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1 本多技研工業㈱トランスミッション
製造部/細江船外機工場

2 中部電力㈱
浜岡原子力発電所

3 横浜ゴム㈱三島工場 4 函南町役場環境衛生課

5 富士フイルム㈱材料生産本部
富士宮事業場

6 シミックCMO㈱
静岡工場

7 NECプラットフォームズ㈱
掛川事業所

8 理研軽金属工業㈱

9 浜松ホトニクス㈱電子管事業部 10 矢崎総業㈱Y-CITY 11 ㈱ニチビ静岡工場 12 日本軽金属㈱清水工場

13 旭化成㈱富士支社 14 ヤマハ㈱ 15 ㈱デンソー湖西製作所 16 トクラス㈱

17 大日精化工業㈱
東海製造事業所

18 興和㈱富士工場 19 豊田合成㈱ 20 帝人㈱三島事業所

21 NTN㈱磐田製作所 22 ㈱イズミテック 23 ㈱エコアップ 24 東芝機械㈱

25 パナソニック㈱ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社
ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｸﾘｰﾅｰ事業部静岡工場

26 荒川化学工業㈱
富士工場

27 新東海製紙㈱ 28 ㈱ニッピ富士工場

環境月間の行事について、お忙しい中、上記の会員の皆様からご報告・お写真をいただき、誠にありがとうございました。

皆様の環境に対する意識の高さがうかがえました。

他社の取組等を参考に、今後の活動にお役立ていただければ幸いです。



活動報告事項 活動報告事項

①
意
識
の
啓
発

・環境メッセージの呼びかけ
・ポスター・看板・横断幕の掲示
・標語募集・コンテスト
・改善提案
・会議・訓練
・エコ宣言
・ごみ分別表示・周知
・省エネ情報提供
・他団体との環境保全活動

③
実
践
活
動

・クリーン（清掃）作戦
・節電（空調温度・照明等）
・クールビズの実施
・グリーンカーテン
・ライトダウン
・環境施設の点検
・省エネパトロール
・ノーカーデー
・ＬＥＤ化
・ノー残業デー
・不法投棄防止キャンペーン
・廃棄物の削減

②
知
識
の
普
及

・環境教育・講習会・処理場見学
・環境ニュース発行
・環境eラーニングの利用
・環境展に参加
・周辺住民との交流

④
顕

彰

・静岡県環境保全協会表彰
・活動事例の発表（社内表彰）
・標語表彰
・しずおか未来の森サポーター活動功労表彰
・環境行事上位職場表彰
・環境分析評価委表彰
・日本環境測定分析協会表彰

環境月間の主な活動報告事項
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標語募集・コンテスト

グリーンカーテン

クールビズの実施

節電（空調温度・照明等）

環境施設の点検

ライトダウン

環境メッセージの呼びかけ

環境教育・講習会・処理場見学

ポスター・看板・横断幕の掲示

クリーン（清掃）作戦

活動報告 TOP10



【意識の啓発】
・所内放送による環境月間呼びかけ
・環境月間ポスター、社内発行 啓発ポスター等の掲示
・環境リーフレット発行
会議による落とし込み及び全従業員へ配布、一言宣言記入

【実践活動】
・6/2浜名湖クリーン作戦実施（浜名湖周辺関連箇所 ３会場）

1.＿本田技研工業㈱トランスミッション製造部/細江船外機工場



浜岡砂丘清掃活動（5月28日）

【知識の啓発】
・中部電力グループＥＣＯ社会貢献活動
中部電力グループの従業員とその家族が地域で活動している環境ＮＰＯ等と環境保全活動を協働することにより、
従業員の環境意識向上と環境保全活動の展開を図っています。
・カテエネの利用
カテエネでは、電気とガス（当社契約のみ）のご使用量に応じたＣＯ２排出量が自動表示される他、
「家電の省エネ効果シミュレーション」をはじめ省エネに役立つ情報を提供しています。

