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１．まえがき 

 沼津地区環境保全協議会は、沼津地区に所在する事業所の環境保全担当者により、昭和

４８年４月に発足し、公害関係法令の修得及び防止技術の研鑚を目的とし、地域に根ざし

た着実な活動を展開してきました。 

また、環境における諸問題の周知、会の活動報告、沼津市より法令の紹介・解説等多彩

な内容を掲載し会員の業務を支援する目的として、機関紙「水と空」を年間３回発行して

おります。 ２３度よりホームページを立ち上げ、機関紙「水と空」ホームページに電子版

として掲載し、会員ばかりでなく、より多くの人々にも本協議会の活動・環境に関する情

報を発信しています。 

しかし、現状までの活動を省みますと会員の皆様様がどのような認識を持っているかを

把握し、今後どのような活動が必要かを考える判断材料としてアンケート調査を実施し、

まとまりましたので報告させていただきます。 

 今回会員各位の当協会に関する認識を確認させていただきました。回答頂いた会員各位

に御礼申し上げます。 

 

回答率 58％(22社/38社) 

１  環境保全協議会のホームページから会報誌『水と空』をご覧になったことがあります

か？ 

     ア．毎回見ている イ．過去に見たことがある ウ．見たことがない 
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（機関紙「水と空」について） 
 結果をまとめると機関紙「水と空」についてはホームページへの投稿により、より多く

の皆様が閲覧できる利便性を念頭に置き実施しましたが、当初の理念とは異なる結果とな

りました。また、発刊時に送付させて頂いている印刷物については多くの皆様がご覧にな

っているようです。このような状況から、まずは、皆様が閲覧して頂くような内容に改善

していきますので、よろしくお願いします。 

 

２ 発刊時に送付されている会報誌『水と空』をご覧になったことがありますか？ 

     ア．毎回見ている イ．過去に見たことがある ウ．見たことがない 

 

 
 
（現状の課題について） 
 水質汚濁や大気汚染等の公害問題より省エネ、廃棄物処理、節電が大きな課題としてご

回答頂き、当協議会会員各位の相互協力により課題解決するための活動を展開したいと思

います。 
 
３ 貴社で課題となっている環境課題は、どのようなことですか？（複数回答可） 
     ア．水質汚濁   イ．大気汚染   ウ．騒音   エ．振動 
     オ．悪臭     カ．産業廃棄物  キ．省エネ  ク．節電 
     ケ．都市ガス   コ．その他（                 ） 
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４．課題解消に会員企業の援助を必要と思いますか？ 
     ア．必要としています イ．どちらでもない ウ．必要でない 

 
 
５  会員の中から視察してみたい企業がありましたら、希望欄に○をつけて下さい。 

  (複数回答可) 

 

通し番号 会員名 視察希望 

1 ㈱イシバシプラザ  

2 臼井国際産業㈱  

3 ㈱大川螺子製作所  
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4 国産電機㈱  

5 ㈲小林金属製版所  

6 山旺建設工業㈱  

7 静岡王子コンテナー㈱東部工場  

8 静岡ガス㈱東部支社  

9 特種メーテル㈱  

10 杉山特殊製紙㈱  

11 スルガ銀行㈱  

12 丸富製紙㈱沼津工場  

13 ㈱辻村  

14 ㈱デイベンロイ  

15 東海部品工業㈱  

16 東海冶金㈱  

17 東芝機械㈱  

18 東曹産業㈱静岡工場  

19 東タイ㈱沼津工場  

20 ㈱桃中軒  

21 ㈲長尾メッキ工業所  

22 東洋電産㈱  

23 ㈱長倉製作所  

24 ㈱ビスキャス 沼津工場  

25 ｴﾇ･ｲｰｹﾑｷｬｯﾄ㈱沼津事業所  

26 ニッポンケミカル㈱  

27 ㈱ﾄｯﾊﾟﾝ・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ  

28 ㈱フジクラ沼津事業所  

29 富士通㈱沼津工場  

30 ㈱富士根産業  

31 藤森工業㈱静岡事業所  

32 ㈱明光電化工業所  

33 ㈱明電舎沼津事業所  

34 矢崎エナジーシステム㈱沼津製作所  

35 ㈱山崎工業  

36 山田車体工業㈱  

37 米久㈱  

38 ㈱リコー沼津事業所  
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39 ㈱チキリ  

40 エス・ジー・アセット㈱沼津支店  

41 青木環境コンサルタント事務所  

 

 

 

（視察見学会について） 

 また、従来からＮＰＯ，環境保全団体との親睦を深めることを事業計画の活動の一つと

していましたが、本年度は会員各位とのコミュニケーションを活性化し、より良い環境保

全協会となることに努めますので、ご協力お願いします。 

 

３．最後に 

今回、初めての試みでアンケート調査を実施しました。この結果をもとに事業部、広報

部が従来からの活動を見直し、会員皆様に有益な情報を提供し、信頼される協議会となる

ように努めますのでよろしく支援願います。 

 

沼津地区環境保全協議会 会長 小田 俊夫 
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～～環環境境をを切切りり口口にに経経営営強強化化をを図図るる！！～～  

   

