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CSR責任者メッセージ

執行役員 CSR部管掌

長井 太一

CSRマネジメント

一人ひとりの心に根付いたCSR

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。

＊「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
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CSR方針

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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持続可能な社会を実現するために、社会的に影響の
ある項目について自社・外部双方の視点から、重要性

（マテリアリティ）を評価し、14のマテリアリティを
定めました。

決定したマテリアリティは、当社グループの中長期
的な経営課題にも合致しています。

下図は、左側に当社グループのマテリアリティおよ
び、ISO26000中核課題、右側に当社グループの中
長期的な経営課題を明示したものです。これまで自社
で使ってきた言葉とマテリアリティの関係性を示し、
グループ内への周知を図っています。

当社グループにおける重要項目（マテリアリティ）

製品・技術・サービスの提供
社会への貢献

サステナビリティの重視
豊かさと持続性の調和する
社会の創造に貢献

社会課題の解決に向けたソリューションの提供

省資源・省エネルギー・地球環境の保全

無事故・無災害の実現

化学品安全・品質保証

設備安全・大規模災害への対応

社会正義と企業倫理の遵守

社員の多様性を尊重、活かした経営

経営の健全性・実効性・透明性の確保

地域社会への貢献

製品・技術・サービスの提供

レスポンシブル・ケアの強化

安全・安定操業

保安防災の徹底

製品安全の確保

リスク管理の徹底
コンプライアンスの徹底

ダイバーシティの推進

コーポレート・ガバナンスの充実

環境

保安防災 *

消費者課題

公正な事業慣行

労働慣行・人権

組織統治

企業倫理 *

マテリアリティ （ISO26000）中核課題 中長期的な経営課題

コミュニティへの参画

汚染予防

持続可能な資源利用

気候変動への対応

設備安全

消費者の安全衛生の保護

知的財産権の尊重

企業倫理の徹底

労働安全衛生

労働環境・条件の整備

人材育成・訓練

意思決定のプロセス・構造

必要不可欠なサービスへのアクセス

社会からの要請は高いが、
自社の貢献が難しい項目

社会からの要請も、
自社の重要度も高い項目

当面の対応は不要と
判断された項目

社会からの要請は低いが、
自社にとっての重要度が

高い項目

ステーク
ホルダー
にとって
の重要性

当社にとっての重要性

＊斜体の課題はIOS26000の中核課題にはない文言ですが、当社にとっては
重要性が高い課題として入れています。

マテリアリティ

CSRマネジメント
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マテリアリティと主なステークホルダーおよびSDGsとの関係

「持続可能な開発目標（SDGs）」とは、2015年9月
に行われた「国連持続可能な開発サミット」において
採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」に盛り込まれた17の目標です。2016年1月1日
より発効しています。

昭和電工グループも、事業を通じて貢献可能な項目
についての取り組みを進めるとともに、ステークホル
ダーの皆様の考える重要性の一端とも捉え、マテリア
リティに反映してまいります。

