静岡市環境保全推進協力会ニュース

平成 21 年 9 月 30 日 発行
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平成21年度 通 常 総 会 開 催
時：5月29日（金） 於：ホテルサンルート清水2階
「宝永の間」
平成 21 年度の通常総会が開催され、小石原会長の挨拶に続いて来賓の静岡市環境局長の関清司氏から
ご祝辞を賜り、静岡市環境創造部長の瀬本豊久氏、清水商工会議所理事・事務局長の赤堀武氏、東海大
学名誉教授の岡部史郎氏を紹介させて頂きました。
そして、平成 21 年度環境保全功労者表彰式の後、4 つの議事について報告・審議が行なわれ承認され
ました。
報告第 1 号議案
報告第 2 号議案
審議第 1 号議案
審議第 2 号議案

平成 20 年度事業報告
平成 20 年度収入・支出決算
平成 21 年度事業計画（案）
平成 21 年度収入・支出予算（案）

講演会終了後、意見交換会が隣の「富士の間」で行われ、
講師の糸櫻先生を始め、会員同士が歓談しながら親交を
深めることができました。

平成21年度 環境保全功労者の表彰
【個人表彰】

丸徳商事㈲ 事業部長

松崎徹志様

この度は、環境保全功労者表彰を頂き、誠にありがとうございます。
弊社では、複数の廃棄物処理施設を運営しておりますが、ここ数年お客様の廃棄物に関し
ての意識が高まり、非常に多くの方が事業所視察に見えられます。お客様の要望に応えるべ
く 3 年前に ISO14001 の認証を取得し、法順守の基、施設の維持管理を行なっておりますが、
今後もさらに地域貢献出来るよう継続的な改善を続けていきたいと考えております。

立華工業㈱ 清水支店 環境技術部部長兼支店長

廣瀬政志様

この度は、環境保全功労者の表彰を頂きまして誠にありがとうございました。厚く御礼申
しあげます。
入社以来 36 年間排水処理設備の設計・施工業務に従事し、各事業所様から頂く環境保全
対策の引き合いに処理技術を提供して参りました。微力ながらも環境保全に貢献出来たとす
れば幸いです。表彰状は、この仕事に従事してきた証明書と捉え大切にさせて頂きます。尚、
記念品のマイ箸は早速愛用させて頂いています。

平成21年度
環境保全功労者の表彰
後列左から
会 長 小石原宏様、
副会長 佐塚一仁様、
前列左から
松崎徹志様、廣瀬政志様、
小山一栄様
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三菱電機㈱ 静岡製作所 製造管理部専任

小山一栄様

皆様こんにちは、三菱電機㈱静岡製作所製造管理部の小山と申します。この度静岡市環境
保全推進協力会より功労賞を頂きまして感謝している次第です。
この受賞に際し一言、述べさせて頂きます。私が当協力会に携わったのは、新静岡市が誕
生する前で、協力会の合併を含めおよそ 7 年間運営委員を務めました。その中で思い出に残っ
ていることは真崎海岸の清掃に多く方々の参加があり環境意識の向上が見られ感心いたしま
した。また優良事業所の見学では自分の業務と直結することを目の当りにすることもあり今
も感謝しています。
今後も益々環境保全の重要性が高まり、これに対する活動が必須であります。当協力会の
益々の発展を祈念して受賞の言葉と致します。
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［演題］環境保全の雑学
［講師］環境カウンセラー

