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■ 環境方針

　地球温暖化防止や環境負荷低減などに関する6つの環境方
針を定めて、環境保全活動を推進しています。また、一人ひとり
が環境方針を記載した環境カードを携帯し、意識向上に努めて
います。

■ 環境マネジメント体制

　エネルギー使用量は、九州本社（鳥栖工場を含む）と宇都宮
工場で、全体の約85％を占めています。また、筑波研究所が約
10％、東京本社と支店営業所が合わせて約5％のエネルギー
を使用しています。
　当社は、環境負荷の大きい九州本社および宇都宮工場を対
象にISO14001の認証を取得し、環境マネジメントシステムを
運用しています。

■ エネルギー管理委員会
　当社では、エネルギー使用の効率化を推進するために
エネルギー管理委員会を設置しています。
　委員会では各事業所ごとに管理委員を選任し、電気
や燃料の使用状況を管理しています。これらの使用情報
の共有化、見える化を行うとともに、エネルギー使用の
改善指導を行っています。
　また、エネルギーの使用側面に応じて3つの分科会を設
置し、よりきめ細かいエネルギー管理を推進しています。

エネルギー管理統括者

エネルギー管理企画推進者 特定建築物管理グループ
輸送エネルギー管理グループ
ピーク電力管理グループ委員会事務局

［2014年設置］
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の範囲については、ISO14001の認証範囲となっています。

　環境問題への取り組みは人類共通の課題であ
り、企業の存続と活動に必須の要件であると認
識しています。研究開発から生産、販売プロセス
が環境に与える影響を評価し、限りある資源や
エネルギーの効率的利用と排出物の削減に努め
ています。今後も積極的な地球温暖化防止への
取り組みや商品を通じた環境保全活動を進めて
いきます。

環境管理

環境マネジメント体制

エネルギー管理委員会体制

▲ �環境カード
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環境目的および目標
　久光製薬は、事業活動による環境負荷を低減するため、ISO14001を取得している九州本社・宇都宮工場を中心に年度
目標を設定し、その着実な推進を図っています。2017年度は、省資源、省エネルギーなど主要なテーマについておおむね
目標を達成しました。今後も引き続き、結果を重視した活動を展開していきます。

