地域・社会

各事業所での取り組み
事業所近隣の住民の皆様との対話に努めるとともに、地域の活性化や子どもたちの育成、
スポーツの振興を目的とするイベントに協賛しています。

清掃・美化活動

産業廃棄物の処理業を営むには、
事業所の近隣住民の皆様の

被災地の復興支援

理解が欠かせません。
積極的な対話や交流に努めるとともに、
関東事業所では3カ月に一度、
工場近隣のゴミ拾いを行って

地域の活性化につながる社会貢献に取り組んでいます。

九州事業所では2016年に発生した熊本地震の際に救援

います。
2016年6月に行った際は、
各部署から1名ずつ参加し、

物資を提供しました。
また、廃棄物処理業者として震災による

地域の美化に努めました。

廃棄物を受け入れ、被災地復興に寄与しました。

名古屋事業所では毎月工場周辺の清掃を行っています。
夏は雑草を中心に、冬は苔や散乱ごみを取り除き、清潔感の
ある工場を保っています。

地域社会との良好な関係づくり

献血への協力
関東事業所では2015年度より献血に協力しています。
これは栃木県赤十字血液セン

地域社会の一員として、適正な事業活動を展開して、地域の環境汚染や事故を防止するとともに
社会全体から信頼いただける企業をめざした取り組みを推進しています。

ターからの依頼がきっかけで
始めた取り組みで、現在でも

工場見学会の実施

年 2 回 献 血 バ スに来 所して

環境保護推進地域への支援
2016年より
「全国オイルリサイクル協同組合 森とアース

当社では、廃棄物排出業者であるお客様を中心に随時
工場見学会を開催しており、
2016年度は1,196社1,973名が

へのＥＣＯ−プロジェクト推進チーム」
に参加しています。
この取組みは環境開発工業株式会社と公益財団法人北海道

来場されました。来場者アンケートでは約9割の方から社員

いただき従業員が任意で協力
工場周辺の清掃（関東事業所）

構外清掃（名古屋事業所）

しています。

献血の様子

スポーツ振興
安全な地域づくり

環境財団が「地球温暖化問題での社会貢献と自社の顧客を

2016年10月に開催された
「第9回ナゴヤアドベンチャーマラ

また、名古屋事業所、北陸事業所では毎年、地域住民の

つなげるアクション」
として立ち上げた全国で初めての取り

ソン」
に協賛しました。
本大会は名古屋でフルマラソンを楽しく

方々向けの工場見学会を実施しています。事業内容や公害

組みです。
本団体を通して植林などの森林保全に取り組む全国

走る大会として2008年にス

に向けた呼びかけを行いました。
道路交通法の一部改正により

防止策を説明し、意見交換を行うことで不安を解消していた

の「環境モデル都市」を支援することにより、地球温暖化の

タートされたもので、当社は

自転車の運転マナーが重要視

だき、
事業所運営へのご理解をいただいています。

抑制に貢献しています。

2011年から協賛しています。

されている中での取り組みで、

の態度や工場の安全性について高評価をいただきました。

関西事業所では南二見企業協議会主催の自転車マナー向上

他にも、
関西事業所では、
他社の油流出事故における当社の

また、当社と取引させてい

九州事業所では北九州マ

当社から従業員数名が参加し

迅速な対応を機に関心を持っていただいた西宮市防火保安

ただいている廃油排出企業

ラソン、車椅子バスケットボー

事故防止の声掛けとともに

協会から工場見学の依頼をお受けしました。
九州事業所では、

様や再生重油使用企業様が

ル大会に協賛しました。

継続して北九州国際技術協力協会の研修に協力しました。

環境保全活動へ参加してい

関東事業所では、栃木県主催の廃棄物処理施設見学バス

ただくことにもつながります。

ツアーに協力し、小学生2名を含む県民26名の方々に参加
いただきました。
千葉事業所では千葉県産業廃棄物リサイクル
技術普及促進研修会に協力し、再生重油工場やエマルジョン

安心で安全な事業所運営に努めます。
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栃木県主催の廃棄物処理施設見学
バスツアー
（関東事業所）

自転車マナー向上に向けた呼びかけ

森とアースへのECO−プロジェクト
推進チームに参加

VOICE

従業員から

工場見学会を通して、廃棄物の適正処理を広めていきます。
当社は以下の事業所で、地方公共団体や自治会、漁業協同

千葉県と千葉県環境保全協議会が主催の
「千葉県

組合などと環境保全協定あるいは公害防止協定を締結して

産業廃棄物リサイクル技術普及促進研修会」
に協力

います。2016年度も違反事項はありませんでした。

し、工場見学会を実施しました。約50名の参加者は

●

名古屋事業所：名古屋市港区船見町※1

●

北陸事業所：白山市、
白山市相川新町、村井新町※1

●

関西事業所：明石市、
明石市二見町※1※2、
加古郡播磨町※2

千葉事業所
生産技術課技師

●

関東事業所：佐野市、
佐野市黒袴町、西浦町※1

森 浩文

●

千葉事業所：袖ケ浦市

※1 域内の自治会と締結。 ※2 関連漁業協同組合と締結。
住民工場見学会（名古屋事業所）

ポケットティッシュを配布しま
した。

地域での環境保全協定の締結

燃料化施設の見学ツアーを実施しました。
今後も工場見学にお越しいただく皆様の期待に沿えるよう、

「ナゴヤアドベンチャーマラソン」
に協賛

主に県内の石油化学事業者・廃棄物処理業者の
方々で、当事業所の再生重油工場やエマルジョン
燃料施設を見学いただき、
石炭の代替となる再生燃料
の生産について紹介しました。今後もこのような
見学会に協力して、多くの方にリサイクルについて
興味を持っていただき、廃棄物の適正処理に貢献
できればと思います。

工場見学ツアー（千葉事業所）
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