
団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

各種月間ポスターの掲示 社員への啓蒙のため　「瀬戸内海環境保全
月間」　のポスターを工場内の掲示板、会議
室及び集会所に掲示。

6月中 事業場職員

清掃活動 工場外正門前県道側溝及び南側緑地付近
の一斉清掃を実施。

6月11日 事業場職員

アイドリング・ストップ運動 アイドリング・ストップ運動の実施。

運動の啓蒙、実施状況チェックのためパト
ロールを実施。

6月中

6月12日

事業場職員

クールビズ クールビズ　（環境省提案のノーネクタイ・
ノー上着）　を実施。
冷房については原則として28度を目途とす
る。

5月～11月 事業場職員

各種月間ポスターの掲示 事務所内に掲示（３カ所） 6月中 事務所員

環境に関する講演会に出
席

地球温暖化防止講演会　「どうなる？地球
温暖化！今世紀末までに、私たちにできる
こと」　に出席

6月10日 一般

環境美化活動 「ごみゼロの日」　に合わせて事業所周辺の
ゴミ拾い

5月30日 事務所員

貝殻利用と豊かな海づくり
研修会

「第9回貝殻利用と豊かな海づくり研修会」
に出席
研修会内容：
①広島県の貝殻の現状について
②ナマコ資源増殖の取組み～末永く獲るた
めの新たなステップ～
③豊かな海づくりのための新たな施策展開
（仮題）～藻場・干潟ビジョンと瀬戸内海の
方向転換～

6月15日 全漁連会員（漁
連、漁協）、貝殻
利用研究会会員
（関係機関等）

各種月間ポスターの掲示 事業所内に掲示 6月中

従業員への趣旨徹底の日 工場要所に環境月間のポスターを掲示
　「社長メッセージ」　を電子メールで配信
朝礼・構内放送・社内　『環境ニュース』　等
で各従業員に趣旨徹底を図った

6月1日 従業員

公害発生施設及び公害防
止施設点検の日

公害関係特定施設、公害防止施設の総点
検実施

6月1日 従業員

有害薬品使用設備点検の
日

有害薬品庫の総点検実施 6月1日 従業員

産業廃棄物置場点検整備
の日

産業廃棄物置場の総点検実施 操業日毎日 従業員

清掃の日 工場近辺の清掃
工場外南側清掃
工場外東側清掃

操業日毎日
6月23日
6月24日

従業員

緑地・花壇整備の日 工場内緑地のせん定、花壇の整備を実施 操業日毎日 従業員

省エネの推進及びクール
ビズ活動の実施

省エネの推進及びクールビズ活動の実施 操業日毎日 従業員

環境月間の意義の周知、
普及啓発

全社要請、製作所実施要領等を職制を通
じて伝達した。

6月1日 全室
協力会社

環境関連設備の総点検 環境関連施設の機能点検及び維持管理基
準類等の整備と周知徹底を図った。

6月1日～30日 現業室
協力会社

環境パトロールの実施 危険物施設と油水分離槽の管理状況につ
いて、環境パトロールを通じ確認した。

6月21日 環境防災室

SDS の管理 各室で管理している SDS が最新版であるこ
との確認をした。

6月1日～30日 現業室
協力会社

か行

海洋建設㈱

㈱神戸製鋼所
高砂製作所

「平成28年度瀬戸内海環境保全月間」行事実施状況（企業）

あ行

㈱大阪ソーダ
尼崎工場

大塚製薬㈱
徳島本部

川崎重工業㈱
明石工場
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団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

環境家計簿
（エコライフノート）への参
加

環境に関する意識の高揚を図った。 ～6月30日 全室

看板設置、電光掲示によ
る周知

「環境月間」である旨掲示し、周知を行っ
た。

6月1日～30日 環境防災室

工場・事務所周辺及び清
掃と美化活動（クリーンアッ
プキャンペーン）

ごみステーションの整理と
分別の実施

工場・事務所周辺の不要物の整理整頓及
び緑地・空地の環境整備と通勤路の美化を
図った。
側溝、排水路等の清掃を実施した。
各部署ごみステーションを整理し、分別意
識の高揚を図った。