環境方針 環境目的（3年：2016-2018） 環境目標（2017年度） 環境実績（2017年度） 環境目標（2018年度）

省資源 省資源化につながる活動を
推進する。

品質改善および原価低減活動に
おいて、省資源化に繋がるテーマ
を各部門で1テーマ以上推進する
（目標達成テーマ率80％以上）。

製品クロスの材質見直しでPET
使用量を224t削減した。また、
ケースの形状改良を行い、資材
の削減を行った。目標達成テーマ
率83％。

今期の活動において、省資源化
に繋がるテーマを各部門で1テー
マ以上推進する（目標を達成した
テーマの割合：80％以上）。

省エネルギー

①�九州本社および宇都宮工
場のエネルギー原単位を
2015年度実績比に対し
て3％削減する。

①�九州本社および宇都宮工場の
エネルギー原単位を前年度比
に対して1％削減する。

高効率設備を導入し、CO₂排出
量を92t削減した。エコパトロー
ルやノー残業デーの推進強化で
エネルギー使用の抑制を行った。

①�九州本社および宇都宮工場エ
ネルギー原単位を前年度比に
対して1％削減する。

②�未切替車両のハイブリッド化を
引き続き推進する。

営業車両の37％をハイブリッド
車に切り替え、365tのCO₂排出
量を削減した。

②�鳥栖工場における燃料転換
（LNG化）を実施する。

②�エネルギー利用に関して
高効率化設備の導入を推
進する。

③�鳥栖工場における燃料転換
（LNG化）を実現する。

LNG化した場合の効率および価
格を算出し、燃料転換推進を行っ
た。2018年度に切り替え予定。

③�製品輸送で発生するCO₂排
出量の削減を推進する（280t-
CO₂）。

④�製品輸送で発生するCO₂排
出量の削減を推進する（230t-
CO₂削減）。

モーダルシフトを推進し、246tの
CO₂排出量を削減した。

④�宇都宮工場の電力と蒸気をエ
ネルギーセンターからの購入
に切り替える準備を行う。

③�九州本社および宇都宮
工場に関連して発生する
CO₂を削減する。

⑤�宇都宮工場団地のエネルギー
共同事業に参画し、宇都宮工
場の省エネを推進する。

進捗状況を管理し、エネルギーセ
ンターへの切り替え準備を進め
た。

⑤�鳥栖工場のエアコンおよびコ
ンプレッサーを高効率型のも
のへ更新する。

⑥�鳥栖工場のエアコン集約と高
効率エアコンへの更新を行う。

高効率エアコンへの更新を行い、
CO₂排出量を25t削減した。

⑥�今期のカイゼン活動の稼働率
アップのテーマに従い活動する
（12テーマ）。

廃棄物削減 カイゼン活動のロス低減テー
マに従い廃棄物を削減する。

改善活動のロス低減テーマに従
い廃棄物を削減する（20テーマ
設定）。

製造工程のロス低減活動におい
て、80％のテーマで目標を達成し
た。

今期のカイゼン活動のロス低減
テーマに従い活動する（10テー
マ）。

グリーン調達
環境に配慮した原材料、建築
資材および設備機器の調達
を推進する。

環境にやさしい原材料、建築資材
および設備機器の使用を推進す
る。

事務用品の年間グリーン購入率
は95％以上だった。

原材料等の購入先に対して、環
境に配慮した事業活動を行って
いるか調査を開始する。

環境関連の
法規等の遵守と
環境汚染予防

環境測定データの自主基準
違反ゼロを維持する。

環境測定データの自主基準違反
ゼロを維持する。

環境測定データの自主基準違反
ゼロを維持した。

環境測定データの自主基準違反
ゼロを維持する。

環境にやさしい
商品づくり

新規商品の開発、製品の製
造工程および仕様変更時に
環境への影響（省資源、分
別、有害物質の不使用、バリ
アフリー等）を配慮すること
により環境にやさしい商品
づくりを推進する。

新規商品の開発、製品の製造工
程および仕様変更時に環境への
影響評価を継続実施し、環境に
やさしい商品づくりを推進する。

7製品の薬体の長辺を縮小して
省資源化を行った。開発段階で
製品環境アセスメントを7回実施
し、5件について省資源化に繋が
る商品づくりを行った。

新規商品の開発、製品の製造工
程および仕様変更時に環境へ
の影響（省資源、分別、有害物質
の不使用、バリアフリー等）を配
慮することにより環境にやさし
い商品づくりを推進する（2件以
上）。

地域社会に
おける

環境保全活動
地域社会における環境保全
活動を実施する。

①�生物多様性保全活動を継続す
る。

生物多様性保全活動（剪定作業・
植樹活動など）に参加した。

①�生物多様性保全活動を継続す
る。

②�地域社会における環境保全活
動を実施する。

事業所周辺地域の美化作業を実
施した。自治体主催の美化活動
に参加した。

②�地域社会における環境保全活
動を実施する。

③�「久光製薬株式会社ほっとハー
ト倶楽部」を通じて環境団体へ
寄付する（5件/年以上）。

環境関連6団体へ活動支援（寄
付）を行った。

③�「久光製薬株式会社ほっとハー
ト倶楽部」を通じて環境団体へ
寄付する（5件以上）。

環境
マネジメント
システムの
継続的改善

環境マネジメントに関する
運用の改善と効率化を推
進する。

ISO14001：2015規格の運用を
7月までに開始する。

マニュアルおよび規定の改定、
教育および内部監査等を行い、
ISO14001：2015規格の運用を
7月より開始し、認証を受けた。

環境パフォーマンスを向上させる
ために、環境目標を作成する手順
を見直し、マニュアルを改定する。

集計期間：2017年4月～2018年3月
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■ マテリアルバランス