糸櫻信一氏

（尊
地球環境問題が取り上げられる機会が増える中、 食べきる・水をきる）を心掛け、更に RESPECT
「環境保全の雑学」と題して地球の危機の具体的

敬の念）を加え、ゴミ排出を根本から考え、地球

知見と温暖化防止のためのホンネの対応について

資源に対する尊敬の気持ちをしっかりと持つ必要

大変判りやすく、興味の湧く内容で環境カウンセラー

性を再認識しました。

であられる糸櫻信一氏にご講演を頂きました。
従来から世界規模で行われていた環境運動のスロー

「世界がもし 100cm の球だったら」生物が生き
る空気の層はわずかに 1mm、飲める水はスプー

ガンは「環境 4R 運動」
【Refuse（抑制）
・Reduce（ゴ

ン 1 杯しかない、
「世界がもし 100 人の村だったら」

ミ減量・削減）
・Reuse（再使用）
・Recycle（再利用）
】

食べ物と家がある人は 75 人、「1 秒の世界」では、

が主流でしたが、現在は、ケニア環境副大臣のワ

現在地球上で起こっている変化を「1 秒」という

ンガリ・マータイ氏が提唱した、

時間で切り取る事により「地球の今」をリアルに

「環境 4R 運動」に Respect（ 尊敬の念）を含み、
一言で表現した「もったいない＝ MOTTAINAI」
を世界共通語とする活動がされている。
ワンガリ・マータイ氏が日本で見つけた「もっ

認識でき、違った視点から環境を考える機会とな
りました。
地球環境を思いやれる 良き地球人・良き市民・
良き社員・良き社会人とは？

を共に考え、 安

たいない＝ MOTTAINAI」という言葉は、従来

全と信頼はデータで示し、安心と信用は歴史が作る

何気なく使用していた我々日本人にとって、言葉

をモットーに環境保全活動の実践、地球に住んで

の意味合いの再（RE-）認識をもたらしたと考え

いる、我々一人一人が、地球資源に対する尊敬の

られる。

気持ちを持って日常生活を過ごし行動する事の大

そもそも「勿体ない」とは仏教用語の「物体」
を否定する後で、物の本来あるべき姿がなくなる
のを惜しみ、嘆く気持ちを表しているものである。

切さを再認識させられた大変示唆に富んだ講演で
した。
㈱清水銀行

田村治巳

古来日本人が持つ「侘び寂び」といった
独特な感情に帰する言葉であり、自然・
環境に敏感であった国民性の現れである
と考える。
また、「勿体ない」の反対語は「関係
ない」であり、20 世紀中期の環境問題
に希薄であった時代に当てはまる言葉で
あると推測する。
昨今の「MOTTAINAI」という世界
規格の言葉を生んだ日本人として、「環
境 4R 運動」を展開し、3k（ 使いきる・
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三保真崎海岸で
清掃奉仕活動
鈴与㈱

渡辺久訓

会員会社に根付いた恒例の清掃奉仕活動
6 月 6 日（土曜日）、静岡市環境保全推進協力会主催による恒例の「三保真崎海岸清掃活動」を行いました。この
活動は、毎年 6 月が環境月間であることや、6 月 5 日が環境の日であることにちなみ、日頃市民の憩いの場である
三保真崎海岸のごみを拾って、海岸をきれいにしよう、また環境問題に関心を持ってもらおうという主旨で実施し
ているものです。
清掃活動当日は、集合前に小雨が降り決行が危ぶまれましたが、活動開始の時間には雨も止み、天気が好転して
きたこともあって、多くの参加者（1,000 名）がごみ拾いに参加頂けました。
三保海岸は、多くの団体、企業が清掃活動を行う場所でもあり、きれいな状態を保っている場所とはいえ、多く
の参加者が 1 時間清掃活動をするだけで、かなりのごみを集めることができました。（可燃ごみ 770 ㎏、不燃ごみ
180 ㎏、消火器 1 台、大木 3 本）
ごみは捨てなければ増えることはない、と思うのですが誰かが捨てていれば安心して次の人が捨てていく。そん
な負の連鎖がごみを増やし、環境悪化につながっていく。一人一人が環境やごみに関心を持って行動すれば、ごみ
は増えずきれいな環境が保持される。簡単なようで難しいものですね。思っていることを行動に移すことが大事だ
と改めて気付かせられました。
今年は本来の清掃活動という原点に戻るため、ビンゴ大会やお弁当の配布については中止したため、家族での参
加が少なくなるのではないかと思っていましたが、そんな心配は全く不要、お子様を連れたご家族の参加も多く見
受けられ、会員会社の中でこの行事が恒例になっている
のだと、安心いたしました。
これを機会に、家族を含めて環境への関心を持つ方が
一人でも増えていただければうれしく思います。
マイバック、エコカー減税、など昨年以上に環境とい
う問題に直面する機会が増えてきております。環境に対
する意識を高めるという意味で今回の清掃活動をきっか
けに、家族での話題に載せていただき、考える機会とな
れば幸いです。
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静岡ガス㈱による冷熱実験（清水エル・エヌ・ジー㈱にて）

