
特集 「環境月間」 2020

静岡県環境保全協会
http://saep1972.web.fc2.com/



1 科研製薬㈱静岡事業所 2 帝人㈱三島事業所 3 NTN㈱磐田製作所

4 ㈱イズミテック 5 ㈱デンソー湖西製作所 6 スズキ㈱

7 豊田合成㈱ 8 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

9 興和㈱富士工場 10 中部電力㈱
浜岡原子力発電所

11 荒川化学工業㈱富士工場

12 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

13 浜松ホトニクス㈱
電子管事業部

14 理研軽金属工業㈱

15 矢崎総業㈱Y-CITY 16 ㈱ニチビ静岡工場 17 新東海製紙㈱

18 シミックCMO㈱静岡工場 19 大日精化工業㈱
東海製造事業所

20 日本軽金属㈱清水工場

環境月間の行事・取組について上記の会員の皆様からご報告・お写真をいただきました。

今年はコロナ渦で、開催が中止となってしまった行事も多かったようですが、各々の事業所内においては、継続的に環境保全活動に取り

組まれている様子を伺うことができました。

これら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。



1._科研製薬㈱静岡事業所

【意識の啓発】
・環境DVD上映会（コロナウイルスの影響で中止）

・藤枝市グリーンカーテンコンテスト参加予定

【知識の普及】
・環境講演会（コロナウイルスの影響で中止）

・家庭 環境・エコの日（6/28）

【実践活動】
・クールビズの実施（5/1～10/31）

・廃棄物分科会による構内巡視（6/12）

・化学物質分科会による構内巡視（6/16）

・省エネ分科会による構内巡視（7/6予定）

・大井川河川美化活動（1～2回/毎月）

・ライトダウンキャンペーン参加予定



2._帝人㈱三島事業所

【実践活動】

6月24日：事業所周辺および遊歩道清掃（35名参加）
新型コロナウイルスの影響で、計画していた環境月間中の多くの行事
が、延期、中止となる中、野外で開催する行事（事業所周辺と近隣
の遊歩道清掃）に絞り、実施した。

環境月間メッセージ（一部抜粋）

清掃の様子

【意識の啓発】

6月1日：環境月間メッセージの配信

事業所長より「環境月間メッセージ」が発信された。
イントラに掲載するとともに、事業所内で掲示を実施した。



3._NTN㈱磐田製作所

【意識の啓発】

・環境ポスターの掲示

環境月間を周知させるため、製作所内
16箇所に同ポスターを掲示した。

【知識の普及】

・環境ニュース 環境月間教育（気候変動抑制）の発行

温室効果ガスによる気候変動に関する動向について
まとめ、食堂や各部門の掲示板への貼付等
で従業員に周知した。

・夏至ライトダウン（6/18 20:00～22:00）の実施

6/21休日のため、3日前倒しで実施
主に製作所内の事務所の照明（LED470本、蛍光灯1,140本）の消灯を実施した。

・排水処理施設見学会（7/6）の開催（写真）

雨天のため、現地見学を中止し座学のみ実施した。参加者9名。

・省エネパトロール（6/10～6/25）の実施

7部門を対象に自主パトロールを実施させ、実施後、今後の省エネ活動、省エネ案件を抽出して
戴いた。

【実践活動】



4._㈱イズミテック

【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



5._㈱デンソー湖西製作所

【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所内への展開
・環境月間の看板設置(用門・食堂等5ケ所)
【写真1参照】

・環境月間PRﾎﾟｽﾀｰの掲示(食堂掲示板等7ケ所)
【写真2参照】

【知識の普及】
・環境講演会〔社内動画配信〕

「環境リスク・社会動向について」学び、企業のｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ経営 (持続可能な経営)や自身の環境行動について考える。
・環境ヒヤリ再発防止啓発活動

啓発活動ビラより自身の行動を振り返り、発生防止を図る為、自分事として捉え、行動に移してもらうきっかけ作りを実施。

【実践活動】
・空調機の温度28℃設定
・クールビズの実施
・マイバック持参によるプラスチックごみ削減活動
・省エネポスターコンクール
・環境責任者による水質特定施設の点検-41台
・ライトダウン活動【写真3参照】