　マテリアルバランスとは、企業の事業活動におけるエネルギーおよび資源の投入量（インプット）と、その活動に伴って
発生した環境負荷物質（アウトプット）を示したものです。久光製薬では、生産活動における環境負荷の把握を行い、
これらの削減に努めています。

■ サプライチェーン排出量

　サプライチェーン排出量とは、製造した商品が、消費者に届くまでの一連のプ
ロセス（原料調達・製造・物流・販売・廃棄等）において発生する温室効果ガスの
排出量のことです。
　低炭素社会実現のためには、自社だけではなくサプライチェーン全体でのCO₂
排出量削減が重要であると考えており、2015年から「サプライチェーンを通じた
温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」（環境省・経済産業省）に基づ
き、サプライチェーン全体のCO₂排出量を算定しています。今後も地球温暖化対策
の推進に向け、サプライチェーン排出量の把握および削減に努めていきます。

■ 宇都宮工場・工業団地におけるエリアマネジメントに参加

　宇都宮工場は、複数の事業所の電力
と熱源を集約してエネルギーの効率的
な使用を目指す清原工業団地（宇都宮
工場の所在地）スマートエネルギーネッ
トワーク事業に参加しています。この事
業は、需要状況の異なる異業種複数事
業所の電力と熱の情報を集約し、効率
的に供給することで省エネおよびCO₂
排出量の約20％削減がそれぞれ見込
まれており、事業所単独では実現でき
ない規模の環境負荷低減が可能となり
ます。2017年5月より建設を開始して
います。
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地球温暖化防止
　工場の稼働に必要な動力や照明、冷暖房などエネルギーの多くは、購入電力を使用しています。この電力の多くは、石
炭や石油、天然ガスなどの化石燃料を燃焼させることで得られており、電力エネルギーの使用は、温室効果ガスの発生に
直結しているといえます。
　事業活動に伴う温室効果ガス排出を最小限に抑えるために、エネルギーの効率的な利用を図り、地球温暖化防止に向
けて取り組みを進めています。

■ エネルギー使用量の推移

　2017年度は、宇都宮工場のエネルギー使用量が前年
度比4.9%増加しました。これは、生産量の増加と空調稼
働時間の延長によるものです。九州本社をはじめとする他
の事業所は減少したので、久光製薬単体では、前年度比
2.4％削減となりました。生産工場では、高効率設備への
更新をはじめ、生産ロスの削減、製造設備の集約などによ
りエネルギー使用量の削減を図っています。

■ 二酸化炭素の排出

　生産現場における生産性向上、省エネ設備の導入、およ
びエネルギーの効率的な利用を図り、CO₂排出量削減に
取り組んでいます。
　宇都宮工場は、増産によるエネルギー使用量の増加に
伴い前年度比2.2%増加しましたが、九州本社をはじめと
する他の事業所は減少し、久光製薬単体では、前年度比
6.5％の削減となりました。
　今後、宇都宮工場は蒸気や熱水をエリアマネジメントシ
ステムに切り替え、燃料の効率的な使用を通じたCO₂排
出量の低減に努めていきます。
　また、サプライチェーンの上流・下流を含めて二酸化炭
素の削減のための取り組みを推進していきます。

■ オフィスでの省エネ推進

　本社、支店・営業所などのオフィスにおいても環境負荷
低減活動に取り組んでいます。省エネ型の空調機やLED
照明など、省エネ設備への切り替えを順次行っています。
　また、クールビズ、ウォームビズに加え、エアコン設定温
度管理や使用方法の改善、蛍光灯の間引き、電気スイッチ
の増設やこまめな消灯など従業員一人ひとりが省エネル
ギー活動を推進しています。

カテゴリ 2017年度排出量
CO₂（ｔ） 比率

スコープ１ 直接排出 12,122 8.07%
スコープ２ 間接排出 20,365 13.56%

スコープ３

購入した製品・
サービス 68,543 45.64%

資本財 4,330 2.88%
Scope1,2に
含まれない燃料及び
エネルギー関連活動

1,825 1.22%

輸送、配送（上流） 3,518 2.34%
事業活動から出る
廃棄物 2,579 1.72%

出張 1,331 0.89%
雇用者の通勤 259 0.17%
輸送、配送（下流） 101 0.07%
販売した製品の廃棄 35,204 23.44%
合　計 150,177

