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環境への取り組み/社会・地域とともに

環境・社会貢献
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気づき即行、
クリーン励行
環境先進企業をめざして、あらゆる職場で
エコ＆クリーン活動を加速。

環境教育

環境研修で自然の大切さを実感（新入社員グリーンオリエンテーション：2014年6月18〜20日）

新入社員が「CSR活動」
「 環境教育」

小さな努力を大きな希望へ
地域は企業が立脚する基盤です。企業には、事業と社会それぞ

「第 一 次 産 業」をテーマ に、北 海 道で
農作業体験や植樹活動などの研修を
行いました。関連会社(有)厚真ファー
ムで は 畑で 1 人 ず つ 2 5 ｍ のウネを作

れの利益を調和させつつ、地域社会とともに歩む「良き企業市民」

り、大根やカブ、にんじん、大豆を植え

としての役割を果たしていくことが求められます。名古屋港の歴史

ました。社有林“フジップの森”では、よ

とともに歩み、全国へ事業を広げてきた当社にとって、地域社会へ

うてい森林組合、後志総合振興局森林

の貢献はCSRの根幹を為すと言っても過言ではありません。そうし

室、共和町産業課のご協力のもと、ア

た社会貢献を広義にとらえるならば、環境活動もまた一翼を担うも

カ エゾ マ ツ 7 0 本 を 植 樹しました 。ま

のと言えるでしょう。当社では独自の環境方針のもと、CO 2 削減や
省資源・省エネルギーを追求する環境活動を全社をあげて取り組
んでいます。今後も物流事業を通じて、幅広い環境・社会貢献活動

た、環境ディスカッションでは、4班に
分かれて「環境・社会貢献活動の新た
な企画」をテーマに検討し、それぞれ
のプランを発表しました。

に注力してまいります。

フジップの森 岩内郡共和町
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広島土砂災害への復興支援（2014年9月10日）