【知識の普及】
・環境ｅラーニングの利用
環境教育教材として環境ｅラーニング（①～⑤）やＰＰＴ資料（⑥）を中電グループホームページで運用しています。
① 考えてみよう、廃棄物の減量化とリサイクル
② エネルギーと環境
③ 環境管理活動
④ コミュニケーションと連携の意義
⑤ 生物多様性
⑥ 中部電力グループの環境基本方針、アクションプランと環境への具体的な取り組み

【実践活動】
・節電

[空調]設定温度（冷房２８℃）
[照明]執務室照明の間引き（照度上問題のない場所）
[エレベータ]間引き運転

・ノー残業デーの設定（６月１９日）
・クールビズの実施（ノーネクタイ、ノー上着）
・浜岡砂丘清掃活動（５月２８日）
参加人数：１０３名（中部電力社員他、合計）
ゴミ収集量：１トントラック１台分＋軽トラック１台分（正味２８０ｋｇ）

・「３０１０運動」
宴会の開始３０分と終了１０分前には席に戻り料理を楽しむことで、食べ残し（食品ロス）をなくす取り組みです。
日本の大量の食品ロスは年間６２１万トン（国民ひとりが毎日）毎日茶碗１杯分を処分する量）と重大な問題と
なっており、環境省は「食品ロスを減らすために私たちができること」の取り組みの１つに「３０１０運動」を掲げています。