サプライチェーン排出量

CO₂排出量

宇都宮工場 筑波研究所 東京本社 支店・営業所九州本社
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■ 車両・輸送の省エネ対策

　商品輸送と営業車両による環境負荷について対策を進めています。
　営業車両については、2015年より順次ハイブリッド車両に切り替え、ＣＯ₂排出量と燃料使用量の削減に取り組んで
います。2018年2月末現在で、営業車両の36.5％がハイブリッド車となりました。また、エコドライブ教育を行い、環境
への配慮と交通安全を意識した運転の定着に向け取り組みを進めています。
　商品輸送の多くはトラック輸送を行っていますが、輸送量の多い主要経路では、環境への負荷が少ない船舶輸送
に転換するモーダルシフト＊に取り組んでいます。2017年度は、4,301tの商品輸送を船舶輸送に切り替えて246tの
CO₂排出量を削減しました。今後も継続してモーダルシフトの拡大、積載効率のアップ、共同配送などに取り組み、輸送
効率向上に努めてまいります。
＊モーダルシフト：�トラックによる幹線貨物輸送を大量輸送が可能な船舶輸送または鉄道に転換することで、CO₂排出量削減を図る取り組み

■ 太陽光発電

　電力使用の多い鳥栖、宇都宮の両工場に太陽光発
電設備を設置しています。発電した電力は工場電力の
一部として使用しており、当設備の運用は、従業員や
地域への啓発といったプラスの影響も与えています。
2017年度は35MWh発電しました。

■ 海外工場のエネルギー使用量

　海外工場では、生産拡大に伴い電力や燃料などの
エネルギー使用量が増加する傾向にありますが、省エ
ネ技術の移転や徹底した生産効率の改善を行い、環
境負荷抑制に努めてまいります。
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主要輸送経路における船舶へのモーダルシフト

生産企画部�吉田�和美

モーダルシフトでＣＯ₂削減
　生産企画部物流管理課は、環境側面の一環としてモー
ダルシフト活動に取り組んでいます。モーダルシフトは環
境負荷低減施策の大きな柱であり、船舶・鉄道輸送は長
距離輸送において重要なツールです。
　船舶輸送は2010年より運用を開始し、積載効率の向
上とＣＯ₂排出量の削減に効果を発揮しています。2017
年度はＣＯ₂排出量を前年比で約１０％削減しました。
　今後は、船舶輸送に加え、鉄道輸送も取り入れること
で、更なるＣＯ₂排出量の削減に努め、環境にやさしいロ
ジスティクスサービスを目指していきます。

2015年度 2016年度 2017年度

ノーベン
電力（MWh） 11,581 11,624 11,749
ガス（㎥） 279,086 170,905 381,310

久光ベトナム
電力（MWh） 2,855 2,659 2,643
ガス（㎥） 20,451 24,342 30,540
重油（ｋｌ） 0.8 0.3 0.2

久光
インドネシア

電力（MWh） 1,450 1,512 1,726
軽油（ｋｌ） 72 96 104

久光ブラジル
電力（MWh） 2,600 2,692 2,714
軽油（ｋｌ） 36.0 40.5 30.1

・ノーベン：2015～2016年度のガス使用量を訂正。
・久光ブラジル：2016年度の軽油使用量を訂正。
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■ 水資源の保全

　限りある水資源を有効に活用するために水使用量ならびに排水量を適正に管理
し、水資源の保全に取り組んでいます。生産工程や設備の洗浄・冷却用に多くの水
を使用しますが、冷却水を循環使用し、使用量削減に努めています。2017年度は、
前年度比5.8%増加しました。これは宇都宮工場に製造設備を増設したためです。
　また、排水時には国や自治体が定める基準よりも厳しい自社水質基準を設け、
排水の水質を徹底管理しています。ＣＯＤ＊やｐH＊などを常時監視し、環境への負荷
を最小限に抑えるよう努めています。