見学に訪れた児童・生徒たちへ業務や船舶を紹介

教育CSR

（2014年11月4日 上多度小学校、2015年1月21日 御田中学校、22日 今池中学校）

2014年8月20日、広島市は局地的な集中豪雨による土砂災害
に見舞われ 、過去30年間で最大規模とされる人的な被害が発

当社は、小中学校の「総合的な学習の時間（※）」の一環で

物流業務のスライドやビデオを通じて学習しました。岸壁に

生しました。この事態を受け、広島に出張所を構える当社では、

ある社 会 見 学 や 体 験 学 習 を 積 極 的 に 受 け 入 れています。

停泊中の「蓉翔丸」に乗船した御田中学校の生徒たちは、完

グループをあげて被災者と被災地区を支援するため、義援金を

2014年11月には岐阜県養老町立上多度小学校の5年生32

成車の積み付け作業を見て驚きと興奮が隠せません。船の

広島市へ寄贈しました。また、社員から寄せられた救援募金を

人が、九号地分室を訪れました。社会科の授業で「地域のも

デッキから港を眺めていると偶然にも、入港してきた当社船

広島県共同募金会を通じて寄付しました。

のづくり」を学習している児童たちは、自動車の組立工場を

舶とすれ違い、通り過ぎていく船舶の乗組員と手を振って交

見学した後、当社で完成車が、どのように輸送されるかを学

歓し、初めての体験に感激の様子でした。

び、完成車が船舶に次々と積み込まれる様子を岸壁から見

※注：社会見学や体験学習は小学校5年生から実施されている。文部科学省
では「総合的な学習の時間」に関して学習指導要領の規定（小中高）に

学しました。

より、
「各学校は、地域や学校、児童の実態等に応じて、横断的・総合的

また、2015年1月には名古屋市立御田中学校の生徒6人
と、今池中学校から5人の生徒たちが訪れ 、海運を軸とした

迅速な救助活動に対し全国大会で表彰

人命救助

な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教
育活動を行うものとする」
と定めている。

上多度小学校

（全国港湾労働災害防止大会：2014年10月17日 東京都港区メルパルクホール）

2014年8月14日、事故はコンテナ船が着岸する際の綱取り作

本社ではこの救助行動を称え、9月2日、金城オペレーションセ

業中に起こりました。岸壁で休憩していた当社の現業員が大き

ンターにおいて人命救助功労者表彰式を行い、14人の従業員を

な音に気付いて飛び出したところ、他社の綱取り作業員二人が

系井社長が表彰しました。

2014年度 小中学校 社会見学 受け入れ状況
2014年

車にはねられたところでした。一人が海中に転落、一人が車の下

さらに、この迅速な救助活動に対して港湾貨物運送事業労働

敷きになっていたため、すぐに仲間を呼び集めて救急車を手配

災害防止協会は「第51回全国港湾労働災害防止大会（※）」にお

して救助にあたりました。本船メンバーはジャコップ（縄梯子）で

いて、
「 作業現場における異常事態発生に際し適切な措置により

転落者を岸壁まで引き上げ、その他のメンバーらは車の下敷き

人命を救助した」として「善行賞」を授与。現業管理部（船内）の

になった作業員を救助して、救急車が到着するまで励ましながら

加藤現場主任が代表して表彰の栄誉を受けました。

心肺蘇生を続けました。

※労働災害防止の高揚と労働安全衛生対策の効果的な推進を目的に毎年開催さ

7月16日
2014年

11月4日
2015年

1月21日
2015年

1月22日

宮城県石巻市立
大谷地小学校

29 人

岐阜県 養老町立
上多度小学校

32 人

愛知県 名古屋市立
御田中学校

6人

愛知県 名古屋市立
今池中学校

5人

れ、厚生労働省や国土交通省などが後援している。

御田中学校
御
中学校
物 流 業 務と当 社 の 取り組 み につ いて
ビデオやスライドを用いて概要を紹介
■物流について
・物流の定義（もし、物流がなかったら）
・物流の機能

■名古屋港の物流
・名古屋港の概要
・5大港との比較

人命救助功労者表彰式

表彰者
現業管理部（本港）／鍛島 清信（監督）、川上 清次（助監督）、加藤 直樹（現場主任）、
志賀 崇（現場主任）、多和田 真志、川元 良一、江頭 修、青井 孝夫、宮田昭徳、
土井 伸洋、伊藤 健太、榊原 風人

■当社事業の紹介
・主な取扱品目（【ビデオ】ロケット輸送）
・国内海外のネットワーク

コンテナ営業部／杉田 昌史、川崎 貴文

■内航物流の機能
・業務の流れと特徴

■安全・安心な物流
・安全の意義
・安全活動事例（ゼロ災キャンペーン）

■船舶の見学

■質疑応答
第51回全国港湾労働災害防止大会表彰式
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環境美化

足船清掃活動で港を
きれいに
（2014年9月17日、10月28日）

「足船」は交通船、テンダーボートとも呼ばれる
多用途船で、陸地と船あるいは船同士の間で人員
や物資を輸送する役目を担っています。当社では
毎年この足船による港の清掃活動を実施しています。

環境美化

ゴミのない地域社会を願い

（2014年6月12日 九号地分室周辺、27日 本社周辺、2015年3月27日 飛島地区）

当日は「港や川をきれいに」
と書かれたノボリを

ISO14001環境活動の一環として事業所周辺の清掃活

はためかせた足船でガーデン埠頭を出航し、九号

動を毎年実施しています。参加者からの意見により、年々

地岸壁から堀川河口付近の清掃を行いました。

清掃範囲を広げたり清掃ルートを変えるなど工夫を凝ら
し、活発な活動を行っています。

環境美化

素足で歩ける安全な海岸を （2014年7月24日、8月7日）

3月には、コンテナターミナルや倉庫が立ち並ぶ港湾

恒例の「ビーチクリーン」活動を2014年7月と8月に行いました。清掃場所は、当

エリアの飛島地区での活動を初めて実施しました。飛島

社の保養所「野間尞」から徒歩5分の愛知県美浜町の若松海水浴場です。参加者は

地区では、弁当容器やペットボトル、時には靴やヘルメ

早朝の海水浴場に集まり、海岸に捨てられたペットボトルや、空き缶などのゴミを

ットなどの思いもよらないゴミが捨てられていて、参加者

拾います。砂に埋もれたゴミを熊手でかき出し、ふるいにかけ砂を落としてから集

から驚きの声もあがるほどでした。今後も地域社会の一

めるのですが、中腰の姿勢での作業はとても重労働です。それでも、ゴミを拾って

員として、地域に密着した活動を推進していきます。

きれいになった海岸を見ると、清掃を行った甲斐があったと感じます。海水浴場の
安全と海岸の環境を守るため、これからもビーチクリーン活動を行っていきます。
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