2.＿中部電力㈱浜岡原子力発電所



【知識の普及】
・工場内：環境基礎教育
・工場内：化学物質基礎教育

・社員食堂に環境月間横断幕掲示、
ポスター掲示、TVモニターにて豆知識プレゼン

・事務所スタッフ系の方へパソコン電源投入時に
ポップアップメッセージ表示

【意識の啓発】
・工場正門前：環境月間横断幕掲示・門前PR活動

・工場内：環境月間ポスター掲示12件
・工場内：環境月間エコ宣言552件
優秀賞 「電気の付けっ放し、水の出しっ放しを見かけたら放置しない」

ポスター優秀賞作品

【実践活動】
・4月から環境月間に向けて活動開始、5月工場準備月間

・4/16国交省支援：伊豆縦貫道玉沢ICランプ内植樹体験
（高卒新人12名）

・4/19東北復興支援：岩手県大槌町防潮堤づくりボランティア
（大槌学園3年生植樹会）

・5/11三島市立公園楽寿園清掃ボランティア参加

3-1.＿横浜ゴム㈱三島工場



3-2.＿横浜ゴム㈱三島工場

【実践活動】
・5/13～9月頃まで工場内グリーンカーテン実施

（ゴーヤ3種180本）

・5/21生物多様性保全活動（ワークショップ開催）

・5/25掛川市 希望の森づくりボランティア参加
（潮騒の杜植樹祭）

・5/29工場正門にてホタル祭り開催
（地域住民281名来場）

・5/29生物多様性保全活
（リバーフレンドシップ制度三者協定締結）

・6/5三島市エコエコデー参画

・6/15近隣地域住民懇談会開催
（17名来場）

・生物多様性保全活動（御殿川水質調査）

・工場内省エネ活動とその他パトロール強化



4.＿静岡県 函南町役場 環境衛生課

【実践活動】

函南町ごみゼロ運動統一美化キャンペーン

・環境の日啓発活動として、町内を４コースに分かれて、ポイ捨てごみを回収。また、回収作業中にのぼり旗を掲げ、環境の日のPRを行う。

当町職員、一般廃棄物収集運搬許可業者など99名が参加した。当日は、可燃ごみ約50ｋｇが回収された。



5.＿ 富士フイルム㈱材料生産本部 富士宮事業場

【意識の啓発】

・構内一斉放送による環境月間PR実施

・環境に関する改善提案（環境負荷低減など）の募集実施

・環境教育、環境トラブル対応訓練実施

【実践活動】

・自家発電を用いた東電管外を含む富士フイルムグループ各拠点への自己託送、
PPS事業者への電力供給実施

・エネルギー原単位管理によるエネルギー効率の見える化実施

・廃棄物置場、環境関連設備の点検実施

・環境トラブル防止のための環境リスク洗出し調査・対策実施

・過去の環境トラブル振返りによる環境意識向上、類似トラブル再発防止

・従業員による構内外の清掃活動実施



6.＿シミックCMO㈱静岡工場

クリーン作戦 ご協力ありがとうございました。

今年も環境月間には、「工場周辺クリーン作戦」と題して、工場内・外周などの清掃
を行いました。
6月14日（金）はお昼休みに従業員119名の方に参加いただき、
可燃ゴミ：55.2ｋｇ、不燃ごみ：2.6Kg（合計57.8ｋｇ）を回収しました。

2019/06/14

【意識の啓発】 【知識の普及】
・6/3工場全体朝礼時（全従業員対象）に環境意識啓発の為の周知
・6月は環境月間、6月5日は日本では環境基本法で 「環境の日」と定められているなど。
・今月各家庭の電気や水の使用、さらにごみの分別など 家庭で話し合う機会。
・エネルギー（電気、ガス、重油など）の納入単価及び年間コスト。
・廃棄物の年間処理量と費用について。
・省エネの具体的な行動事例を示し、分別廃棄のため表示の統一と分別の徹底を周知し
継続的な活動の呼びかけ。
・ISO14001K更新審査6/11～6/13全部門対象。

【実践活動】
環境月間 恒例 工場周辺クリーン作戦実施(昼休み) 6月14日 （金）
・参加者 119名
・可燃ごみ 55.2kg ・不燃ごみ 2.6kg
・参加者が昨年より40名増加

【実践活動】
・エコキャップの回収
(リサイクル促進とＣＯ２の削減)
発送個数：約43,000個(10袋)
ポリオワクチン：約50回分
譲渡先：エコキャップ推進協会

・不要時間帯での照明消灯
・月２回のノー残業デー実施
・照明のLED化推進
・広告塔の夜間照明の消灯（通年）
・ISO14001K更新審査実施
環境ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの再検証が図れた。
従業員の環境意識向上が図れた。



【顕彰】
・1/26(土)の掛川市主催「協働によるまちづくり活動発表会」
（場所：掛川市文化会館シオーネ）において、活動事例「掛川
市と協働による社会貢献活動の実践」（環境出前講座、親子
環境学習会などの社会貢献活動の紹介）の発表により、
6/20(木)、社内表彰を受賞。

7.＿NECプラットフォームズ㈱掛川事業所

希望の森づくり「潮騒の杜 植樹祭」
（場所：大渕海岸防災林）

海洋プラスチックごみ防止 6R県民運動
周知キャンペーン（磐田駅前）

「協働によるまちづくり活動発表会」で事例発表

【意識の啓発】 【知識の普及】
・従業員から環境向上標語を募集し（6/3～28)、優秀作品 9件を表彰 ・6/3(月)、環境ニュースを発行。家庭・地域における環境向上活動実践の
（総応募件数：152件、内掛川事業所：87件） ため、実施例を環境ニュースに掲載

【実践活動】
・構内に環境ポスターを掲示
・「環境月間」と「ＣＯＯＬＢＩＺ」クールビズの推進（5/1～9/30）、オフィスの冷房温度を２８度に設定
・「ＣＯ２削減／ライトダウン」の実施

「広告塔等ライトダウン」 6/22(土)～7/7(日)
「昼間のライトダウン」 6/22(土)～7/7(日)

・通勤ノーカーデーの実施（毎週末日）
実施日：6/7、13、21、28（ 計4日間 ）

・6/3(月)早朝、磐田駅前で静岡県主催「「海洋プラスチックごみ防止6R県民運動周知キャンペーン」への参加し、
キャンペーンチラシ1,000枚を配布。
・5/25(土)、掛川市主催の海岸防災林強化を目的とした「希望の森づくり」潮騒の社植樹祭へ参加。

