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昭和電工は、「環境・安全・健康」に関する経営方
針である「レスポンシブル・ケアに関する行動指針」
を1995年3月に策定し、この行動指針に基づき活動
を推進しています。

また当社は、2005年に「レスポンシブル・ケア
世界憲章（RC世界憲章）」に署名し、その支持と実行

レスポンシブル・ケア推進会議（RC推進会議）は
CSR会議のもとに配置され、レスポンシブル・ケア
に関する重要事項を事前審議しています。

2017年2月現在、本社、13事業部、15事業所、
3支店、事業開発センターおよび主要グループ会社

を表明しました。その後RC世界
憲章は2014年改訂版が策定され
たため、2014年に改訂RC世界
憲章に署名し、国際的に協調して
RC活動を進めていくことを表明
しました。

15社*でレスポンシブル・ケアを推進しています。
また、海外グループ会社（製造業）についても、レ

スポンシブル・ケアにかかわる実績の把握と現地指導
を行い、対象範囲の拡大を進めています。

レスポンシブル・ケア：マネジメント

レスポンシブル・ケア行動指針

推進体制

レスポンシブル・ケア
世界憲章認証書

レスポンシブル・ケアに関する行動指針
(昭和電工グループ行動指針)

1. 製品の全ライフサイクルにおいて、安全および健康を確保し
環境を保護する観点から、事業活動を継続的に見直すととも
に改善に努める。 

2. 生産活動において、従来型の環境保全はもとより、原料転換、
省エネルギー、廃棄物の減量・再資源化、化学物質の
排出量削減等を推進し、地球環境との調和による持続的
発展に努める。 

3. 新製品開発、新規事業、設備の新設・増設・改造において、
安全と健康の確保および環境の保護に配慮する。 

4. 安全と健康の確保および環境の保護に寄与する研究開発、
技術開発を推進し、代替製品・新製品の事業化の推進を図る。

5. 製品や取り扱い物質の安全・健康・環境面の影響に関する
リスク評価およびリスク管理の充実を図るとともに、安全な
使用と取り扱いに関する情報を、ステークホルダーに提供する。

6. 海外事業、技術移転、製品の国際取引において、安全と
健康の確保および環境の保護に配慮する。 

7. 国際規則および国内関係法令等を遵守するとともに、
国際関係機関、国内外の行政機関等への協力に努める。

8. 安全と健康の確保および環境の保護に関する諸活動に
積極的に参加するとともに、社会との対話を深め、理解と
信頼の向上に努める。

＊昭和電工と一体となってレスポンシブル・ケアを推進しているグ
ループ会社は以下の通りです。

　 鶴崎共同動力、昭和電工セラミックス、塩尻昭和、昭和電工パッ
ケージング、昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電工エ
レクトロニクス、ユニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リサイク
リングセンター、ハイパック、昭和電工ガスプロダクツ、クリーン
エス昭和、信州昭和、フロンティアカーボン

▪ レスポンシブル・ケア推進体制図

CSR会議 RC推進会議 アルミ缶リサイクル推進分科会

保安対策委員会

CSR部

社長

監査役会

環境安全室

事業部等（事業部・支店・本社等）

個別テーマ担当（分科会）

事務局（環境安全部門）
または環境安全責任者

RC統括者 推進委員会等

※参考図、但し事業場ごとに定める

事業場（当社グループの製造拠点・研究開発拠点等）

事業場体制
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当社および主要グループ会社事業場は、次のような
監査の実施により、活動の評価や改善を進めています。

当社グループは、環境マネジメントシステムの改善
と環境負荷の低減などに継続して取り組んでいます。

（認証取得事業場一覧は当社Webサイトに掲載して
います。）

労働安全

当社グループは、レスポンシブル・ケアに関する行
動計画を立て（Plan）、実行し（Do）、結果を監査し、
評価を行い（Check）、経営者による見直しを経て、
次の目標、行動計画に反映する（Act）というPDCAサ
イクルを活用し、継続的改善に努めています。

当社グループは、入社時や昇格時などに、労働安全
衛生・環境保全・コンプライアンスを中心としたレス
ポンシブル・ケア教育を実施しています。また、環境
マネジメントシステム内部監査員および労働安全衛生
マネジメントシステムの内部監査員についても、養成
研修を毎年定期的に実施し、人材育成に努めています。

