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CSR責任者メッセージ

安全・安定操業の実現と持続的発展の獲得
化学企業である当社グループにとって、安全は全て

に優先して取り組む事項であり、「創る安全｣活動*を
継続し、労働災害、設備事故、環境トラブルの未然防
止に努めていきます。また、化学物質取り扱いの全過
程において安全・健康・環境に配慮するレスポンシブ
ル・ケアもCSRの中心的な取り組みであり、保安防
災、労働安全衛生、化学品安全、環境の各カテゴリー
における活動を具体化し、レベルの向上を図っていき
ます。これらの活動に合わせて、社会的課題の解決に
貢献する製品・技術・サービスの提供に取り組み、持
続的発展を達成します。

コンプライアンスの徹底と社会正義・企業倫理の遵守
当社グループでは、「社会正義と企業倫理の遵守」

を経営の最重要事項の一つと位置づけ、コンプライア
ンスを基本とした経営を進めています。経営理念を具
体化する上で従業員が考え行動するための指針として
制定した「私たちの行動規範と実践の手引き」に基づ
き誠実に行動し、その徹底に努めていきます。

ステークホルダーとの対話の推進
国連は2030年までに世界が達成すべき17項目を

定めたSDGs（持続可能な開発目標）を採択、政府は
首相を本部長とする「SDGs推進本部」を2016年に
発足させました。企業のESG（環境・社会・ガバナン
ス）に対する取り組みへの関心がさらに高まるものと
考えられます。そのような状況下、当社グループへの
期待・課題を的確にとらえ、それらを企業活動に反映
させていくためには、ステークホルダーの皆様との対
話が重要です。様々な場面での対話に加えて、当社グ
ループ全体で行っているアルミ缶回収活動や各事業場
周辺で行われている行事への参加など、地域社会に貢
献する具体的活動を通じて、さらに対話を深めていき
ます。

当社グループ社員一人ひとりの心に根付いたCSR
活動により、社会的責任を果たし、社会や人々の願い
や夢をわれわれの力で一つでも多く実現し、豊かさと
持続性が調和する社会の創造に貢献してまいります。

昭和電工グループでは、2016年から新たな中期経
営計画をスタートし、2018年までの3年間、「安全・
安定操業の実現と持続的発展の獲得」、「コンプライア
ンスの徹底と社会正義・企業倫理の遵守」、「ステーク
ホルダーとの対話の推進」を軸にCSR活動を進めてい
くことにしています。

執行役員 CSR部管掌

長井 太一

＊「創る安全」活動
　過去の事故・トラブルを解析して再発を防止する当社グループの独自活動

CSRマネジメント

一人ひとりの心に根付いたCSR
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昭和電工グループは、現在推進中の中期経営計画
「Project 2020＋」において、当社グループの製品・
技術が、地球環境やエネルギー・資源問題等の社会的
課題の解決に貢献できるように事業を進めています。

特に「Project 2020＋」期間においては、「レス
ポンシブル・ケア」、「リスク管理・環境経営」、「企業
倫理・コンプライアンス」、「ステークホルダーとの対
話」および決定したマテリアリティに重点を置いた活
動を進めていきます。

当社グループの考えるCSRとは、「全社員が、経営
理念のもと「私たちの行動規範」に基づき誠実に行動
し、事業活動を通じて社会に貢献すること」です。

当社グループは、製品・技術・サービスの提供によ

り、豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献して
いきます。

昭和電工では経営会議メンバーが出席するCSR会議
を設置し、経営の施策とCSRを連動させる体制として
います。CSR会議の下にはレスポンシブル・ケア推進
会議、リスクマネジメント推進会議、人権・企業倫理
推進会議、IR推進会議を置き、CSRに関する個別案件
の企画・立案およびCSR会議への上程事項の審議を
行っています。

また、各事業部・事業場がそれぞれ行う人権・企業
倫理・コンプライアンス、リスクマネジメント、レス
ポンシブル・ケアなどの各CSR活動は、CSR部、環
境安全室、品質保証室、総務・人事部、広報室がス
タッフ部として支援する体制としています。

CSR部では、CSR会議の事務局、CSRに関する基
本方針・総合施策の立案・総括、CSR関連情報の収
集、グループにおけるリスク管理の総括などを行って
います。CSR部のもとに環境安全室および品質保証室

を設置し、環境、安全、品質保証などのレスポンシブ
ル・ケア活動を推進しています。人権・企業倫理・コ
ンプライアンスは総務・人事部が、CSRコミュニケー
ションは広報室が担当し、個別方針・施策を提案、活
動を行っています。

CSR推進体制

中期経営計画

2016～2018年　グループCSR方針
全社員が、経営理念のもと『私たちの行動規範』に基づき

誠実に行動し、事業活動を通じて社会に貢献すること
①安全・安定操業の実現と
　持続的発展の獲得
　・低炭素社会に適合する事業基盤の強化
　・CO₂ 削減と資源循環に貢献

