環境への取り組み・社会地域とともに
Environment Protection & Social Action

Social
Action

当社を育てていただいた社会・地域、
そこに住む

快適な社会と地域づくり

人々に貢献することは、
当社のCSRの根源です。
環境方針を策定して社員の意識を高め、当社に

2016/4/10（日）
・07/10（日）

とって事業を支える大切なフィールドである港や
海で、
地球環境に配慮した活動を行っています。

Environment Protection & Social Action

清掃奉仕活動

境内の清掃で地域に奉仕

Environment
Protection

福井県勝山市の平泉寺白山神社で毎年2回、清掃奉仕活
動を行っています。
平泉寺白山神社は、霊峰白山の信仰の拠点として由緒の

環境保全活動

ある寺社です。境内には一面に苔が広がって美しい景観を作
Environment Protection & Social Action

り上げ、特に、現在は社務所になっている旧玄成院の庭園は
国の名勝に指定されています。

2016年6月7日
（火）
・10月20日
（木）

足船清掃

毎年春と夏に行われる大祭に合わせ、社員が地元の方た
ちと一緒に境内を掃除しています。苔をはがさないように苔

海上のゴミゼロを目指す

の上に積もった落ち葉や枯れ木を慎重に拾い集めました。
掃
除の後には、
拝殿にお参りして心も清めました。

春と秋の2回、名古屋港内の海上と周辺河川の清掃活動を行いまし

苔に気を付けて、
ゴミだけを丁寧に拾います

た。
この活動は、会社の足船に乗り、水面のゴミをタモ網ですくって集め
足船の上から、
タモ網で
ゴミをすくいます

るものです。名古屋港の海と、
それにつながる河川をきれいに保つため
に、
毎年各部署から従業員が参加しています。
約2時間かけて自社岸壁や
名古屋港がもっときれいになるよう、今後も力を合わせて取り組んで

2016/06/27（月）〜29（水）

海藻の養殖で障がい者施設を支援

水産事業で福祉に貢献

事業所の周辺を船で回り、
40ℓのゴミ袋で3袋分のゴミを回収しました。
いきます。

2016/4/28（木）

三重県尾鷲市で養殖・水産加工を行うグルー
足船に乗りこんで、
出発

たくさんのゴミを
回収しました

新入社員グリーンオリエンテーション

プ会社のエフティアクア有限責任事業組合で
は、
同市で障がい者の継続的な就労を支援して
いる㈱やきやまファームと連携し、
同社の閑散
期に新たな雇用を創出するため、
「ヒロメ」
の洗

環境保全の大切さを体感

浄・乾燥・包装など製品化作業を委託しました。

毎年、新入社員研修の一環として北海道でグリーンオリエ

れました。森林の管理を委託している地元森林組合の方か

ンテーションを行っています。植樹体験などを通じて当社の

ら地理的な特徴や樹種について説明を受けた後、森林の薄

環境保全活動を知り、環境の大切さを学ぶことを目的として

いところにグイマツ70本を植樹しました。CO2の吸収源とし

います。当社取締役引率のもと、新入社員ジェネラリスト18

て、
また、資材として立派に育つよう、一本一本丁寧に植えま

人が参加しました。

した。

初日は、農業・畜産業を営むグループ会社の㈲厚真ファー

植樹後、新入社員は、
「当社では他にどんな環境保全活動

ムがある厚真町で町内の清掃活動を行い、班に分かれて路

ができるか」
をテーマにディスカッションしました。終了後に

上に落ちているゴミを拾いました。その後、㈲厚真ファーム

は、
「当社の取り組みを体感できた。研修にご協力いただいた

を訪問し、牛舎を見学しました。
また、同社の社員の指導の

方々へ感謝するとともに、今後も継承していきたい」
と話して

もと、農地でニンジンやダイコンなどの種を植えました。

いました。

2日目は、岩内郡共和町にある社有林「フジップの森」
を訪

ヒロメは千葉県南房総や和歌山県田辺など
一部地域で食べられているワカメに似た海藻
で、
三重県の特産品です。
完成した
「尾鷲ひろめ」
は、
水産と福祉の連携
事業から生まれた商品として、
社内販売を行い
ました。
ヒロメを巻き上げて収穫します

2016年5月11日
（水）

海洋深層水で洗浄します

被災地支援

寄付で大震災発生の熊本県を応援
2016年4月中旬から九州で相次いで発生した地震により、
熊本県では多くの
方々が被災しました。
九州地方に拠点を構える当社グループでは、
被災者の救
援と被災地区の復興事業を支援するため、
当社副社長が熊本県庁を訪れ、
熊本
県知事に義援金の目録をお渡ししました。
また、
グループの社員から寄せられた募金は、
日本赤十字社を通じて被災地
に寄付しました。

穴を掘って一本ずつ丁寧に植えていきます
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森林組合の方々にご協力いただきました

熊本県知事に目録を手渡す当社副社長
（左）

班に分かれてそれぞれの企画を発表しました
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環境への取り組み・社会地域とともに
Environment Protection & Social Action