▪ PDCA サイクル

PDCA サイクル

教育体制

監査体制

環境マネジメントシステム

経営方針
目標設定

継続的改善
経営者による
見直し

内部監査
成果評価

行動計画

実施

P

DC

A

新任製造課長等RC研修会

2016年10月24、25日、大分コンビナートにて新任
製造課長等RC研修会が開催され、昭和電工グループか
ら23名の新任課長等が参加しました。

大分コンビナートの実際の設備・作業に関するリスク
アセスメントのグループワークの他、過去の事故災害事
例からの教訓など
を通じて、現場管
理者としての責任
やリーダーシップ
の重要性について
の業務心構えを再
認識しました。

自己監査
自己監査では、レスポンシブル・ケアのシステムお

よび実施状況をチェックリストに基づき事業場自らが
評価し、次年度の目標と行動計画に反映させて継続的
改善を進めています。

事業場監査
事業場監査では、CSR部環境安全室が当社および

主要グループ会社のレスポンシブル・ケアに関する
評価を行うとともに、改善を進めています。2016年
は、33事業場（本支店・事業部含む）の監査を実施し
ました。また、これらの結果はCSR会議で審議され、
全社およびグループ会社の方針、目標および計画に反
映しています。
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昭和電工グループは、2、3年ごとにレスポンシブ
ル･ケア中期行動計画を定め、それに基づいて年間行
動計画を定めています。

全事業場は本行動計画に基づいて、事業場の実態に
合った具体的な行動計画を作成し、レスポンシブル

･ケアを推進しています。
主な取り組みについての2016年の目標・実績・評

価、および2017年の目標は以下のとおりです。
目標の達成に向け、今後とも取り組みを活性化して

いきます。

レスポンシブル・ケア：行動計画

項目 2016年の方針･計画 2016年の結果・実施状況 評価 2017年の方針･計画

環
境
保
全

環境管理　

方針 環境異常の発生無し
◦昭和電工グループ環境異常4件発生
◦環境トラブル未然防止チェックリストの活用
◦各事業場でリスク低減の取り組み実施
◦緑地の適正確保、排水の環境負荷低減への取り