SDGｓと当社グループのかかわり

マテリアリティ マテリアリティに選定した理由 関連する
SDGs

関係するステークホルダー 該当
ページお客様 お取引先 従業員 株主 環境 地域社会

製品・技術・
サービスの提供

製造業である当社が社会に貢献する最も基本
の部分なため

2 3 4
6 7 8 
9 � �
�

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 14-19

コミュニティへの参画
社会貢献・地域社会との共存共栄といった観
点で重要性が高いため ◯ 42-45

汚染予防
気候変動の緩和や資源の有効利用等をはじめ
とする地球規模の環境問題への取り組みは重
要性が高いため

7 � � 
� �

◯ ◯ 56-57

持続可能な資源利用 ◯ 52,57

気候変動への対応 ◯ ◯ 53-55

設備安全
保安防災や設備安全という項目はISO26000
の課題では取り上げられていないが、化学企業
である当社としては非常に重要性が高いため

8 � � ◯ ◯ ◯ 58

消費者の安全衛生の保護
化学品安全、製造物責任、品質保証も含め、化
学企業である当社としては重要性が非常に高
いため

� ◯ 60-61

必要不可欠なサービスへ
のアクセス

社会インフラとして必要な製品の安定供給
（エコアンや次亜塩素酸ソーダ、黒鉛電極な
ど）を扱っていることから、重要性が高いと判
断したため

6 � ◯ ◯ 58

知的財産権の尊重
成果の速やかな事業化のためには、自社・他
社における知的財産権の尊重が重要なため 9 ◯ ◯ 28

企業倫理の徹底
社会からの信頼を獲得・維持するため、私た
ち一人ひとりが高い倫理意識を持ち行動する
ことは重要性が高いため

� ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 35

労働安全衛生
災害ゼロの達成、グループ社員の安全を確保
することは、重要性が高いため

5 8 �

◯ 59

労働環境・条件の整備
社員をはじめとするステークホルダーとの関
係において、多様性や人権を尊重することが
重要なため

◯ ◯ 64-66

人材育成・訓練
人材の確保と育成、雇用の多様化に取り組む
ことは重要性が高いため ◯ 65

意思決定の
プロセス・構造

社会的責任への経営のコミットメント、方針・
戦略・目標の策定、統治プロセスの確立など、
コーポレートガバナンスの根本部分であり、
重要性が高いため

� ◯ 29-33
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ステークホルダーとのかかわり

昭和電工グループはすべてのステークホルダーの皆様に対し、社会的責任を果たし、信頼・評価される企業である
ことを目指しています。ステークホルダーの皆様への責任を明らかにするとともに、対話を通じて当社グループへの
期待や課題をとらえ、それらを企業活動に反映させていきたいと考えています。

ステークホルダーとのかかわり

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
営業活動 Webサイト
展示会 ニュースリリース
サービスセンター CSRレポート
工場視察 昭和電工レポート

製品パンフレット
安全データシート
広告宣伝

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
購買活動 Webサイト
CSR訪問 ニュースリリース
自己診断 CSRレポート

昭和電工レポート

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
決算説明会 Webサイト
事業説明会 ニュースリリース
株主総会 CSRレポート
ネットカンファレンス 昭和電工レポート
各種セミナー 決算短信　
IR活動 有価証券報告書

決算説明資料
アニュアルレポート
株主の皆様へ

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
事業所説明会 Webサイト
レスポンシブル・ケア地域対話 ニュースリリース
環境モニター CSRサイトレポート
実験教室 昭和電工レポート

CSRサイトレポート　
事業所だより

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
MB－OJT（目標によるマネジメント） Webサイト
労使協議 ニュースリリース
家族見学会 CSRレポート

昭和電工レポート
グループ報（冊子、Web）
ポータルサイト

機関投資家向け決算説明会

昭和電工本社および川崎事業所合同家族見学会

ステークホルダーとのコミュニケーション

当社グループは、お客様のニーズにお応えした安
全・安心な製品とサービスを提供し、当社グループの
製品・サービスに満足し、繰り返し購入していただく
ことを目指しています。

当社グループは、パートナーの皆様に当社グループ
との取引に信頼感を持っていただくとともに、共存共
栄の関係を維持することを目指しています。

当社グループは、地域・行政の皆様に当社グループ
の安全・安定操業に信頼をお寄せいただけるよう努力
しています。

当社グループが働きがいのある職場、誇りの持てる
企業となることを目指しています。

当社グループは、当社グループの業績に満足し、安
定的に株を保有していただくことを目的として、コ
ミュニケーションを図っています。

お客様との対話 パートナーの皆様

地域・行政の皆様

社員およびご家族

株主・投資家との対話
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昭和電工（株）東長原事業所 出前授業
（2016年11月）

昭和電工（株）本社 東日本大震災復興支援
（2016年8月）

昭和電工（株）大町事業所 青木湖清掃
（2016年8月）

コミュニティへの参画

昭和電工グループでは、化学や環境に関する出前授
業、地域の皆様と協働での環境保全活動、アルミ缶リサ
イクル活動など、当社グループに特有な活動を行い、コ
ミュニケーションを通じて地域への貢献を果たします。

基本的な考え方

2016年も、各地で様々な取り組みを行いました。

教育関連
当社グループは、「化学」への理解と関心を深めてい

ただくことを目的に、事業場が立地する地域の小中学
校への出前授業、大学生
を含めた学校関係者の工
場見学やインターンシッ
プの受け入れなど、教育
に関する取り組みを積極
的に行っています。