 
★利益と環境対応は相反するとお考えになっていませんか？ 

★環境マネジメントシステムは利益が出ないと感じていませんか？  

☛エコステージはそんな不満を解消します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

≪募集内容≫ 

１．実施日時  平成２５年 ９月１０日（火） １３:３０～１７:００  

２．実施場所  沼津商工会議所第 1 会議室 

３．講   師  一般社団法人 エコステージ協会 東京エコステージ研究会 地区普及推進員 新井 孝 氏 

４．対 象 者  各種ＥＭＳを運用している企業又は導入を検討している企業の経営者又は管理者の方々 

５．参 加 費  無料 

６．申込方法  下記申込書にて８月３０日（金）までに FAＸでお申込み下さい。 

７．募集定員  ２０名 

８．お問合せ  沼津商工会議所経営支援課（中野・草薙） ＴＥＬ：９３１－１１１１ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

エコステージ活用セミナー 参加申込書 
沼津商工会議所 経営支援課 行 《FAX：055-931-1115》                平成２５年   月   日 

企業名  役  職 氏  名 

所在地    

業 種    

TEL  FAX    

取得済みの EMS 規格 ISO14001 ・ エコステージ ・ エコアクション２１ ・ その他（      ） 

取得を考えている EMS 規格 ISO14001 ・ エコステージ ・ エコアクション２１ ・ その他（      ） 
 

 
 
◆代表的な環境マネジメントシステム（EMS）として国際規格の ISO14001 が知られています
が、中小企業にとっては費用や工数などの負担が重いものです。 

 
◆そこで、中小企業でも導入しやすい EMS 国内規格の一つとして生まれたのがエコステージ

です。エコステージは、ISO14001 と整合性が高く、さらに経営強化を図る有効なシステム
です。国内中小企業を中心に普及が広まり、多くの大手企業の取引基準にも推奨されてい
ます。 

 
◆本セミナーでは、エコステージと他の環境マネジメントシステムとの違いを明らかにする
と共に、環境を戦略的に活用することで、環境マネジメントシステムと経営をリンクさせ
た「環境経営システム」の構築を図るエコステージについて分かりやすく解説します。 

 

エコステージとは？ 
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沼津市環境政策課だより 

 

～「環境創造活動」にぜひご応募下さい。～ 

沼津市では、平成 23年度からスタートした沼津市環境基本計画を、市民、事業者のみなさまと

一体となって進めていくために、市内で実施される市民や事業者のみなさまによる自主的な活

動を「環境創造活動」として募集しています。 
ご応募いただいた活動は、環境基本計画の推進に資するものを「登録」し、活動結果が計

画の推進に寄与したものを「認定」し、市ホームページ等で公表いたします。 
すでに市内では、さまざまな方が環境保全の活動に取り組まれているところですが、「環境

創造活動」はそれらの既存の活動やこれから取り組む活動を登録・認定することで、活動の

発展や広がりなどを期待するものです。 
環境創造活動は平成 23 年 11 月に募集を行い、これまでに下記の 9 件の登録があります。

それぞれの活動の詳細については、沼津市環境政策課のホームページをご覧ください。 
平成 25年 7月 12日現在 

No 活動名 団体 申請時期 認定・登録 

１ まちぐるみで地球温暖化 STOP しおみちエコ運動推進会 H23.11 認定 

２ 環境教育機会の創出 エコネット沼津 H23.11 認定 

３ 牛臥山探検 エコネット沼津 H23.11 登録 

４ ポイ捨てごみ散乱状況調査 エコネット沼津 H23.11 認定 

５ 
雨水貯留設備設置による水資源へ

の理解と活用 
エコネット沼津 H23.11 登録 

６ 
ミミズで生ごみ減量・良質堆肥の

生産を 
エコネット沼津 H23.11 登録 

７ 
地域エコリーダーと子供会・自治

会との協働エコ活動 
下香貫連合自治会 H24.5 認定 

８ T.E.A（Tohnichi Eco Activity） 株式会社東日 H24.5 認定 

９ クリーンピース クリーンピース H24.5 認定 

 
 市内でも多くの事業者のみなさま、従業員の方が自主的な活動をされています。また、そ

れらの取り組みは CSR 報告書等、またはホームページで紹介されていることが一般的です

が、例えば事業所単位での環境情報や地域での従業員の環境活動等、「地域に密着した情報」

は、地域での相互理解を一層進める上で、有意義なものと考えております。 
現状では、市民団体や自治会等の登録が多数を占めておりますが、ここに事業者のみなさ

まの活動が加わることで、市民のみなさまにも地元の企業の活動がより身近に感じられるも

のと思います。さらに登録団体が相互に協力する新たな取り組みが生まれることも考えられ

ます。 
 事業者のみなさまには、①地域とかかわり環境面で貢献するもの、②従業員の環境学習・

環境行動を促すもの、という二つの視点を踏まえ、ぜひご応募をお願いします。活動内容に

は市の実施する事業へのご協力・従業員の参加等を取り入れていただいても結構です。 
 申請及び市の施策の詳細については、沼津市環境政策課ホームページをご覧ください。 
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会の動き 

 

会の動き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆ ４月１８日 

  【理事会】    （１）定時会員総会について 

（２）役員の改選について 

 

☆ ４月１８日 

  【広報部会】 （１）「水と空 141号」の校正について 

（２）「水と空 142号」の企画について 

 

☆ ５月３０日 

【定時会員総会】  

      〈総会〉（１）平成 24年度事業報告及び収支決算承認の件 

（２）平成 25年度役員改選の件 

（３）平成 25年度事業計画(案)・収支予算(案)決定の件 

 

〈記念講演会〉テーマ 「エコのまち沼津」を目指して 

講 師  沼津市生活環境部環境政策課 主事 河本広大 氏 

 

☆ ６月２７日 

  【事業部会】 平成２５年度事業視察について 

       ・環境関連施設見学会について 

       ・環境セミナーの内容について 
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