広告塔の消灯 6/22〔6/21夏至の日(休日)の翌日〕
7/ 7 〔七夕〕

消灯前 消灯後

【写真①】

【写真②】



垂れ幕の設置

6._スズキ㈱

【意識の啓発】
・環境月間ポスターの掲示

・環境ニュースの発行

【知識の普及】
・環境教育の開催

【実践活動】
・環境美化活動（工場周辺の美化活動）・・・写真④

・緊急事態の訓練の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・写真⑤

・エネルギー使用量、CO2排出量の見える化・・・写真⑥

・ライトダウン活動
・環境パトロールの実施
・エコドライブ、アイドリングストップを啓発

写真⑥

写真④

写真⑤



垂れ幕の設置
垂れ幕の設置

垂れ幕の
設置

7-1._豊田合成㈱

【見る】
・当社環境月間ポスター ・社長メッセージの ・環境ビデオ視聴

の配布、掲示 配信 環境全体の認知度を向上 ・月間行事社内報などイントラ掲載

【考える】
・社内環境展示会（10～11月予定） ・もったいない川柳や提案募集
従業員が「もったいない」を意識して 表彰制度有り
活動する事の周知と気づき、考え、
改善に繋げる。



7-2._豊田合成㈱

【行動する】
・社内イントラネットによるTGフリマシステム運用
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。

今年は対象を関係者だけではなく、全従業員へ拡大

・ライトダウンキャンペーン ・環境順法点検 ・保護、保全活動
会社マークLED看板の夜間消灯 法律に基づいた届出、点検書類 藤前干潟の海岸保全
事務所18：00～全消灯 などを現地点検 ※ コロナ関連により10月へ延期

※6月度 4日間対象



8._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

【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

・6/7浜名湖クリーン作戦実施（浜名湖周辺関連箇所 ３会場）
(新型コロナウイルス感染拡大影響により中止)



9._興和㈱富士工場

【意識の啓発】
・ISO14001においてEMSに関する教育の実施
・ISO14001において環境目標の設定

【実践活動】
・緑化行事（6/28）：事業所周辺の清掃・除草（右写真）

・産業廃棄物削減計画

・環境施設の点検

・クールビズの実施

・広告灯ライトダウン（6/19～21、7/7（予定））

・建屋内蛍光灯を順次ＬＥＤ化

・外灯（放電灯）を順次ＬＥＤ化

緑化行事 除草実施

除草後 集めた草木

大勢の参加で実施



10._中部電力㈱浜岡原子力発電所

【意識の啓発】
・環境問題に対する啓蒙活動の実施

本年の環境月間では、環境保全に関する理解向上を狙いとして、地球環境の大きな課題の
一つである「生物多様性」についての理解を深めるため、啓蒙活動を行っています。
・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ラーニング等環境教育教材の利用

環境教育教材として環境ｅラーニング（①～④）やＰＰＴ資料（⑤⑥）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 生物多様性
⑤ 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

（2018年度教材）
⑥ 中部電力グループ環境基本方針の改定（2019年度教材）

【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）

昼休み時間帯の執務室消灯
時間外等における利用箇所のみの点灯

［エレベータ］間引き運転
・ノー残業デーの設定（６月１７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

⇒例年環境月間における取り組みの一環として実施しておりましたが、新型コロナウィルス感染
防止への対応に伴い、実施時期を現在検討中です。



11._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、ISO14001自覚教育、
EMSマネジメントレビュー・アウトプットの周知を行った

【知識の普及】
・環境教育の中で、2019年度に工場から排出した産業廃棄物の数量、種類を報告し、廃棄物減少に向けた取り組みを紹介した。
また、2019/4から稼働した太陽光発電の効果を報告した。

【実践活動】
・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
・6/8に26名が参加し場外清掃を実施した
・6月の木曜日をノーマイカーデーとした



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

【意識の啓発】
① 社長メッセージ「環境月間を迎えて」を全従業員へ発信

② 全従業員へ環境月間Ｅラーニングを実施（6月15日～30日）
対象者実施率１００％達成

③ 社内講演「よくかわる廃棄物セミナー」をオンライン受講
・面倒でわかりにくい分別を簡単に！
・混入厳禁！ 特に注意が必要な廃棄物

④ EPO中部主催「SDGsチェックリスト活用セミナー」をオンライン視聴

【実践活動】
① 夏季ライトダウン実施（6月20日～7月7日）

② 油水分離槽、浮上油回収機の清掃（6月15日）

③ エコキャップ回収、再資源化利益の一部寄付（6月10日）

日没から20時まで広告塔点灯 20時以降翌朝まで消灯

12.