事業所周辺の環境整備
当社グループでは事業場

周辺の環境に配慮し、地域
住民の皆様や地元自治体と
協働で美化活動を行ってい
ます。

地域発展・福祉
当社グループはイベントや都市計画、街づくり活動

への参加・協力、中小企業に対する技術指導・支援、
雇用や商品・資材の地元
調達などにより地域経済
発展への貢献に努めてい
ます。また、福祉関連な
どの活動を通じて地域社
会への貢献を図っています。

アルミ缶リサイクル活動
昭和電工グループでは、1972年からアルミ缶リサ

イクル活動を行っています。2016年は、グループ社
員の活動への参加率が98.9％と最高記録を更新しま

その他
事業場の活動について紹介するサイト情報誌の発行

や、近隣住民の方々を対象にした工場見学の開催、文
化・スポーツ振興等に関しての支援など、地域社会と
のコミュニケーションを図っています。

2016年の取り組み 98.998.9

2012 2013 2014 2016（年度）2015

（％）

96.6
98.3 98.8

0

90

95

100

94.3

▪アルミ缶リサイクル活動参加率

　　

大分コンビナート　CSRレポートを発行

昭和電工（株）大分コンビナートでは、従来の環境や安
全中心のRCレポートの内容を見直し、今年からCSRレ
ポートを発行することとしました。

これは地域の方から、昭和電工が何をしているのか関
心があるという声をいただいたり、当社も地域の方に当
社のことを知ってもらいたいという想いからです。

化学や大分コンビナートを知らない方にもわかりやす
い内容にすることを心がけて、大分コンビナート内の女性
社員中心でプロジェクトを組んで取り組みました。メン
バーでディスカッションを繰り返し、親しみの感じられる
柔らかいトーンで、写
真も多用したレポート
とすることができまし
た。８月の大分コンビ
ナートでの家族見学会
以降、ご来場いただい
た皆様にお渡しする予
定です。

した。社員が回収してきたアルミ缶は、会社により買
上げられます。買上げた缶は、グループ会社の（株）
昭和アルミ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。

プロジェクトのメンバーと今回作成した
レポート
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ステークホルダーダイアログ

昭和電工（株）川崎事業所のある神奈川県川崎市は
経済産業省からエコタウンとして認定されています。

エコタウン事業とは、「ゼロ・エミッション構想」
を地域の環境調和型経済社会形成のための基本構想と
して位置づけ、併せて、地域振興の基軸として推進す
ることにより、先進的な環境調和型のまちづくりを推
進することを目的とした事業です。

昭和電工（株）川崎事業所はこの構想に賛同し、使
用済みプラスチックからアンモニアの原料である水素

の安定供給を目的とした、プラスチック・ケミカルリ
サイクル施設を立ち上げ、2003年から事業をスター
トしています。当社ではこの施設をKPR（川崎プラス
チックリサイクル）と呼んでいます。

KPRプラントでは、各自治体で収集された使用済み
プラスチック容器・包装材等を高温で分解し、その成
分を主にアンモニア製造用原料ガスへ転換します。ア
ンモニアは、KPRプラントに隣接する設備で生産され
ています。

当社では、このKPRの取り組みをより広く知って
いただくために、プラントの見学会も行っています。

容器包装プラスチックの例と、当社KPRで減容化された成型プラ、そして身近な
アンモニア製品として虫刺され薬も展示しています。下は容器包装プラスチック
のベールの実物大のイメージ。奥のパネルで当社KPRの紹介もしていただいて
います。

ステークホルダーの皆様とともに
使用済プラスチックのリサイクル事業を例に

環境調和型のまちづくりのために

を交えて学習してもらい、その内容を家庭での実践につなげる
ことで、家族への分別意識向上も図っています。

当センターの熱回収施設およびリサイクルセンターでは脱硝
用に昭和電工（株）のアンモニアを使っています。市民の方が分
別して出した使用済みプラスチックが、今度は当センターの排
気ガスをきれいにするために使われています。市民の方にも分
別が役立っていることが理解しやすい仕組みで、とてもよいサ
イクルだと思っています。