②コンプライアンスの徹底と
　社会正義・企業倫理の遵守
③ステークホルダーとの
　対話の推進

「豊かさと持続性が調和する
社会の創造に貢献」

▪CSRの推進体制図

CSR会議

IR推進会議
人権・企業

倫理
推進会議

リスクマネジメント
推進会議

レスポンシブル
・ケア

推進会議

事業部・事業場

スタッフ部
CSR部 総務・人事部
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CSR活動ハイライト

環境

社会

昭和電工グループは、地球温暖化防止や資源保護の
観点から、温室効果ガスの削減や省エネルギー施策を
推進しています。また、大気・水質・土壌汚染防止の
ために、燃料転換や製造プロセスの改善などを通じ
て、化学物質の排出量削減に取り組む他、廃棄物発生
量の抑制、再使用、有効利用などの取り組みを進め、
ゼロエミッション（最終埋立処分量が発生量の1%以
下）の達成を継続しています。

昭和電工グループは、ステークホルダーの皆様との
信頼関係の構築に努めています。例えば、私たちの技
術や人材、設備を活用した地域社会への貢献活動とし
て、特に次世代を担う子どもたちへ向けた化学実験教
室や工場見学会などを積極的に行っています。

またダイバーシティの取り組みも進めており、当社
グループで働く全ての人材が、多様な価値観を尊重
し、いきいきと活躍できる職場環境の構築を目指して
います。

▪ 産業廃棄物埋立率（2016年度 昭和電工グループ＊）

▪ 温室効果ガス排出量（2016年度 昭和電工グループ＊）

▪ 障がい者雇用率の推移（2016年度 昭和電工単体）

昭和電工（株）HD事業部、（一社）日本化学工業協
会より2016年RC表彰を受賞

アルミ缶リサイクル活動

昭和電工（株）HD事業部および昭和電工エレクトロニク
ス（株）では、2011年の東日本大震災以降、HD製造工場
における省エネルギーへ取り組みを強化した結果、2010
年比で2014年の電力使用量を約25％削減しました。

昭和電工グループでは、アルミ缶リサイクル活動を行っ
ています。社員が回収したアルミ缶は、会社により買い
上げられます。買い上げた缶は、グループ会社の（株）昭
和アルミニウム缶リサイクリングセンター、その他に売
却しています。本活動で得た売却益は、地域ごとにさま
ざまな施設や団体に寄付しています。

▪女性管理職数・比率（2016年度 昭和電工単体）

合計

2,687
kt-CO₂

CO₂（エネルギー起源）   2,545kt-CO₂

 2.64％

女性管理職数

 26人

0.32%

比率

 0.71％

CO₂（非エネルギー起源）        85kt-CO₂
その他6ガス　　　　　         57kt-CO₂

HD事業部のみなさんによる記念撮影

小山市社会福祉協議会「どんぐり基金」への寄付（小山事業所）

＊グループ会社の範囲は、Webサイト上のバウンダリーを参照ください。
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安全

化学企業である昭和電工グループにとって、安全は
全てに優先して取り組む事項であり、「創る安全」活動＊1

を継続し、労働災害、設備事故、環境トラブルの未然
防止に努めています。
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▪ 従業員休業災害度数率の推移

中央労働災害防止協会から会長賞を受賞
2016年10月、昭和電工（株）は、中央労働災害防止協

会の「平成28年度会長賞」を受賞しました。
当社は、独自に作成した「創る安全チェックリスト」を

活用した「創る安全」活動の推進や、労働安全衛生マネジ
メントシステムの導入により顕著な成果をあげたことなど
が評価され、今回の表彰となりました。

＊1「創る安全」活動
　   過去の事故・トラブルを解析して再発を防止する当社グループの独自活動

＊2グループ会社の範囲は、Webサイト上のバウンダリーを参照ください。
第75回全国産業安全衛生大会で行われた表彰式

CSR調達

各種認定

「プラチナくるみん」認定を取得
昭和電工（株）は、社員の子育てにより高い水準で取り組んだ企業として、厚生労働省東京

労働局より「プラチナくるみん」の認定を受けました。
「プラチナくるみん」は「くるみん」認定企業のうち、より高い水準での取り組みを行って

いる企業が受けることができます。

昭和電工のCSR調達は、「昭和電工グループCSR調達ガイドライン」（http://www.sdk.co.jp/about/purchase/
csr.html）を調達先（パートナー）の皆様と共有し、その遵守を求めることで、お互いの企業価値を向上させることを目
指すものです。ガイドラインは、当社がパートナーに求めるCSRの取り組みを具体化したもので、当社はその遵守状況
の確認のため、「自己診断」、「CSR訪問」、「フォローアップ」の3つの活動を行っています。

「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定
昭和電工（株）は2017年2月に「健康経営優良法人〜ホワイト500〜」に認定されました。
当社グループでは、今後も従業員やその家族の健康維持・増進に向けた取り組みを実践し

ていきます。


