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１ 市内小中学校「緑のカーテン」設置支援

　藤枝市環境保全協議会 社会活動事業部では、平成 12 年度より藤枝市内の小中学校に環境教育の一環
として、環境教材への協力・支援活動を行っています。
　本年も市内７校へ、ゴーヤの苗や、プランター、支柱、ネットなどを寄贈しました。
　企業としては、いまだに先行きが不透明な社会情勢の中、経済活動とコロナ、経済活動と環境問題をあ
らためて考えざるを得ない状況となっています。
　小中学生の皆さんには、毎日ゴーヤの苗に水をあげながら、自分たちが大人になった時にどんな社会
でありたいのかを考える時間にしてほしいと思います。　　　　　　　　　　　　　（社会活動事業部）

　令和 2 年度藤枝市環境保全協議会の定期総会は、新型コロナウイルス
の流行に伴い、書面審議にて総会が執り行われました。
　議案は、第 1号議案「 平成 31年度事業報告及び収支決算報告」なら
びに「会計監査報告」 、第 2 号議案「 令和 2 年度事業計画（案）及び収支
予算（案）」 、第 3 号議案「三井農林株式会社の脱退」、第 4 号議案「後任
副会長の選出」の４案について書面審議を行い、全会一致で承認されま
した。また、年度の途中ではありますが、第 3 号議案承認により、副会
長企業が脱退し、第 4 号議案 承認により、令和 2 年度の藤枝市環境保全
協議会の副会長に株式会社志太紙業の代表取締役社長 鈴木徹様が就任 
され、議事は滞りなく、終了しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報事業部）

グリーンカーテンコンテスト　～藤枝の夏をもっと涼しく～

グリーンカーテンのすすめ

（書面審議）

　近年、海洋プラスチックごみによる環境汚染が注目
を集めており、世界全体で毎年 ８００万トン 以上 が海
に流出していると推計されています。 この 環境汚染に
より、生態系、生活環境等への悪影響が懸念され、 
世界規模で 重要かつ喫緊の課題となっています。
　藤枝市 においても、令和元年度に「藤枝市官民協
働 廃プラ・食品ロス対策会議」を開催し 、 河川を有す
る一自治体として、市民・事業者・行政が一丸となっ
て、使い捨てプラスチックの削減やポイ捨て防止等に
積極的に 取り組んでいくことを 表明しました。
　その廃プラ スチック 削減対策の 一環として、今年
の６月1日 より、エコバッグの 普及 促進 を図るため、市
内の障害者就労施設「げんきむら」が縫製した オリジ
ナルエコバッグを藤枝市と包括連携協定を結ぶ セブ
ン-イレブン （藤枝稲川店及び藤枝高柳２丁目店の２
店舗） で販売し てい ます。既製のエコバッグより底部を
広くすることで、セブン -イレブンのお弁当（平型常温
弁当）がぴったり収まるサイズ となってい ます 。

　また、今年の７月１日から、全国一 斉に レジ袋有料
化 が始まっており 、脱プラスチックの動きが広まりつつ
あります。まだ エコバッグを お持ちでない方は、 この機会
に是非購入を検討してみてはいかがでしょうか？エコ
バッグを携帯して日常生活の中で出るプラスチック
ごみを減らし、地球環境 にやさしい 行動を実践 して
いきましょう！

問い合わせ先：
藤枝市環境政策課
TEL：643 -3183（直通）

エコバッグ で 環 境 に優しい生 活をしよう！
「緑のカーテンプロジェクト」

５つのプロジェクト

ここで、工夫された内容を幾つか紹介します。

・  柵（手作り）の設置や家の窓からの間隔を調整した。

・   より長い期間でカーテンが保てるよう、
　種の種類、　種まき回数を増やした。

・   強い日差しを遮るために、
　二重のグリーンカーテンにした。

・   窓が開けられ部屋の風通しも良く、
　管理し易いように、窓から適度な間隔を空けた。

１　市内小中学校「緑のカーテン」
　　設置支援 《 藤枝市環境保全協議会 》

２　各地区交流センター等「緑のカーテン」
　　普及啓発率先行動

３　家庭及び事業者への「緑のカーテン」普及啓発

４　グリーンカーテンコンテストの実施

５　イベント等「緑のカーテン」
　　普及啓発キャンペーン

次の夏、貴方もグリーンカーテンを作ってみませんか？次の夏、貴方もグリーンカーテンを作ってみませんか？ 

（藤枝市もったいない運動推進委員会）

　藤枝市と藤枝市もったいない運動推進委員会では、
地球温暖化防止や省エネ行動に対する環境意識を高め
ていくため、節電行動の定着を推進する「緑のカーテン
プロジェクト」を実施しています。
　その中の１つとして、市内の住宅や施設において、ゴー
ヤやアサガオなどのつる性植物を育てながら、窓辺や壁
面に茂らせて夏の強い日差しを和らげ、室温の上昇を抑
える「グリーンカーテン」づくりを競う「グリーンカーテン
コンテスト」の取組内容について紹介します。
　この「グリーンカーテン」は、その成長や収穫を楽しみ
ながら省エネもできる取組として、環境行動に楽しさや
喜びを感じながら実践いただくことで、環境にやさしい生
活の定着にもつながります 。
　応募者の皆様からは、「夏の暑い日差しの中、見た目に
も清涼感があった」「家の中からの眺めは緑が綺麗で涼
しげ」「実や花の成長も楽しめる」「エアコンの設定温度・
使用時間を抑えられた」などの声もいただいております。
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※当選者の発表は、記念品の発送をもってかえさせていただきます。
正解発表：藤環協だより52号に掲載いたします。