当社参加人数：2名、潜在自然植生の樹木を中心に3,000本の苗木を植樹
・6/21(金)、緑のカーテンを工場壁面に設置 従業員へ緑のカーテン用の種を配布（ゴーヤ、アサガオ、ササゲ豆等）
・6/5(水)、19(水)、従業員による工場周辺市道のクリーンアップ運動を実施（延べ74名参加）

・6/24(月)、環境ドキュメンタリー映画
「A Plastic Ocean (プラスチック・オーシャン)」
の上映会を開催
（27名視聴）



③

【実践活動】

・①2019年6月 1日(土) 三保真崎海岸清掃

・②2019年6月 3日(月) COOL CHOICE賛同

・②2019年6月 3日(月)～ COOLBIZ実施

・③2019年6月 5日(水) 緑地帯の環境整備

・④2019年6月12日(水) 会社廻り道路清掃活動

・⑤2019年6月21日(金) ライトダウンキャンペーン参加

・⑥2019年6月28日(金) ＢＣＰ訓練予定 写真なし
（避難訓練、消火訓練、緊急緩和処置訓練、発電機訓練、
仮設トイレ設置、非常食の試食、救護訓練等）

8.＿理研軽金属工業㈱

①

②

④

⑤



グリーンカーテンの設置

静岡県環境保全協会第48回定時総会表彰式

【知識の啓発】

・省エネコンテスト
家庭からのCO2を削減するため、世帯別排出量を社員が競う節電コンテスを開催しています。

・環境月間ポスター掲示
ポスターを食堂に掲示しました。

【実践活動】

・地域清掃
6/5（水）43名が参加し、27.2kgのゴミを回収しました。

・ライトダウンキャンペーン
6/21（土）に構内及び駐車場の外灯を消灯しました。

・緊急対応用具の点検
屋外に配置した緊急時対応用具の点検を行いました。

・グリーンカーテンの設置
構内4箇所（豊岡製作所3箇所、天王製作所1箇所）にグリーンカーテンを植えました。

・夏の省エネキャンペーン
各フロアに省エネ担当者を設け、担当エリアの省エネ実施状況を監 視しました。
結果はデータベースに入力し、採点の結果から省エネを徹底しました。

【顕彰】

・静岡県環境保全協会表彰
長年事業所の環境保全活動に貢献されてきた者として、弊社従業員が環境保全功労賞を受賞しました。

緊急対応用具の点検

地域清掃

9.＿浜松ホトニクス㈱電子管事業部



環境標語・ポスターの掲示

各建物入口への垂れ幕設置

施設の環境パトロールの実施

河川清掃活動

事業所周辺の清掃活動

【意識の啓発】
・環境意識高揚の活動

-垂れ幕設置
-環境標語・ポスターの掲示
-環境月間の放送
-環境に関わる改善提案の推進

【実践活動】
・清掃活動の実施(敷地周辺の、狩野川支流域の河川)
・施設の環境パトロールの実施
・CO2排出量削減への取組み
(空調機の設定温度徹底、クールビズの実施、毎水曜日のノー残業Day実施）

10.＿矢崎総業㈱Y-CITY



2019年河川美化

河川敷清掃風景Ⅱ

河川敷清掃風景Ⅲ 工場内窪川清掃風景Ⅰ

工場内窪川清掃風景Ⅱ 回収ゴミ

【意識の啓発】
◎5月31日の社内安全衛生委員会で、環境月間・環境の日についてPRと節電への
協力を要請し、翌日に具体的な活動内容について、各部門に連絡票を配布した。

◎エネルギー管理員のレベル向上を目的に講習会(2/26)に1名受講した。

【知識の普及】
◎昨年に引き続き、東京ビックサイトで開催された2019New環境展(3月14日)の
見学に3名参加した。
◎トヨタ工場見学と空調機に関するセミナー(3月14日)に1名参加した。