13._浜松ホトニクス㈱電子管事業部

【意識の啓発】
・省エネ標語
標語の募集を通じて、社員に省エネ／温暖化対策の重要性を改めて認識してもらう事を目的に募集しました。
7月からレジ袋有料化されることもあり、参加者にはエコバッグを配布しました。

・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
6/2（火）15名が参加し、18.5 kgのゴミを回収しました。
新型コロナ対策のため、関係者のみで実施しました。

・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5箇所（豊岡製作所4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。

省エネ標語募集

地域清掃 緊急用具箱の点検 グリーンカーテン



新型コロナウイルスの影響で活動行事が中止、
延期となり社内で実施可能な活動を実施。

【実践活動】
・2020年5月20日 構外清掃活動(下写真)
・2020年6月11日 環境緊急事態訓練 延期 →7月10日

14._理研軽金属工業㈱

【意識の啓発】
・2020年5日 1日「クールビズポスター」掲示
・2020年6月21日「環境月間」ポスター掲示



15._矢崎総業㈱Y-CITY

【意識の啓発】

環境意識高揚の活動

・垂れ幕の設置
・環境標語ポスターの掲示
・環境月間の放送による周知
・環境に関わる改善提案の推奨

【実践活動】

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

【顕彰】

環境標語

・矢崎グループ各事業所より環境標語を募集し、優秀作品を表彰。
優秀作品は環境標語ポスターとして各事業所に1年間掲示。

垂れ幕の設置

環境標語ポスター



16._㈱ニチビ静岡工場

【意識の啓発】
◎しずおか省エネフォーラムに1名参加した。
◎名古屋国際会議場で開催されたエネルギー監理講習会に1名受講した。
◎産業廃棄物処理実務者研修会に1名参加した。
◎第8回排水処理技術セミナーに1名参加した。
◎PCB廃棄物（安定器・汚染物）処理に関する説明会に2名参加した。
◎名古屋市公会堂で開催された省エネルギー講座に1名受講した。
◎省エネ対策の支援制度等説明会に1名参加した。
◎中部電力省エネセミナーに1名参加した。
◎公害防止管理者研修会に1名参加した。
◎5月26日の社内メールで、環境月間・環境の日についてPRと節電への協力を要請し、
後日、具体的な活動内容について、各部門に連絡票を配布した。

【知識の普及】
◎メンテナンス・レジリエンスTOKYO2019展を2名見学した。
◎生産システム見える化展を1名見学した。
◎産廃処分場の視察で㈱太洋サービスと㈱チューサイを4名で訪問した。
◎東芝キヤリア㈱掛川開発センターに空調装置の見学に3名訪問した。
◎4月にインテックス大阪で開催される予定であった2020NEW環境展が新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止対策で中止になったが、出展企業と製品情報について6月
1日に発刊された「週刊 循環経済新聞」の誌上展示会電子版のWeb発信を調査した。

【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）
◎ライトダウンとして、6/22～9/30まで屋外広告看板用照明（夜間）を消灯。
（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。
◎6/15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）
◎6/15に工場敷地内を流れる窪川の清掃実施。（写真添付）
◎藤枝市ノーカーデーに毎年参加。
◎EA21活動を通じてエネルギー消費量・CO₂等排出量の見える化実践。