藤枝市役所生活環境課（kankyo@city.fujieda.shizuoka.jp)まで電子メールにて提出してください。
締切日：令和2年10月30日（金）

ヨコの カギ タテの カギ

第50号の答えは、藤枝市生活環境課でした。
多数のご応募ありがとうございました。

私の

一言
MY WORD

私の

趣味
MY HOBBY

クロスワード
パズル

　地球の気温は、年々上昇しています。
　IPCC( 気候変動に関する政府間パネル ）の報告では、世界平均気
温は、 1880 年～ 2012年の期間 に 約 0.85℃上昇しているとの報告
があります。今後、更なる温暖化対策を取らなかった場合、21 世紀末
には 2.6 ～ 4.8℃気温が上昇すると予想されています。
　気温上昇が引き起こすリスクとしては、暑熱による熱中症や機械等
への影響、異常気象と言われる暴風雨、河川の氾濫、 地すべりなど
により、人々の健康、資産、経済活動へ影響を与えることが予想され、
地球温暖化対策が求められています。

株式会社志太紙業　株式会社志太紙業　岡田　文明岡田　文明

株式会社城南メンテナンス　株式会社城南メンテナンス　杉浦　義久杉浦　義久

地  球  温  暖  化  と  企  業  で  で  き  る  取  り 組  み

それでは、地球温暖化対策として企業でできる取り組みにはどんなことがあるでしょうか？それでは、地球温暖化対策として企業でできる取り組みにはどんなことがあるでしょうか？

事例①：再配達防止のための取り組み 事例②：廃棄物削減のための取り組み

　多様化するライフスタイルとともに通信販売等が急
速に拡大し、宅配便の取り扱い個数が増加する中で、
宅配便の再配達は CO2 排出量の増加やドライバー
不足を深刻化させるなど、重大な社会問題の一つと
なっています。
　再配達を防止するための方法として、確実な受け取
り場所となる職場での宅配便の受け取りがあります。
職場では、本人が不在にしていても、誰かが代わりに
受け取ることもでき、職場の承認と周知のみで、大き
なコストや新しいシステム開発をかけずに取り組む
ことが可能です。

　廃棄物の処理には処分費が掛かるとともに、焼却
等により、温室効果ガスの排出にもつながります。
　廃棄物を削減するための方法として、分別の徹底
が効果的です。分別を通して、排出物を単一種類
ごとに分けることにより、紙や金属、きれいなプラス
チックなどの有価物を確保・売却し、収益につなげ
ることや処分費の削減に貢献することができます。
　また、分別の際には、有価物と廃棄物で色分けを
するなど、可視化することにより、排出物に含まれる
有価物を認識し、分別意識の醸成につながります 。

写真  職場での受け取りの様子 写真  分別と可視化のしっかりした集積所

提供：静岡県地球温暖化防止活動推進センター 提供：株式会社明治　東海工場

（広報事業部）

出典：平成 30年版環境白書（環境省）

　一言で音楽と言っても、いろいろな形態やジャンルがあります。その中で
私が趣味にしているのは、吹奏楽です。 一般的にはウィンドオーケストラ
と呼ばれており、 弦楽器を含まない、 吹奏楽器と打楽器で構成されてい
る演奏です。
　現在私は、大井川吹奏楽団に所属し、楽器の演奏だけでなく、指揮・指導

をさせていただいております。そんな私が、演奏指導をするときに使う言葉に 「アンサンブル」という
言葉があります。これは、周りと合わせるという意味なのですが、それだけではなく色々な楽器や人
間がいる中で自分の役割を理解し、協調し合い、より良い響きを作ることの意味で使っています。思
えばこの言葉は、音楽の世界だけでなく、家庭や会社など様々なところで使える言葉だと思います。
　皆さん、日々の生活の中で大切な方たちと「 アンサンブル 」して今よりもっと素晴らしい響きを作ってみませんか？

　私たちの会社は、主に上下水設備・排水設備等を管理している会社です。
業務として環境関連に携わっているため、 環境問題への意識は高いものと思っ
ていましたが、分野が幅広く専門的な知識も必要なことから、 実際の活動とな
ると十分とは言えない状況です。
　ところで、「問題解決能力」とは 、専門家など「頭の良い人たちが身につける