環境学習

会員親子見学研修会
①清水エル・エヌ・ジー㈱

②日立アプライアンス㈱ 清水事業所

平成 21 年 8 月 20 日（木曜日）

今年度から新たな事業として、会員親子見学研修会が 8 月 20 日（木）に開催され、10 組 21 名の参加で
行われました。
（随行 2 名を入れて 23 名）
当日は午前中に清水エル・エヌ・ジー㈱で液体窒素を使用した冷熱実験と、燃料電池模型での発電実
験を、静岡ガス㈱の方が子供たちにわかりやすく、そして実際体験をして頂きながら実施して頂きました。
その後、清水エル・エヌ・ジー㈱の基地内の見学をバスに乗りながら行いました。
午後は、日立アプライアンス㈱清水事業所の広い敷地内を見て回り、実際作業している現場を生で見
学させて頂きました。
今回参加した 11 名の子供たちに、下記の通りアンケートを取らせて頂きました。

今回の見学研修会に参加した理由は
何ですか？ （複数回答）
①興味があった 3名
②両親にすすめられた 7
③自由研究のため 1
④その他 0

今回の見学研修会は
いかがでしたか？ （無回答 2 名）

次回参加するとしたら
どんな会社に行ってみたいですか？
・食品工場（3 名） ・セメント工場 ・缶詰工場 ・㈱シャン
ソン化粧品 ・魚を加工する工場 ・日本軽金属㈱ ・バン
ダイ ・コカ ･ コーラ ・春華堂（うなぎパイ工場） ・今
日みたいな科学的な会社 ・プラモデル工場

みなさんの感想
●清水エル・エヌ・ジー㈱での感想

①とてもよかった 7名
②よかった 2
③期待はずれだった 0
④どちらともいえない 0

来年もこのような見学研修会に
参加したいですか？ （無回答 1 名）
①ぜひ参加したい 5名
②内容によっては参加したい 4
③参加したくない 0
④わからない 1

・楽しかった。・ボールを落としたのが面白かった。・実験が面白かっ
た（3 名）。・実験が楽しかった（2 名）。・− 196℃の液体につけて
さわったパセリはすごくパリパリで気持よかった。バナナもかたくなっ
た。・− 196℃の液体につけたボールがわれたのがびっくりした。・
食塩水の実験もすごく面白かった。・緑がへっていることも分かり
よかった。・最初は興味がなかったけれど説明を聞いてわかるよう
になってきた。・あまりエネルギーの無駄使いをしないようにした
い。・液体窒素の実験が面白かった（特にボール）。・実験などなぜ
だろうと思う実験が一杯あって面白かった。・天然ガスが日本や環
境に優しいってことを初めて知った。・パセリの実験が楽しかった。

●日立アプライアンス㈱ 清水事業所での感想
・色々な工場があった。・歩くのが疲れた。・エコキュートとか色
んな電化製品があっておもしろかった。・色々な電化製品の製造が
見れて勉強になった。・とっても大きい工場だった。・第 13 工場も
あったのがびっくりした。・工場の中も見れたのがよかった。・す
ごかった。・色々作っている所は見たことなかったけれど見れてよかっ
た。・色々な物やそのパーツが一杯あって楽しかった。・エコキュー
トの組み立てを全て 1 人でやっていてすごいなぁと思った。びっく
りした（3 名）。・自動運搬機が面白かった。・よくあんなに手早く
仕事が出来るか不思議に思った。・年商がすごかった。・工場に色
んな機械があってすごかった。・工場の大きさにびっくりした。