【実践活動】
◎不法投棄防止キャンペーンののぼり旗を掲示。(6/1～6/30)
◎藤枝市ライトダウンキャンペーンへの参加として、6/21～9/30まで屋外広告看板
用照明（夜間）を消灯中。（LED投光器120W×3基）
◎各部署のエアコンの省エネ型への更新と設定温度（冷房）を27℃基準とした。
◎環境月間の期間内ではないが、毎年、計画的に照明のLED化を実施
◎工場周辺のパトロールと清掃を1回/月実施。
◎6/17に河川愛護・美化運動として、大井川土手及び河川敷の清掃実施。
（写真添付）
◎6/17に工場敷地内を流れる窪川の清掃実施。（写真添付）
◎エネルギー消費量の見える化としてコンプレッサーの電力計測と蒸気屋外メイン主配
管の放熱量測定を行った。
◎藤枝市ノーカーデーに毎年参加。
◎井戸の運転形態に直しによる省エネの実施。

11.＿㈱ニチビ静岡工場

河川敷清掃風景Ⅰ



12-1.＿日本軽金属㈱清水工場

実  施  項  目 月    日 実施者 実    施    内    容 結        果

1.環境月間行事の通知
2.6部署の車のドアに環境月間の
　文字と工場活動のスローガン掲示
3.掲示板へ環境月間ポスターの掲示

　
　啓蒙活動として効果あり

環境巡視※及び
　　環境管理委員会

（※添付資料参照）

工場長、
部、室、課長

公
害
防
止
施
設
等
の
総
点
検

環
境
美
化

そ
の
他

各種測定機器の
点検、調整

6/1～6/30

6/1～6/30排水、排ガス等
の測定

従業員
協力業者

工場内外の
除草等

環境月間の啓蒙 環境管理室

計測機器
管理担当者

環境分析
担当者

6/13

6/1～6/30

6/1～6/30

除草、清掃

1.環境巡視
①A110
②RP工場解体現場
③コージェネ

2.環境管理委員会

1.大気関係測定機器    1台
2.水質関係測定機器　　51台

1.大気関係　　　　　　　　　0ｹ所
2.水質関係　2ｹ所×4回＝8測定
　　　　　　　　3ｹ所×1回＝3測定

　問題なし

　
　問題なし

　工場長より
　「重大事態が発生していないことは喜ば
　しい。今後も継続をお願いしたい。」
  とのコメントあり。

社外行事

への参加

三保真崎海岸清掃※

(※添付資料参照)

三保海岸下草刈り

6/1

6/22

12名参加

18名参加

静岡市環境保全推進協力会　主催

静岡市環境保全推進協力会　主催

2、他団体主催の行事に参加

1、社内行事として実施



12-2.＿日本軽金属㈱清水工場

三保真崎海岸清掃（2019.6.1）

清掃作業の様子

集積された廃棄物

不燃ゴミ全集積物

集合写真

場内環境巡視（2019.6.13）

環境巡視の様子

A110、RP工場

コージェネ



【意識の啓発】

・各部署のエネルギー管理員を集め、省エネ推進会議を行い2018年度の実績と今後の省エネ対策を議論した。

【知識の普及】

・事業所周辺の代表住民18名に対し、旭化成グループ及び富士支社の
概要と環境データ等を報告した。

・その後、意見交換会と事業所の環境施設を視察した。

【実践活動】

・事業所内のクリーン作戦（草取り、ごみ拾い）を実施した。

・敷地境界の騒音，振動，臭気測定を実施し、問題の無い事を確認した。

【顕彰】

・社員及び協力会社社員を対象に環境標語を募集して、優秀標語を選定・表彰した。

13.＿旭化成㈱富士支社



【顕彰】
・しずおか未来の森サポーター活動功労表彰

（温度計付きクールビズポスター）

（従業員家族塗り絵）

【実践活動】
・環境啓蒙ポスター 「地球のこと考えよう。」２０１９年度版社内配布、掲示
・「クールビズ」ポスター掲示期間：５月１日～１０月３１日

・緑のカーテン設置
各工場事業所にゴーヤなどのつる性植物のプランターを設置して夏の日差しを遮る活動

・２０１９年度 家庭での環境啓発活動参加のお願い～
【我が家のスマートライフ宣言】＆【ぬりえDe「MYエコ宣言」】～２０１９年６月～９月
家庭に合ったテーマを自由に設定して取り組みを宣言。
家庭でお子様とぬりえを楽しみながら環境について会話していただく
「ぬりえDe「MYエコ宣言」」を実施