特別なもの」と考えがちですが、 問題解決のためには頭の良い悪いは関係がなく、「頭の使い方」の問題
であるため、これを習得すれば誰もが使いこなせるそうです。また、各出来事が不確実な将来に向け
てなされる以上「問題は常に発生」するため、問題解決は「特別な作業 」ではなく日々の生活にこそ生か
せる技法だそうです 。
　つまり、問題解決を「 特別な人や仕事 」と捉えて「 誰かが解決してくれるだろう」と考えてしまうと、
全ては他人任せとなってしまいます。

「自分が何をすれば問題の解決に近づくか？」と考える当事者意識を持てれば、諦めがちだった問題に対して貢献できる部分が見えてく
るため、あらためて意識改革を図り考動していきたいと思います。

～環境問題への意識改革～～環境問題への意識改革～
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　私たち住友林業クレストは、より良い住まいの在り方と暮らし
方を提案することをめざしています。
　常に暮らす人の立場に 立って、いま住まいに求められてい
ることは何かを様々な角度からとらえ、満足と安心を得る最
適提案を行っています。当静岡工場は、２００６年４月に藤 枝
市横内工業団地へ移転しました。工場内には醒醐寺のしだ
れ桜（豊臣秀吉が花見をした桜のクローン）やオリジナル植栽を施した緑 地があります。また、工場内の木質
廃材を焼却し、その熱源を事務所棟の冷暖房に利用してCO 2 排出量の削減を行う、最新 鋭の環境配慮型
の工場となっています。工場では、機能性とデザイン性を兼ね備えた、組合わせ自由なシステム収納やインテ
リアにもなる、「見せる収納家具」など暮らす方の感性に合わせて、トータルコーディネート出来る壁収納、玄
関収納、洗面化粧台、手洗いカウンターなどを製造しています。更に耐久性、機能性、安全性や色・デザイン
とともに多彩なバリエーションにもお応えできる合板やMDF中密度繊維板、パーチクルボードを使用した高
品質化粧ボードも加工製造しています。製品を開発するだけではなく、木という自然素材を扱うプロフェッショ
ナルとしてこだわりを持ち、事業を通してサステナブルな社会を形成するための一助となるよう活動しています。
　私たちは、今後も、ずっと、人と自然が共生し合う事業活動を目標に、頂を目指して歩み続けます。

広報事業部
部　長
永野　　晃（住友ベークライト㈱静岡工場）

副部長
吉田　光明（㈱村上開明堂）

部　員
渡辺　睦巳（松林工業薬品㈱）
磯部　敏輝（㈱テクノフローワン藤枝工場）
石垣　純久（㈱ニチビ静岡工場）
菅原 　剛博（科研製薬㈱静岡工場）

編集後記
　突然ですが、皆さんはどのようにストレスを発散しているでしょう
か。スポーツで汗を流す人やお酒を飲む人、買い物、カラオケ等い
ろいろあると思いますが、私は温泉やスーパー銭湯に行きます。藤
枝、焼津、島田にも数ヶ所あり、近くてすぐに行けるのも魅力です。私
のお気に入りは瀬戸谷温泉ゆらくで、ゆっくりと湯につかりぼーっと
して頭を空にすればストレスも軽減され、帰るころには身も心も疲れ
が取れ、体も軽くなった気分になります。皆さんもストレスを溜めすぎ
ないように適度に発散しましょう。また、ストレス発散方法がないよう
な方は一度温泉をためしてみてはいかがでしょうか。（I.S.）

事業所紹介

住友林業クレスト株式会社

令和２年度
藤枝市環境保全協議会役員 会員紹介

会  長 曽根田 諭史 住友林業クレスト㈱静岡工場
副  会  長 鈴 木 徹 ㈱志太紙業
広  報  事 業  部  長　 永野 晃   住友ベークライト㈱静岡工場
広報事業部副部長　 吉田 光明 ㈱村上開明堂
研 修 事 業 部 長 加藤 康誌 日清紡テキスタイル㈱藤枝事業所
研修事業部副部長　増井 雅好   中外製薬 ㈱藤枝 工場
社会活動事業部長　高田 誠   ㈱明治 東海工場
社会活動事業部副部長   伊藤 誠 場工枝藤㈱ 設建内木 
監  事 徳原 佳久 藤枝製紙㈱
監  事 古口 尚 ㈱静環検査センター

科研製薬㈱静岡工場
木内建設㈱藤枝工場
㈱志太紙業
㈱城南メンテナンス
㈱鈴木鉄工所
住友ベークライト㈱静岡工場
住友林業クレスト㈱静岡工場
㈱静環検査センター
中外製薬工業㈱藤枝工場
㈱ツムラ静岡工場

㈱テクノフローワン藤枝工場
㈱ニチビ静岡工場
日清紡テキスタイル㈱藤枝事業所
㈱バスクリン生産部
藤枝製紙㈱
松林工業薬品㈱
㈱村上開明堂
㈱明治東海工場
藤枝市 生活環境課 ）順音 05 局務事（ 

50音順（全 18 社 + 1 団体）
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