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

対 象 備 考

（株）大阪ソーダ尼崎工場 ポスターの掲示 事業所内２か所で掲示 6月１日～30日 尼崎工場勤務者

クールビズ ノーネクタイ、ノージャケット、冷房について
は28℃設定を推奨

5月1日～10月31日 尼崎工場勤務者

川崎重工業㈱
明石工場

従業員への趣旨徹底の日 ・｢環境月間｣社長メッセージを電子メールで
配信

6月1日 従業員

・明石工場・西神工場・加古川工場にて｢環
境ニュース｣を配信し、環境月間期間中の
取り組み強化を指示

6月1日 従業員

環境パトロール 環境保全統括者による工場内パトロールの
実施

6月１日～30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～30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～30日 従業員

産業廃棄物置場点検の日 産業廃棄物置場の総点検実施 6月１日～30日 従業員

清掃の日 工場内の清掃及び敷地境界外の除草、側
溝の清掃実施

6月１日～30日 従業員

緑地･花壇整備の日 工場内緑地の剪定、花壇の整備実施 6月１日～30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ﾞ活動の実施 6月１日～30日 従業員

関西電力(株)　火力事業本
部

環境月間についてのメッ
セージの配信

経営企画室長から全従業員に向けて、環
境月間に関する一斉メールを配信し、環境
意識向上を図った。

6月1日 当社従業員およ
びグループ会社

環境月間における各事業
所での取組みを社内広報
サイトに掲載

環境月間における各所での清掃活動等の
取組みを社内広報サイトで紹介し、従業員
の環境意識向上を図った。

7月5日 当社従業員およ
びグループ会社

事業所周辺の清掃活動等
の実施

各事業所で周辺の清掃や草刈り作業等を
実施。

６月１日～３０日 当社従業員およ
びグループ会社

環境出前教室の実施 地元小学校やこども園等で花苗の寄せ植
え等を通じた環境出前教室を実施。

６月１日～３０日 当社従業員およ
びグループ会社

関西熱化学株式会社 瀬戸内海環境保全推進ポ
スター掲示

事業所内（2カ所）に掲示 ６月１日～３０日 事業所職員

（株）KANSOテクノス 瀬戸内海環境保全推進ポ
スター掲示

事務所内（４カ所）に掲示 ６～８月（予定） ８F環境部事務
所

環境に関する研修会 「職場内で出来る環境負荷低減への取り組
み」について

6月29日 環境部職員

環境整備 机の上、ロッカー 通年（毎週金曜日） 環境部職員

（株）神戸製鋼所　高砂製作
所

環境月間の意義の周知、
普及啓発

全社要請、製作所実施要領等について職
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 環境関連施設、油保管施設のパトロールを
実施した

6月22日 環境防災室

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１日～30日 環境防災室

看板、電光掲示板による
周知

「環境月間」である旨掲示し周知した 6月１日～30日 環境防災室

工場・事務所周辺の清掃
と美化活動

工場・事務所周辺の不要物の整理整頓及
び緑地・空地の環境を整備し、側溝､排水
路等の清掃を実施した

6月１日～30日 全室
協力会社

ごみステーションの整理と
分別の実施

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

エコオフィス活動 室内温度28℃を目安として空調設定温度
の調節、及び清潔感のある軽装を推奨した

年間通じて 全室
協力会社

「令和４年度瀬戸内海環境保全月間」行事実施状況（賛助会員）

あ行

か行
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（株）神戸製鋼所　加古川製
鉄所

環境防災研修会 環境保全に関し、企業が果たすべき役割や
コンプライアンス・見識を深めるための教
育

6月23, 28, 30日 従業員 約２２０名受講

環境パトロール 所幹部がパトロールを行い、環境に関する
課題を抽出し、改善活動を推進する。

6月1日 各工場 ―

地域ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ 製鉄所周辺を製鉄所員により一斉清掃す
る。

6月9日 従業員 ―

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ･ｽﾄｯﾌﾟ運動 通用門にアイドリング・ストップの看板を掲
示し、啓発を図る。