埼玉県ふじみ野市は、埼玉県内の
市で一人あたりの家庭ごみの排出量
が一番少ない市です。これはかつて
清掃センターの老朽化が問題となっ
た際、市をあげてごみの減量、リサ
イクルに取り組んだ成果です。特徴
的なのは「新聞」と「雑誌・雑がみ」
を分けて回収していることです。お
菓子の箱やトイレットペーパーの芯
など、通常だと燃えるごみに出しが

ちなものを分けて回収することで、燃えるごみの量を減らす取
り組みを行っています。

現在、ふじみ野市の家庭ごみは、昨年オープンしたばかり
のふじみ野市・三芳町環境センターに集められます。このセン
ターには、啓発施設として「環境学習館えこらぼ」が併設され
ています。

えこらぼでは、特に子どもたちへの教育活動に力を入れてお
り、ふじみ野市と三芳町の小・中学生の社会科見学を積極的に
受け入れています。家庭ごみの処理の状況や分別について実物

ステークホルダーの声：埼玉県ふじみ野市・三芳町環境センター 

お話をお聞きしたふじみ野市・
三芳町環境センター 所長 
矢澤様、久保田様
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ステークホルダー
とのかかわり

レスポンシブル•ケアCSR活動ダイジェストCSRマネジメント 人権・労働慣行取引先とのかかわり
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低炭素社会の実現に貢献
今後の低炭素社会の実現に向けて、KPRの存在価値

は一段と高まってきています。
2015年7月には、当社と川崎市は、低炭素水素社

会の実現に向けた連携・協力について合意し、協定を
締結しました。両者で使用済みプラスチック由来低炭
素水素を活用した環境負荷の少ない低炭素な水素社会
の実現を目指して、地域実証なども行っています。

アンモニアとは
アンモニアは世界で最も生産量の多い化

学合成品です。主に、肥料用、合成繊維や

樹脂の原料、火力発電所や清掃工場などか

ら排出される大気汚染物質の脱硝用（窒化

酸化物の除去）として使われています。

当社のアンモニアは、KPRの原料を基に

環境に配慮して生産していることから「エ

コアンR」（エコロジーなアンモニア）という

名称です。

❖ Mr.Tim Hornyak　Japan Times記者

私は、昭和電工の川崎事業所において、ケミカルリサイク
ルのプラントが排出物を発生させることなく、使用済みプラ
スチックから有益な素材をつくり出せることに感銘を受けま
した。

より良い地球環境を次世代に引き継ぐために、産業界が製
造工程のゼロエミッション化に取り組んでいくことを期待し
ます。

❖ 特定非営利活動法人かわさき創造プロジェクト
分別したゴミがどうなっているのか知らなかったので勉強

になりました。また、川崎事業所で作られているものが意外
と身近な製品に使われていることが分かり驚きました。

ごみの捨て方についても考えさせられ、これからはもっと
きちんと分別しなければと
気を新たにしましたし、子
どもたちも見学に連れてき
たいと思いました。（見学
者の皆さんにお聞きした感
想をまとめました）

破砕成形

使用済プラスチック
成型プラ 

合成ガス CO₂分離 圧縮・循環 合成

改質化石燃料（ナフサなど）

アンモニア
ガス化 アンモニア製造

使用済プラスチックからアンモニアを作る

リサイクルの仕組み
アンモニアは通常、ナフサをはじめとする化石燃料

等を分解した水素から製造されます。石油から生まれ
たプラスチックもこのプラントでガス化によって水素
に戻ることにより、従来品と同等のアンモニア原料とし
て使用することが可能となります。

製造中に排出される副生物は有効利用しています。
中でも二酸化炭素はグループ会社で精製され、炭酸飲
料向けやドライアイスなどとして販売されます。使用
済みプラスチックを無駄にすることなく、ほぼ100％再
利用しています。

ステークホルダーの声：KPR見学者

エコマーク認定を受けてます

KPRで行うケミカルリサイクルは使用済みプラスチックを燃料目的では
なく製品として市場へ供給していること、また一般消費者が行う分別という
行動が、資源循環として製品に結び付いた取り組みであることが高評価を得
て、エコマークの認定を受けています。（左からエコマークアワード、エコ
マーク）