■ 廃棄物の削減 ／ 改善活動

　生産工程における廃棄物を削減するためにさまざまな取り組みを行っています。国内の2工場では、生産効率の向
上、製造設備の集約、原材料の変更などを行い、年度目標を設定し廃棄物の削減に努めています。また、商品の企画・設
計段階や改良時に検討し、省資源化を進めています。

■ 容器の改良
　エアー　®サロンパス　

®ジェットαおよびEXの肩キャップを外す商品改良を行いました。これにより年間約
14tのプラスチック原料を削減しました。また、キャップの生産時および焼却時に発生するCO₂排出量
を合わせて71.3t削減しました。

■ 商品の軽量化
　モーラス　

®パップXRは、製剤改良による貼付回数の削減、軽量化を行いました。モーラス　
®パップに比べると、貼付回数は、1日2回

から1回、また1枚あたり4ｇの膏体質量の削減で、1日あたりの使用量に換算すると処方比70％（20g→6g）の軽量化となります。

（kg）

2015年度 2016年度 2017年度
BOD＊排出量 13,780 13,980 11,688
SS＊排出量 4,980 4,020 3,959

水質汚濁物質の管理
＊COD（化学的酸素要求量）： 水中の有機物が、酸化剤によって酸化されるときに必要

な酸素量を表した値
＊ｐH（水素イオン濃度）：水の酸性、中性、アルカリ性を表す
＊BOD（生物化学的酸素要求量）： 水中の微生物によって有機物が分解されるときに

消費される酸素量を表した値
＊ＳＳ（浮遊物質）：水中に浮遊している直径2mm�以下の粒子状物質の量を示したもの

0

50,000

100,000

150,000

200,000
（トン）

110,072110,072 107,161107,161 109,971109,971

27,334

2015 2016 2017（年度）

24,111 35,693 43,197

24,152 23,510

■上水　■工業用水　■地下水（千トン）

161,517

74,232
92,496

167,006 176,678

2015 2016 2017（年度）

総排水量総利用量

0

50,000

100,000

150,000

200,000

83,255

会社水使用量・排水量

　生産活動による排出物や商品使用後の廃棄物
の問題など、事業活動による環境負荷を低減す
ることは、企業の大きな責任であると考えていま
す。環境関連法規制を遵守することはもちろん、
自主的な目標の達成に向け、適切な資源の利用
と自然環境を維持する取り組みを進めています。

環境負荷低減
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■ 大気汚染物質の管理

　大気汚染の原因となるSOⅹ（硫黄酸化物）、NOx（窒素
酸化物）は、ボイラーや自家発電機の稼働時に排出されま
す。当社では、大気汚染防止法で定められた規制基準より
も厳しい自主基準値を設定し、異常な排出がないことを確
認しています。2017年度は、前年度比でSOxは9.4％増加
しましたが、NOxは13.3％の削減となりました。

■ 特定化学物質の管理

　当社では、PRTR法＊に基づいて化学物質を管理してい
ます。届出対象に該当するものは、製造工程で利用するト
ルエンと分析試験に使用するアセトニトリルの2物質にな
り、2017年の総取扱量は6,874㎏でした。これらの化学
物質の適正な利用と管理の徹底に努めています。
＊PRTR法：�特定の化学物質について、環境への排出量を把握し、国に

報告することを定めた法律

■ 緊急時対応訓練

　各部門で起こりうる緊急事態を想定し、環境に与える
影響の種類や範囲、深刻度の評価を行っています。その
評価に基づき、優先度の高い事態に対して対応計画を策
定し、環境汚染を最小限にすることを目的に年に1回以上
の緊急時対応訓練を行っています。今後も継続的に訓練
を実施し、対応能力の強化を図ってまいります。

� 　　　（kg）

物質名 トルエン アセトニトリル
取扱量 大気排出 廃棄処理 取扱量 大気排出 廃棄処理

2015年度 3,262 156 145 3,702 0 3,702
2016年度 3,416 164 146 3,835 0 3,835
2017年度 3,482 170 81 3,392 0 3,392