・工場周辺清掃美化活動 （工場周辺美化）

（本社事務所・緑のエコカーテン）
（環境啓発ポスター）

14.＿ヤマハ㈱



写真1

写真2-座学 写真3-現場

写真4

写真6

消灯前

消灯後

写真5

【意識の啓発】
・社長メッセージのＨＰへの掲載

・事業部長メッセージの配布とＨＰへの掲載

・環境月間PRポスターの掲示（食堂掲示板等5ケ所）

・環境月間の看板設置（正門・通用門等5ケ所）・・写真1

【知識の普及】
・境施設の見学
排水発生設備の所有部署を対象に社内処理場の見学
(7/4 24名が参加）・・写真2、3

【実践活動】
・空調機の温度28℃設定
・クールビズの実施

・グリーン活動
グリーンカーテン作り・・写真4
（７チームが参加し、活動中）

・ライトダウン活動
広告塔の消灯 6/21.7/7・・写真5

・浜名湖クリーン作戦への参加（6/2 30名が参加）

・“明日への森”維持活動（6/22 47名が参加）・・写真6

・環境責任者による水質特定施設の点検-60台

15.＿㈱デンソー湖西製作所



【意識の啓発】

・環境月間ポスターの掲示

【知識の普及】

・生産現場への省エネに関するレクチャー実施

事業所管理部門から、生産現場に向けて、省エネに関する取り組み事例、
省エネ法に関する知識などをレクチャー。

【実践活動】

・環境ボランティア＆周遊ウォークラリーin佐鳴湖

6月1日（土）有志による佐鳴湖周遊路の清掃
社員、その家族、合わせて75名参加。
自社主催

16.＿トクラス㈱



【実践活動】
・公害防止特定施設の総点検
大気・水質・騒音振動関連特定施設の点検。

・フロン排出抑制法の点検
定期点検の手配と300台余の簡易点検実施。

・環境美化活動
事業所周辺のゴミの回収、排水溝の清掃等（38名の参加）。
事業所内の雨水構清掃と緑地整備（随時）。
海岸防潮堤の当社管理区画除草作業。

・ノーカーデー実施
5月31日 梅雨前に先行実施
（94台, 57%の協力率）。

・ライトダウン実施
6月21～8月31日予定。

【意識の啓発】
・環境月間の趣旨のお知らせ

・環境月間ポスターの掲示
（タイムカード室と食堂）

・ふじのくにCOOLチャレンジ、クルポ利用の勧奨（各職場にチラシ配付）。

17.＿大日精化工業㈱東海製造事業所



大勢で緑化行事参加

県道斜面除草前

県道斜面除草後照明変更前（放電灯） 照明変更後（LED）

緑化行事で集めた草・落ち葉等

【意識の啓発】

・社内メールや環境委員会での環境月間及び行事の案内
・ISO14001において、EMS関連の教育を実施
・アイドリングストップの看板設置

【実施活動】

・緑化委員会主催の緑化行事実施（敷地周辺の清掃、除草）

・ライトダウンキャンペーン参加

・環境関連設備の点検実施

・建屋内蛍光灯を順次ＬＥＤ化

・厚生施設の放電灯をＬＥＤ化

18.＿興和㈱富士工場



・環境展示会（6～8月 各工場輪番） ・環境遵法点検

従業員の環境意識向上に向けた講演会を開催。 従業員が「もったいない」を意識して活動 法律に基づいた届出、
外部講師を招き、役員や管理職など220名参加。 する事の周知と気づき、考え、改善に繋げる。 点検など現地点検。