6月1日～30日 全室
協力会社

ISO14001教育 内部監査員新規養成講習を通じて、
ISO14001のさらなる定着を図った。

6月16日 環境防災室

サマーエコスタイル運動 室内温度28℃を目安として空調の設定温
度を調節している。また、清潔感のある軽装
を推奨している。

5月1日～10月31日 各室
協力会社

従業員への啓発活動 ・立て看板の設置　（工場内4ヶ所）
・ポスター掲示　（工場内4ヶ所）
・社内各部へ環境月間行事計画内容等の
文書配付・推進要請

6月中
6月中
6月中

従業員

環境関連設備の自主点検
（1）環境パトロール

（2）関係設備の点検整備

（3）自主測定の実施

・著しい環境側面に関する施設の管理状況
の確認
・法的遵守項目の評価の確認
・著しい環境側面に関する施設に対するレ
ビュー

・集塵設備、粉塵、排水・廃酸処理、油漏れ
等の点検
・排水自動分析器の定期　OH
　
下記項目の測定の実施
・排水関係 　pH、COD 等生活環境項目
　　　　　　　  重金属類等の有害物質
・廃棄物　   重金属等の測定
・騒音関係　特別騒音測定

6月16日

6月16日
６月23日

6月中

6月6日～9日

毎週1回
6月14日
6月6日、8日
毎週1回（朝、夜）

関係部署従業員

関係部署従業員

環境管理部

環境管理部

清掃美化活動の実施 ・工場周辺通勤路の清掃 6月12日 従業員 約60名参加

廃棄物の分別状況点検 ・構内の廃棄物置場の分別状況について
パトロール
・製造現場における自職場での廃棄物の分
別状況のセルフチェック

6月中

6月中

環境管理部部員

関係部署従業員

その他 ・環境連絡会
・環境保全委員会の開催

6月16日
6月21日 環境管理部部員

委員会メンバー

環境月間ポスターの掲示 環境意識高揚のため、事業所内に掲示 6月1日～30日 事業所内従業員

環境月間バッチの着用 環境意識高揚のため、事業所内で着用 6月1日～30日 事業所内従業員

環境クイズ 地球温暖化問題をパネルクイズにして実施 6月12日、19日 お客さま

親子環境学習 学習内容
①　割りばしからハガキづくり
②　手のひらサイズのミニ地球づくり
③　身近なもので電池作り

6月12、19日 お客さま

環境川柳の掲示 従業員を対象に環境保全をテーマにした環
境川柳を募集し、優秀な作品を本店ビル内
に掲示

6月1日～30日 当社従業員

環境家計簿の活用 家庭において環境家計簿を活用 6月1日～30日 当社・関係会社
従業員

清掃活動 本店周辺および男木島の海岸の清掃 6月21、26日 事業所内従業員

環境講演会 テーマ：　「COP21（パリ協定）を踏まえて考
える今後の日本のエネルギー」
講師：　竹内　純子　氏

6月3日 当社・関係会社
従業員

環境月間ポスターの掲示 環境意識高揚のため、事業所内に掲示 6月1日～30日 事業所内従業員

㈱神戸製鋼所
高砂製作所

さ行

山陽特殊製鋼㈱

四国電力㈱
本店

四国電力㈱
阿南火力事業所
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団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

