基準年からの削減量や
削減計画と比較した達成状況を可視化し、その管理を効率化
するシステムの開発を推進。

（例）	●カーボンニュートラル戦略
	 ●GHG削減ロードマップ
	 ●TCFD提言に基づく情報開示		など

STEP 1

STEP 2

STEP 3

さらに詳しい
会社情報は株式会社 ブライトイノベーション環境経営

コンサルティング事業
事業内容 ■コンサルティング・ソリューション

■環境DX（デジタルトランスフォーメーション）
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