を盛込み。「もったいない」の意識向上を
ねらう。図は提案書抜粋

創意工夫提案書の
帳票改訂 「もったいない」
の提案区分に資源・ＣＯ2

表彰制度有り

【意識の啓発】
・環境月間ポスターの配布、掲示 ・社長メッセージの配信 ・もったいない提案 ・もったいない川柳募集

【知識の普及】
・環境講演会（19年3月19日開催）

19-1.＿豊田合成㈱



目的：職場で余っている、あるいは不要になった事務用品等（リサイクル可能品）を 会社創立70周年を記念して制服を変更。
他の職場で有効利用することにより、「もったいない」を低減する。 旧制服を回収しリサイクル名刺にリユースする。

・ライトダウンキャンペーン ・TG環境活動紹介ビデオ

会社マーク ＬＥＤ看板の夜間消灯
事務所18：00～全消灯
※３日間対象

社外向けホームページにて公開

【顕彰】
・もったいない提案
創意工夫提案表彰制度にて表彰有り

・もったいない川柳募集
選考審査により表彰有り

【実践活動】
・社内イントラネットによるＴＧフリマシステム運用 ・旧制服回収によるリサイクル ※70周年限定

19-2.＿豊田合成㈱



環境月間H.P.トップページ

【知識の普及】⑤の様子

【実践活動】①の様子 【実践活動】②の様子

【意識の啓発】
・事業所長より、環境メッセージを発信。
・事業所長の環境メッセージ、環境行事等を周知するために、社内イントラに環境月間H.P.を立上げた。
・三島地区環境保全協議会主催
「環境講演会：美しい海をこどもたちへ～プラスチックによる海洋汚染について～」に参加。

【知識の普及】
・環境勉強会の開催（新入社員を中心に２４名参加。）
①大気・水質の基礎知識を学習した。
②動画を視聴し、地球温暖化と海洋プラスチィック問題について学んだ。
③事業所外にある小電力発電施設「ニコニコ水力発電所」を見学し、その役割
を学んだ。
④近隣の河川を訪れ、環境を守る大切さを学んだ。
⑤産廃処理業者のセキトランスシステム㈱様から、産業廃棄物に関する講義を
受けた。

【実践活動】
①近隣の遊歩道の清掃（１９名参加。）
②近隣の河川清掃（４名参加：狩水協主催）
③水濁法に基づく施設の点検を実施。

【知識の普及】④の様子

20.＿帝人㈱三島事業所



場内排水処理場見学会(座学) 場内排水処理場見学会(現地見学) クールアース・デー ライトダウン

【意識の啓発】
・環境月間ポスターの配布、及び掲示

・会社だより(６月は「環境月間」です)を発行し環境月間行事を従業員に周知

【知識の普及】
・環境ニュース(環境月間教育① CO2及びエネルギー削減)を発行し従業員に周知

・環境ニュース(環境月間教育② 産業廃棄物処理) を発行し従業員に周知

【実践活動】
・場内排水処理場の見学会実施(6/26) 排水処理に関する座学、及び処理場の現地見学を実施

・夏至の日ライトダウンキャンペーン(6/21)、及びクールアース・デーライトダウン(7/7休日のため、7/5に変更)の実施、事務所を中心に消灯

21.＿NTN㈱磐田製作所



【実践活動】
・毎年、年3回会社周辺の清掃活動を実施して
います。
（平成30年度実績6/1・11/1・2/1）左写真

今年度は8/1に第1回の清掃活動を行う予定です。

【顕彰】
・弊社社員内藤茂が功績顕著であるとして愛知県より計量関
係功労者表彰を受賞し一般社団法人愛知県環境測定分析
協会の定時社員総会（5月開催）にて表彰されました。なお、
一般社団法人愛知県環境測定分析協会は地域の環境保全
の推進と経済の健全な発展に寄与することを目的に掲げる環
境計量証明事業者による団体です。

【顕彰】
・環境の保全に寄与し、国民経済の健全な発
展と公共の福祉の増進に貢献することを目的に
掲げる一般社団法人日本環境測定分析協会
の社員総会（5月開催）にて、協会の発展、
技術進歩に著しく貢献したとして優良事業所表
彰を受賞しました。