緊急事態対応計画一覧

部門 想定される緊急事態 対応設備等

QAQC-G 水素ガス漏れ 水素ガスボンベ、配管

ロジスティクス部
搬送時の液体原料漏れ －

危険物貯蔵タンク 危険物貯蔵タンク（PG）

環境管理課

液体廃棄物の漏洩 廃棄物集積所

工場排水槽満水時対策 工場排水槽

総合排水 総合排水槽

自家発電機 自家発電設備

ボイラー ボイラー

研究開発G

燃料漏れ ボイラー、自家発電設備

水素ガス漏れ 水素ガスボンベ、配管

危険物漏洩緊急対策 危険物貯蔵施設

排気煙異常時緊急対策 ボイラー

鳥栖工場G
危険物貯蔵災害対応 危険物貯蔵場所

危険物貯蔵タンク 危険物貯蔵タンク（GL）

宇都宮工場G

保管及び移動中の
トラブル 廃棄物置場

燃料漏れ、運転異常、
大気汚染 ボイラー

分析研究所�渡�健太

緊急時対応訓練
「水素ガス漏れ」
　研究開発グループでは、2017年
3月に水素ガス漏れに関する緊急時
対応訓練を実施しました。医薬品分
析に使用する水素ガスが配管から漏

れたという想定で、緊急時マニュアルを基にその後の対応
手順について確認し、訓練を通じて検証した初期対応や
拡大防止策の見直しも行いました。その結果を踏まえ、研
究所員および施設管理者への教育を行い、誰もが速やか
に対応できるように体制を整えています。
　万が一緊急事態が発生した場合に、迅速かつ適切に対
応ができるよう今後も継続して実践的な訓練を実施し、
対応能力の向上に努めていきます。

（kg）

2015年度 2016年度 2017年度
SOx 1,860 2,030 2,221
NOx 5,970 5,240 4,545

SOx・NOxの排出量　

PRTR法対象物質の取扱量



　

572018 HISAMITSU CSR REPORT

■ リサイクルの推進

　製造過程で生じる生産ロスは、セメント工場の熱源としてサーマルリサイクルしてい
ます。焼却後に発生する灰は、セメントの混合材料として使用することで、リサイクル率
は、99.8％となっています。また、輸送用の資源は分別収集し、古紙の原料やクッション
材としてマテリアルリサイクルしています。

■ 海外工場の環境負荷低減

　2017年度は、久光ベトナムおよび久光インド
ネシアの水使用量、廃棄物排出量が共に増加し
ました。これは、生産数の増加が要因となります。
　久光ブラジルでは、水量計を設置し水使用の
管理を始めました。今後は水使用の削減と適正
化に取り組んでまいります。

■ 環境会計

　当社では、環境施策に関わる経済的な側面を把握して経営に反映させるため、環境省「環境会計ガイドライン」を参
考に環境保全コストや効果の算出を行っています。
　2017年度は、2016年度に比べ工場周辺の緑地整備コストが低減したため、地球環境保全コストが減少してい
ます。

対象範囲�：�久光製薬単体　　集計期間�：�2017年3月～2018年2月

分　類
2015年度 2016年度 2017年度
（千円） （千円） 前年比% （千円） 前年比%

公害防止コスト 27,964 25,331 91 20,661 82
地球環境保全コスト 78,253 320,678 410 150,553 47
資源循環コスト 151,369 154,317 102 183,890 119
上・下活動コスト 11,743 6,215 53 5,096 82
管理活動コスト 54,997 59,208 108 61,918 105
社会活動コスト 13,633 12,934 95 8,156 63
環境損傷対応コスト 387 375 97 724 193
その他 797 1,660 208 0 −