環境月間バッチの着用 環境意識高揚のため、事業所内で着用 6月1日～30日 事業所内従業員

清掃活動 発電所周辺道路、海岸の清掃 6月3日 当社・関係会社
事業所内従業員

研修会 職場研究会などで環境保全活動に関する
研修会・勉強会を実施

6月1日～30日 事業所内従業員

環境家計簿の活用 家庭において環境家計簿を活用 6月1日～30日 当社・関係会社
事業所内従業員

環境月間ポスターの掲示 環境意識高揚のため、事業所内に掲示 6月1日～30日 当社・関係会社
事業所内従業員

環境月間バッチの着用 環境意識高揚のため、事業所内で着用 6月1日～30日 当社・関係会社
事業所内従業員

清掃活動 発電所前の海岸清掃 6月8日 当社・関係会社
事業所内従業員

研修会 職場研究会などで環境保全活動に関する
研修会・勉強会を実施

6月1日～30日 事業所内従業員

環境家計簿の活用 家庭において環境家計簿を活用 6月1日～30日 当社・関係会社
事業所内従業員

環境月間ポスターの掲示 環境意識高揚のため、事業所内に掲示 6月1日～30日 事業所内従業員

環境月間バッチの着用 環境意識高揚のため、事業所内で着用 6月1日～30日 事業所内従業員

研修会 職場研究会などで環境保全活動に関する
研修会・勉強会を実施

6月1日～30日 事業所内従業員

環境家計簿の活用 家庭において環境家計簿を活用 6月1日～30日 当社・関係会社
事業所内従業員

環境月間ポスターの掲示 環境意識高揚のため、事業所内に掲示 6月1日～30日 事業所内従業員

環境月間バッチの着用 環境意識高揚のため、事業所内で着用 6月1日～30日 事業所内従業員

清掃活動 発電所周辺グリーンベルト・市道歩道部の
清掃を実施

6月14日 当社・関係会社
事業所内従業員
近隣企業

研修会 職場研究会などで環境保全活動に関する
研修会・勉強会を実施

6月1日～30日 事業所内従業員

環境家計簿の活用 家庭において環境家計簿を活用 6月1日～30日 所内従業員

環境月間セレモニー 社長メッセージ、所長訓示を行い、環境に
対する意識高揚を図った。

6月1日 当社・関連会社・
構内協力会社従
業員：100名程度

環境講演会 兵庫県の環境月間啓発行事｢地球と共生･
ひょうごの集い2016｣に参加し、講演会等を
聴講した。

6月3日 当社従業員1名
参加

海と渚の環境美化（クリー
ンアップ）活動

発電所近傍の港湾・護岸部の清掃活動を
実施した。

6月15日 当社・関連会社
従業員：52名

花いっぱい運動 発電所近隣の小学校において小学1年生と
ともに花壇に苗を植える活動を実施。

6月13日 高砂市立伊保南
小学1年生全員
43名

地域清掃活動 当発電所付近を流れる松村川沿いの清掃
活動を実施。労働組合の環境統一行動との
タイアップ行事。

6月8日 当社・関連会社
従業員：49名

四国電力㈱
阿南火力事業所

四国電力㈱
伊方発電所

四国電力㈱
西条発電所

四国電力㈱
坂出発電所

た行

電源開発㈱
高砂火力発電所

- 3 -



団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

環境保全設備特別パト
ロール

発電所構内の環境保全設備について、特
別パトロールを実施した。

6月30日 当社・関連会社
従業員：17名

各種月間ポスターの掲示 瀬戸内海環境保全月間ポスター、クリーン
アップひょうごキャンペーン、当社の環境月
間ポスターを掲示

6月中 当社・関連会社・
構内協力会社従
業員

啓蒙活動 環境月間
瀬戸内海環境保全ポスターを食堂及び排
水処理部門に掲示
アイドリングストップ表示
工場入口掲示

6月中

通年

全社員

入構 運輸業者

環境に関する研修会 地域小学校への環境教育協力
（ため池教室／プロジェクトWET）

7月2日 地域小学生
（4年生81名）

環境委員会の開催 全部門環境担当者による委員会の開催
環境活動のレビュー
今後の取組み計画

6月29日 事業者内
環境委員

環境施設パトロール 環境委員による場内環境施設のパトロール
廃棄物集積場
排水処理施設
浄化槽定期清掃点検

7月8日

6月7日

事業所内

構内浄化槽施設

工場周辺美化 市川/恒屋川/矢田部川堤防
ゴミ拾い及び除草

6月6日 事業所従業員

クリーンアップひょうごキャ
ンペーン

環境美化の普及・啓発を図るため、啓発資
材配布、清掃活動を行う

6月8日 事業所職員
地元自治会

「地球と共生・環境の集い
2016」の開催

環境保全功労者、事業者の表彰
講演「地域における環境保全・創造活動の
担い手とは」

6月3日 県民・事業者・行
政関係者

(公財)ひょうご豊かな海づくり
協会

各種月間ポスターの掲示 事業所内1ヵ所に掲示 6月中 職員及び来所者

富士通株式会社
明石工場

瀬戸内海環境保全月間ポ
スターの掲示

工場内（1カ所）に掲示 6月１日～30日 工場入居部門従
業員

啓発活動 ポスター等の掲示 6月1日～30日 従業員

環境パトロール 産業廃棄物置場の管理状況点検 6月10日 担当者

(公財）ひょうご環境創造協会

ブンセン㈱

電源開発㈱
高砂火力発電所

な行

ネスレ日本株式会社
姫路工場

は行
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