6月1日～30日 従業員 ―

環境月間ポスター掲示 関連ポスターを掲示し、啓発を図る。 6月1日～30日 各工場 ―

さ行

四国電力㈱ 環境メッセージ配信 当社環境戦略委員長（担当役員）より、環
境メッセージを電子メールで配信し、従業
員の環境に対する意識高揚を図った

5月31日 当社従業員

各種ポスターの掲示 環境保全推進ポスターを事業所内に掲示 6月1日～6月30日 事業所内従業員

環境月間バッジの着用 環境月間バッジを従業員に配布し、環境に
対する意識高揚を図った

6月1日～6月30日 当社従業員

地域と一体となった清
掃活動

地域住民や自治体等と公共施設や河
川・海岸等の清掃を実施

通年 事業所内従業員 年間活動

環境教育 気候変動対策や化学物質排出把握管理
促進法などの教育を実施

6月～9月 事業所内従業員

クールビズ・ウォーム
ビズの実施

適正な冷暖房管理とエコスタイル（服
装）を実施

通年 当社従業員

J-POWERｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
株式会社
高砂火力運営事業所

環境月間行事の紹介 弊所で行う環境月間行事を朝礼で発
表。

6月1日 弊社社員及び協
力会社社員

環境啓蒙ポスター等の
掲示

弊所構内の掲示板に、電源開発株式会
社から送付された環境月間ポスターを
掲示

6月1日 弊社社員及び協
力会社社員

敷地周辺清掃活動 近隣企業（関西電力、日本ネットワー
クサポート、コベルコ建機）と合同
で、伊保港灯台～発電所正門前の道路
清掃。

6月21日 弊社社員及び関
西電力・日本
ネットワークサ
ポート・コベル

昼休み節電の呼びかけ 電気スイッチ横省エネ励行カードを貼
り付け、所員の節電意識の向上を図
る

6月中 弊社社員及び協
力会社社員

環境保全設備特別パト
ロール

事務所内の５Sができているかチェッ
ク。

6月13日 弊社社員及び協
力会社社員

寮・社宅におけるごみ
分別・節電の呼びかけ

寮社宅におけるゴミ分別の表示改善、
及びマグネットステッカー配布による
節電の呼びかけ。

6月中 弊社社員のう
ち、寮・社宅に
居住している者

な行

ナガセケムテックス㈱ 瀬戸内海環境保全推進ポ
スター掲示

事業所内（約3ヵ所）に掲示 6月1日～6月30日 事業所職員

瀬戸内海環境保全推進ポ
スター掲載

事業所ポータルに掲載 6月8日 事業所職員

日油株式会社　尼崎工場 環境保全推進ポスターの
掲示

事業所内１箇所に掲示 6月1日～6月30日 事業所内　勤務
者

リサイクル運動 飲料缶の分別回収 6月1日～6月30日 事業所内　勤務
者

年間継続活動

リサイクル運動 古紙回収 6月1日～6月30日 事業所内　勤務
者

年間継続活動

リサイクル運動 段ボール回収 6月1日～6月30日 事業所内　勤務
者

年間継続活動

リサイクル運動 ペットボトルキャップ回収 6月1日～6月30日 事業所内　勤務
者

年間継続活動
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は行

（公財）ひょうご環境創造協会 瀬戸内海環境保全推進ポ
スター掲示

共有スペース(ひょうごエコプラザ)に掲示 ６月１日～30日 事業所職員

「地球と共生・環境の集い
2022～（公財）ひょうご環
境創造協会 設立50周年
記念～」

・講演：「気候危機のリスクと社会の大転換」
東京大学未来ビジョン研究センター 江守
正多 教授
・記念講演：「県環境行政とあゆむ50年と目
指す未来」(公財)ひょうご環境創造協 会 秋

6月1日 一般県民 主催：当協会の
ほか、兵庫県、
兵庫県環境適
合型社会づくり
推進会議

クリーンアップひょうごキャ
ンペーン

事業所周辺の清掃活動 7月14日 資源循環部職員

クリーンアップひょうごキャ
ンペーン

ポスター等啓発資材作成、配布 5月30日～9月30日 県民局、県内市
町、協力団体等

主催：クリーン
アップひょうご
キャンペーン推
進協議会

クリーンアップひょうごキャ
ンペーン

懸垂幕掲示 5月30日～8月1日 県庁１号館 同上

ひょうご環境保全連絡会 瀬戸内海環境保全推進ポ
スター配布

228会員に配布 6月1日 本会会員

一般財団法人兵庫県水産振
興基金

瀬戸内海環境保全推進ポ
スター掲示

事業所内（1カ所）に掲示 ６月１日～３０日 事業所職員

兵庫県まちづくり技術セン
ター

推進ポスターの掲示 事務所内（5カ所）に掲示 6月１日～30日 事務所職員

本州四国連絡高速道路㈱ ポスターの掲示 事業所内に掲示 6月１日～30日 事務所職員

三菱重工業㈱神戸造船所 瀬戸内海環境保全推進ポ
スターの掲示

各通用門にデジタルサイネ ージを設置して
ポスターを掲示

6月１日～30日 構内関係者

雨天時の雨水溝点検 雨天時に雨水溝にて異常が無いか点検を
実施

6月１日～30日 管理所掌部門

緊急時対応訓練 廃水処理施設で、薬品の漏洩が発生したこ
とを想定して対応訓練を実施

6月28日 環境管理事務局

公害特定施設等の点検パ
トロール

特定施設の仕様、場所が届出通りである
か、日常管理に問題が無いかの状況を確
認

6月10日、20日、22
日

公 害 防 止 管
理者、設備所掌
部門、環境管理
事務局

環境法令教育 環境実務担当者を対象とした環境法令セミ
ナーを実施

6月14日 環境実務担当者

山口県瀬戸内海環境保全協
会

テレビスポット 瀬戸内海環境保全月間について啓発（23
回放送）

6月1日～30日 一般県民

太陽光発電インフォメー
ションシステムによる情報
発信

県下２か所のインフォメーションシステムに
瀬戸内海環境保全月間に関する情報を発
信

6月1日～30日 一般県民

懸垂幕の掲示 県有施設及び市有施設で瀬戸内海環境保
全月間に関する懸垂幕を掲示

6月1日～30日 一般県民

標語・川柳の募集 瀬戸内海の環境保全等をテーマとした標
語･川柳の募集（後日、入選者の表彰）

6月1日～30日 一般県民

や行

ま行

- 3 -