【意識の啓発】
・6/5 朝日新聞 愛知三河版 朝刊に『環境の日』を紹介する広告を掲載 しました。

【知識の普及】
・豊橋商工会議所主催のビジネスパークに参加し、弊社社員（久和野 功司
が中学2年生を対象に”人間の嗅覚を用いた「におい」の測定について”と言う
テーマで授業を行いました。ビジネスパークには毎年参加して、環境に対する
啓発や法令等を分かりやすく紹介しています。

22.＿㈱イズミテック



写真3-清掃後

・試験室横を流れる農業用水路の清掃を実施
写真1-清掃前・環境月間のポスターを掲示

・お客様にお渡しする年間予定表に環境月間を表記 写真2-清掃中

23.＿㈱エコアップ



【顕彰】
・環境標語、ポスターの表彰および掲示
・環境行事参加上位職場の表彰

【知識の普及】
・環境講演会開催

【実践活動】
・ライトダウン実施
・近隣の公園草取り
・工場周辺の清掃活動
・みどりのカーテン推進
・不法投棄キャンペーン
参加協力

【意識の啓発】
・(環境省)環境月間ポスターの配布、掲示
・環境標語、ポスターの募集
・ライトダウンの呼びかけ
・責任者による環境メッセージ発信
・「COOL CHOICE」ポスター配布、掲示
・工場サイネージや掲示板による環境情報発信

24.＿東芝機械㈱



日没から20時まで点灯

20時以降消灯

【意識の啓発】

・6月1日 全職場で社長メッセージ『環境月間を迎えて』代読

・毎日の朝会当番による環境・省エネをテーマにした所感発表

・各部署で環境・省エネをテーマにした職場懇談会実施

・6月26日 全社員向け環境一般教育、理解度テスト実施（右図）

【知識の普及】

・地元工業高校の工場見学受入（右写真）

・社員一斉教育で熱中症知識と予防対策などを説明

【実践活動】

・6月21日～7月7日
屋上広告用ＬＥＤ照明ライトダウン実施（右写真）

・エコキャップ回収
（排出ゴミ減量、再資源化利益の一部寄付）

・排水グリストラップの油回収

25.＿パナソニック㈱アプライアンス社ランドリー・クリーナー事業部 静岡工場



26.＿荒川化学工業㈱富士工場

【意識の啓発】

・全従業員（場内協力会社も含む）を対象に環境教育を3回実施した

【知識の普及】

・環境教育のなかで、地球温暖化(について解説した

・省エネ勉強会を開催し、省エネ意識の向上を図った

【実施活動】

・環境月間ポスターを場内に掲示した

・各部署でばい煙･脱臭･排水設備等の環境関連設備の点検･整備を実施した

・場外清掃を 6/5,19の2回実施した

・6月木曜日をノーマイカーデーに設定した

・全社でクールビズ(5/1～10/31)を実施中



【写真2】

【写真4】

【写真1】

【写真3】

【実践活動】

・海洋プラスチックごみ防止「6R県民運動」へ参加（6/3）・・・JR焼津駅

・不法投棄防止統一パトロールへ参加（5/30）・・・川根本町

・工場構内に環境月間のぼり旗、ポスターの掲示【写真1、2】

・省エネセルフ活動の実施
（エアコン設定温度管理28℃、未使用PCの電源OFFなど）

・クールビズの実施（5/1～10/31）

・工場内照明（水銀灯）のLED化推進

・島田市との環境保全協定の見直し審議実施（6/21）

・機内待機車両ドライバーを対象に塩飴を配布しながら、エコドライブの呼びかけ（6/10、6/13）【写真3,4】

・現業職場ゴミ分別状況パトロール（6/10）

27.＿新東海製紙㈱



28.＿㈱ニッピ富士工場

新工場棟の前で記念撮影 「来年もよろしくお願いします！」

本年度も、環境保全活動に多くの従業員の参加で行った。

構内清掃活動（雑草取り）

会社周辺の清掃活動

社内掲示板にお知らせを行った。