●その他の感想
・またこういう企画に来たい。・食事がおいしかった。

●保護者の方の感想
日立アプライアンス㈱ 清水事業所
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・親子で時間を過ごす良い機会になった。
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クールビズの励行について（6月1日〜9月30日）
静岡市から依頼

清掃奉仕活動（6月6日）
【56社・1，
000名参加】
環境基本法第10条の主旨に基づき地域環境美化活動
に参加する。
三保真崎海岸の清掃奉仕活動

事務局からのお知らせ
平成21年度事業報告・事業計画

親子食育・自然観察教室

平成21年度の事業報告とこれからの事業計画
をお知らせします。

静岡ガス㈱ 静岡支社主催への参加
第1回目 7月29日
（水）
第2回目 8月12日
（水）
第3回目 8月14日
（金）

エコアクション21
【6名出席】
取得支援セミナー説明会（5月14日）

環境学習・会員親子見学研修会（8月20日）
【10組23名参加】

静岡市主催への参加

①清水エル・エヌ・ジー㈱
②日立アプライアンス㈱ 清水事業所

理事会（5月29日）
【15名出席】
①平成21年度環境保全功労者表彰
②平成20年度事業報告
③平成20年度収入・支出決算
④平成21年度事業計画（案）
⑤平成21年度収入・支出予算（案）

興津川クリーン作戦（9月5日）
【617名参加】
興津川保全市民会議・静岡市共催への参加

県内優良施設見学研修会（11月）
事例発表会（1月）

通常総会（5月29日）
【76名出席】

会員による環境問題の取り組み事例発表会

①平成21年度環境保全功労者表彰
②平成20年度事業報告
③平成20年度収入・支出決算
④平成21年度事業計画（案）
⑤平成21年度収入・支出予算（案）
⑥講演会『環境保全の雑学』
環境カウンセラー 糸櫻信一氏
⑦意見交換会（46名出席）

環境セミナー（2月）
植樹（2月）
会報発行（9月・3月）
会報「かんきょう」Vol．
10号・11号を発行

啓発活動（随時）

環境月間（6月1日〜6月30日）
①公害防止施設の点検整備の実施
②事業所内外の清掃美化の実施
③「環境の日及び環境月間行事実施要領」を参照の上、
積極的な行事への参加。

お

企業・事業者のための
土壌汚染対策セミナー
― 法改正への対応に向けて ―
（経済産業省

関東経済産業局主催）

●日

時

平成21年11月18日（水）

●会

場

静岡市産学交流センター 6階

● 参加費

無

●定

150名

員

料

（申込先着順・定員になり次第締め切り）

● 申込先

知

①クールビズ・ウォームビズ励行への協力
②会員増加の啓発活動

ら

● 開催時間・プログラム
13：30 開会挨拶・趣旨説明
経済産業省 関東経済産業局
13：35 基調講演「企業における土壌汚染とリスク対策（仮題）」
三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部
専門部長 森島義博氏
14：30

演題「自治体における土壌汚染の取り組み」
静岡市 環境局 環境創造部 環境保全課
水質担当主査 和田裕久氏

15：00

休憩

15：15

演題「土壌汚染の調査と対策」
財団法人日本ガス機器検査協会 環境調査部
グループマネージャー 成沢 昇氏

16：00

演題「ISO14015と環境サイトアセスメント」
社団法人産業環境管理協会
環境人材育成センター所長 大岡健三氏

16：45

質疑・アンケート 閉会

土壌汚染対策調査事務局
社団法人 産業環境管理協会
環境人材育成センター
人材リカレント室
TEL：03-5209-7703
FAX：03-5209-7717

せ

【平成21年9月30日現在会員数】 179事業所
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随時会員を募集しております。 ［発 行］ 静岡市環境保全推進協力会
［事務局］〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎 環境局 環境創造部 環境保全課内
詳細 は事務局までお問い
TEL054-221-9373 FAX054-221-1186
合わせください。
ホームページURL http://www.shizuoka-kankyosuishin.jp/