2016/5/18（水）

放流事業

2016/7/20（水）

尾鷲で地域貢献 ウマヅラハギ放流

ビーチクリーン

ゴミを拾ってきれいな海岸に

環境・社会貢献分会と三重県尾鷲市で養殖業を営むグ

に捕食されてしまいます。
そこで、今回は産卵できるほど大き

当社では毎年夏に、
愛知県知多郡美浜町の若松海水浴場でビーチクリーンを行っ

ループ会社のエフティアクア有限責任事業組合との共同企

くなった成魚約500尾を放流しました。魚が海流に乗って移

ています。
海岸のきれいな景観を維持するため、
地元観光協会の方たちと連携して清

動し、産卵することで湾の内外に生息域が広がることを期待

掃しています。

画で、
グループで初めて放流事業を行いました。
エフティアクアは、購入した種苗（稚魚）
をいけすで養殖し

しています。

ています。
しかし、
昨年は温暖化の影響か、
天然の種苗がなか
なか手に入りませんでした。
そこで、
エフティアクアが養殖し

海水浴客が来る前の早朝に、
各部の代表者と環境・社会貢献分会のメンバーが広い

参加した児童や新入社員は、
バケツの中で跳ねるウマヅラ
ハギに悪戦苦闘しながら放流していました。

熊手やふるいでゴミを集めていきます

海岸を歩いて回り、
熊手を使って空き缶やペットボトル、
包装容器、
使用済みの花火な
どのゴミを拾いました。
素足で踏むと危険な貝殻なども集めます。
海岸に捨てられたゴ

ている
「ウマヅラハギ」
の成魚を、養殖地の賀田湾で放流する

ミは、
波をかぶって砂に埋もれてしまいます。
そのため、
重労働ですが、
ふるいにかけて

ことを決めました。
ウマヅラハギはもともと賀田湾周辺に生

砂を落とし、
分別して集めます。
今年は空き缶などよりも海藻や貝殻などの漂着物の方

息しているので、放流した魚が卵を産んで数が増えれば、生

が多く苦労しましたが、
丁寧に拾い集めました。
きれいな海岸に戻りました

物多様性の保護につながります。
また、
それを地元の漁業者
が漁獲することで、
漁業者の収益向上にもつながります。
さら
に、
エフティアクアも種苗を手に入れやすくなるので、WinWinになります。
行事には、新入社員と地元の三木小学校や賀田小学校の
児童にも参加してもらいました。
目的は、
新入社員には当社が

2016/10/06（木）
・11/16（水）
大きく育つよう祈りながら放流しました

新入社員も活動に参加しました

参加した児童から、感想文をいただきました

当社は、
東海地方の重要な産業の一つである自動車産業を輸送面で支えています。

もらうこと、児童には地元の

工場で生産された自動車を日本全国に海上輸送する当社の物流拠点である九号地

海を大切にする意義を知って

分室を、
三重県いなべ市立山郷小学校5年生の児童53人、
岐阜県養老町立上多度小

もらうことです。一般的に放

学校5年生の児童33人が訪れました。

流と言えば稚魚を放流するこ
魚は小さく、他の大型魚など

観て学ぶ、
自動車の行方
社会貢献活動の一環で、
地元の産業を学ぶ小学生の社会見学を受け入れました。

行う環境保護と社会貢献の取り組みについて理解を深めて

とですが、ウマヅラハギの稚

小学生社会見学

児童は自動車メーカーの組立工場を

【ウマヅラハギ】
カワハギの仲間。
淡白な白身で、
肝もおいしい。
秋から春にかけて旬を迎える。

見学した後、
九号地で当社の業務と、生
産された自動車がどのように消費者の
手に届くのかについて学びました。ま

2016/7/19（火）
・11/16（水）
・03/22（水）

た、岸壁で本船荷役の様子を見学し、船

事務所周辺美化活動

内にどんどん運び込まれる自動車の列
に釘付けになっていました。

ゴミのない地域づくりに努める

バスの中から現場を見学する児童

本社をはじめISO14001の認証を取得している事業所で、
周辺の

毎月実施

清掃活動を実施しました。
すが、
今年は事務所にほど近い名古屋港ガーデンふ頭で開催される
「海の日名古屋みなと祭」
で毎年たくさんのゴミが投棄されることを
の奥の方にゴミが隠れていたので、
手を伸ばして拾い集めました。

緑地帯の奥のゴミも拾います

当社では交通安全部会が主体となって、
事務所付近の交差

にも、
交通事故死ゼロの日
（0が付く日）
に合わせて立ち会いを

点で交通街頭立ち会いを行っています。
実施する場所は、
名古

行っています。
このように、
会社の事業所や現場だけでなく、
地

屋市の本社地区・九号地地区・金城地区の事務所の近くです。

域でも安全な環境づくりに貢献しています。

11月には内航物流の拠点である九号地分室で秋季清掃活動を行

そのうち、
ガーデンふ頭にある本社付近の交差点は地下鉄

い、
本社サイト、
九号地サイトの社員70人が参加しました。
往来が多

名古屋港駅の出口に近いため、通勤・通学の時間になると出

い道路脇にはたばこの吸い殻や空き缶、
ペットボトルなどが散乱し

社する人や車、登校する地元の子どもたちで交通量が増えま

ていましたが、
全員で協力してゴミを回収しました。

す。
事故を未然に防ぐため、
通行者に見えるようにのぼりやプ
レートを掲げ、
シートベルトの着用、交差点での一旦停止な

3月には飛島分室や西浜コンテナヤードなど複数の事務所がある

ど、
交通マナーの徹底を呼びかけています。

飛島地区を清掃しました。
また、名古屋地区だけでなく全国の事業

街頭立ち会いは、
愛知県の交通安全県民運動に合わせて4

所でも、
事務所周辺やヤード周りの掃除を行いました。

月、
7月、
9月、
12月に実施し、
役員も参加します。
それ以外の月

これからも、
周辺地域の環境を意識し、
美化に努めていきます。
たくさん集めることができました
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交通街頭立ち会い

地域と共に交通事故ゼロを目指して

7月には本社の周辺を清掃しました。
例年は毎年6月に行っていま

踏まえ、祭りの翌日に変更しました。路上はきれいでしたが、緑地帯
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メモを取りながら、熱心に説明を聴いていました

通勤で混み合う本社近くの交差点

マイカー通勤者の交通量が多い駐車場前
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