合　　計 339,143 580,718 171 430,998 74

分　類
2015年度 2016年度 2017年度

実　績 実　績 前年比% 実　績 前年比%

エネルギー使用量 540,016GJ 548,067GJ 101.5 535,333GJ 97.7

CO₂排出量 31,896t 30,315t 95.0 28,335t 93.5

SOｘ排出量 1,859㎏ 2,034㎏ 109.4 2,221㎏ 109.2
NOｘ排出量 5,970㎏ 5,239㎏ 87.8 4,545㎏ 86.8
水使用量 161,517㎥ 167,006㎥ 103.4 176,678㎥ 105.8
排水量 74,232㎥ 83,255㎥ 112.2 92,496㎥ 111.1
BOD排出量 13,775㎏ 13,978㎏ 101.5 11,688㎏ 83.6

廃棄物排出量 3,796ｔ 3,857ｔ 101.6 3,816ｔ 98.9

2015年度 2016年度 2017年度

ノーベン
水使用量（㎥） 6,680 14,514 12,522
廃棄物排出量（ｔ） 363 103 103

久光ベトナム
水使用量（㎥） 27,257 25,491 36,197
廃棄物排出量（ｔ） 74 133 142

久光インドネシア
水使用量（㎥） 11,736 7,880 9,261
廃棄物排出量（ｔ） 18 17 36

久光ブラジル
水使用量（㎥） − − 4,328
廃棄物排出量（ｔ） 192 258 242

2017年度リサイクル率

99.8％
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■ 環境への取り組み

■ NPO法人との協働　
　当社環境クラブでは、地域のNPO法人が取り組んでいる孟宗竹
を伐採し森林の荒廃を止めるための活動に賛同し、2015年より継
続して活動に参加しています。2017年度も九州本社近隣の孟宗竹
伐採と、薬木の植樹を行いました。
　2017年度の活動内容
　　����4月　孟宗竹の伐採、新竹の駆除
　　��6月　下草刈り
　　��1月　竹林の伐採
　　��2月　薬木（キハダ、ホウノキなど）70本の植樹

■ 絶滅危惧Ⅱ類「エヒメアヤメ」の保存
　九州本社敷地内では、エヒメアヤメの管理、育成を行い保存に取
り組んでいます。
　エヒメアヤメは、アヤメ科の多年草植物で、国の天然記念物に指
定されています。九州では、佐賀県久保泉町と福岡県筑紫野市およ
び宮崎県えびの町の3箇所のみに自生し、毎年3月下旬から４月上
旬に開花します。

■ 絶滅危惧IA類「ヒナモロコ」の保護
　コイ科に属するヒナモロコは、全長7cm位の淡水魚で、かつては九州北部・アジア大陸東部に生息していました。しか
し、用水路の減少や開発による生息環境の悪化で、現在は絶滅危惧種に指定されています。福岡県久留米市では、市
民が中心となった保護活動が行われており、当社環境クラブも共同で保護活動を行っています。

■ エコキャップ活動
　ペットボトルキャップの再資源化に取り組んでいます。2017年度は、86,882個を回収し、障がい者、高齢者の雇用
創出やワクチン支援活動をしているNPO団体に提供しました。また、焼却処分された場合と比較すると、636.5kgの
CO₂削減となっています。

■ 環境美化活動
　地域環境美化に貢献するため、自社周辺あるいは地域の清掃活動に取り組んでいます。
　従業員による工場、事業所周辺の定期的な清掃をはじめ、休日に開催される地域の美化活動やNPO団体が主催
するビーチクリーン活動等へ、従業員や家族のボランティアを募り参加しています。

▲�「エヒメアヤメ」の育成

▲ �NPO法人との協働による孟宗竹の伐採

製剤研究所�森�啓太

「虹の松原クリーン大作戦」に参加して
　日本三大松原のひとつ「虹の松原」のクリーン活動に妻、娘2人と参加し、松葉かきや草抜き
を行いました。この松原は防風林、防潮林として人々の暮らしと密接に関わっており、その維
持のためには今回のような保全活動は不可欠で、環境について考える良い機会となりました。
100万本のクロマツが群生する景色は圧巻です。佐賀県が誇る景勝地を後世へ引き継いでい
くためにも、これからも継続して参加したいと思います。