河川敷清掃風景Ⅰ

2020年河川美化

河川敷清掃風景Ⅱ

工場内窪川清掃風景Ⅰ 工場内窪川清掃風景Ⅱ

ゴミ分別 回収ゴミ



17._新東海製紙㈱

【実施活動】

★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）

★構内計量所及び配車センターにドライバー宛てのメッセージ入り塩飴を設置【写真③】
（6/8～期間中）

★県内の廃棄物処分業者の焼却炉見学実施（6/16）

★島田市との環境保全協定の見直し審議実施（6/23）

★現業職場の廃棄物分別調査（6/24）【写真④】

写真① 写真② 写真④

写真③



18._シミックCMO㈱静岡工場

【意識の啓発】【知識の普及】
■6月1日の全従業員対象に環境意識啓発のための情報周知をメール配信した。（今年は新型コロナウイルス対策のため、工場全体朝礼を中止しており、
メールにて周知）
①6月は環境月間、このうち6月5日は環境基本法で定めた「環境の日」、国連では「世界環境デー」家庭での省エネ、廃棄物について話し合いを！
②パリ協定の採択、発効の目的とポイント
③近年のエネルギー(電気、ガス、重油など)の納入単価及び年間の使用量とコスト
④廃棄物の年間処理量と費用について
⑤省エネ、廃棄物削減のための具体的行動事例を示すとともに従業員に対し継続的に行動に移す様、周知した。
■設備管理課部門では、朝礼を利用して啓発教育を実施した。（ソーシャルディスタンス確保）

CONFIDENTIAL 6

廃棄物量(2019年4月～2020年3月)  

478ton（リサイクル130ton27%）

有価物（売却）

再生可能紙、
廃金属類など

廃棄物処理費が発生するもの

廃棄物について

分別により

リサイクル品や
有価物
を増やそう！

27%

73%

リサイクル率：

昨年21％→27%

【実践活動】
■工場周辺のクリーン作戦実施(6月26日(金)昼休み)
①昼休みも生産ラインが稼動しているため参加が難しい

状況であったが81名の参加者により実施。
②可燃物、不燃物など多くのゴミが収拾された

(25.8kg)

【実践活動】
■各職場等での実践
①不要時間帯での照明消灯
②月2回のノー残業デー実施
③広告塔夜間照明の消灯(通年)
④小さな親切運動参加（年３回）（緊急事態宣言後は未実施）

環境意識啓発教育（設備管理課）

広告塔試験点灯時
（通年消灯実施中）

昼休み等の不要時間帯
消灯 小さな親切運動参加



19._大日精化工業㈱東海製造事業所

【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）
・6R県民運動、のぼり ポスターの再掲示

【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
（4グループ、43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

・ライトダウン実施
6月22～8月31日予定



20._日本軽金属㈱清水工場

1、社内行事として実施

2、他団体主催の行事に参加

場内環境巡視（2020.6.12）
環境巡視 － 場内解体工事現場

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

啓蒙活動として効果あり

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

問題なし

問題なし

1.環境巡視

　①場内解体工事現場

2.環境管理委員会

工場長より

「法令を遵守し会社としての信用を損な

わないような対応を今後もお願いす

る。」

 とのコメントあり。

除草、清掃

環境管理室

従業員

協力業者

工場長、

部､室､課長

環境分析

担当者

計測機器

管理担当者

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　　　　　　　　　2ｹ所

2.水質関係　2ｹ所×4回＝8測定

　　　　　　　　3ｹ所×1回＝3測定

環境巡視※及び

環境管理委員会

(※添付資料参照)

工場内外の

除草等

環境月間の啓蒙

6/1～6/30

6/1～6/30

6/12

6/1～6/30

6/1～6/30

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

排水、排ガス等

の測定

社外行事

への参加

三保真崎海岸清掃

三保海岸下草刈り 今年度は未実施
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環境の日・環境月間とは

６月５日は環境の日です。これは、昭和47年６月５日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を
記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて６月５日を「世界環境デー」と定めており、日本
では「環境基本法」（平成５年）が「環境の日」を定めています。
平成３年度から６月の１ヶ月間を「環境月間」としています。６月中は、関係府省庁や地方公共団体などによ

り全国で様々な行事・事業が行われます。ぜひ行事・事業を通じて、環境のことを考えてみてください。

当協会もこの趣旨に賛同して会員に協力を呼びかけました。