組み等、各事業場の実態に合わせて検討・実施

△

方針 環境異常の発生無し

計画
◦「創る安全」活動の浸透
◦環境リスクの排除
◦生物多様性に配慮した事業活動

計画
◦「創る安全」活動の浸透
◦環境リスクの排除
◦生物多様性に配慮した事業活動

地球温暖化
防止対策

方針 エネルギー原単位の継続的改善 ◦ベンチマーク（ソーダ）について未達成
◦定期報告実施 △

方針 エネルギー原単位の継続的改善

計画 省エネの徹底 計画 省エネの徹底

方針 低炭素社会実現に向けた、GHGの低
減と省エネの推進

◦GHG排出実績：2005年比単体30%削減、
グループ26%削減

◦特定荷主のエネルギー消費原単位2015年実
績、2016年削減計画行政報告

◎
方針 低炭素社会実現に向けた、GHGの低

減と省エネの推進

計画 エネルギー電力原単位の年次推移把握
とベストプラクティスの共有 計画 エネルギー電力原単位の年次推移把

握とベストプラクティスの共有

産業廃棄物
の削減

方針 ◦ゼロエミッション継続
◦循環社会への貢献 ◦ゼロエミッション継続

◦埋立処分量：単体254t（2015年比498t減）、
昭和電工グループ323t（2015年比528t減）

◎
方針 ◦ゼロエミッション継続

◦循環社会への貢献

計画 汚泥有効利用拡大等による埋立処分
量の削減 計画 汚泥有効利用拡大等による埋立処分

量の削減

方針 循環社会への貢献
◦プラスチックケミカルリサイクル生産実績：2015

年比10.3%増
◦紙リサイクル率（本社）83.6%（2015年比0.3%

増）
◦アルミ缶リサイクル：グループ参加率98.9%、持

込缶数585缶/人・年

○

方針 循環社会への貢献

計画 リサイクルの推進 計画 リサイクルの推進

化学物質排
出量の削減

方針 化学物質排出量削減 ◦日化協PRTR総排出量：163t（2015年比
5%減）

◦有害大気汚染物質排出量：14ｔ（2015年比
2%減）

◦5t/年以上排出する4物質と総排出量10t/年
以上の2事業場で削減できず

○

方針 化学物質排出量削減

計画
5t/年以上排出する化学物質および総
排出量10t/年以上の事業場の排出量
低減

計画
5t/年以上排出する化学物質および
総排出量10t/年以上の事業場の排
出量低減

水資源リスク
対応 計画 リスクの発生確率、事業場への影響把

握 国内事業場の調査を実施 ◎ 計画
◦リスクの発生確率、事業場への影響  

把握
◦海外事業場の調査を実施

保
安
防
災

設備安全

方針 設備事故フリーの実現
◦昭和電工グループ設備事故4件発生（火災1

件、漏洩１件、破損2件）
◦設備事故予防チェックリストの横展開計画を全

事業場で完了
◦保安力評価（大分、川崎、伊勢崎、龍野）後の改

善計画を作成し取り組み継続実施
◦非定常時のリスクアセスメント実施継続（スター

トアップ、シャットダウン、緊急停止時等）
◦エンジニアリング審査によるHRM物質のリス

ク確認実施継続
◦防災訓練、内部監査は各事業所で計画的に実

施
◦重要設備（高圧ガス、危険物、建築物）の液状

化対策・耐震強化計画の策定、推進
◦重合性物質による災害発生防止のため、断熱

型暴走反応熱量計（ＡＲＣ）の導入
◦高圧ガス認定事業所（大分）において、認定を

継続更新（2016年1月）

△

方針 無事故の実現

計画

◦「創る安全」活動の完全定着
◦設備事故予防チェックリスト横展開

計画の完遂
◦発生事業所での再発防止策の網羅

性向上
◦設備事故リスク抽出手法の確立・実行
◦HRM＊１審査の定着
◦非定常状態・作業時のリスクアセス

メント実施方法の検討
◦重要設備・施設の地震対策の維持、

向上　
◦防災訓練、教育の計画的な推進
◦高圧ガス認定事業場のPDCA維持、

向上

計画

◦変更管理システム（設備新設改廃審
査等）の強化

◦非定常時のリスクアセスメントの実
施方法検討継続

◦耐震・津波対策の継続　
◦防災訓練、教育の計画的な実施推進
◦高圧ガス認定事業場の監査、教育、

検査方法のレベルアップ

◎目標達成または順調に推移（100%）　　○ほぼ目標達成（80%以上）　　△目標未達成（80%未満） （範囲の記載の無い数値データは当社単体の値）
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労働安全
項目 2016年の方針･計画 2016年の結果・実施状況 評価 2017年の方針･計画

労
働
安
全
衛
生

労働安全

方針
◦安全文化の醸成
◦各事業場休業・不休災害ゼロの達成

と継続 ◦昭和電工グループ従業員休業災害2件（2015
年2件）、不休災害2件（2015年2件）発生

◦昭和電工グループ従業員休業災害度数率：
0.15（2015年0.15）

◦昭和アルミニウム缶（株）小山・彦根・大牟田工
場が外部安全表彰受賞

△

方針
◦安全文化の醸成
◦各事業場休業・不休災害ゼロの達

成と継続

計画

◦グループ従業員休業度数率0.1以下
◦危ない設備、作業の撲滅
◦教育訓練による安全感度維持向上
◦労働安全衛生マネジメントシステム

の維持・更新・見直し

計画

◦グループ従業員休業度数率0.1以下
◦危ない設備、作業の撲滅
◦教育訓練による安全感度維持向上
◦非定常作業における災害、行動災

害防止強化
◦プロセス、作業変更における事前審

査の徹底

労働衛生
方針 業務上疾病＊２の発生ゼロ

◦業務上疾病の発生ゼロ
◦熱中症対策の充実 ◎

方針 業務上疾病の発生ゼロ

計画 ◦衛生管理体制の強化
◦作業環境・作業方法の改善 計画 ◦衛生管理体制の強化

◦作業環境・作業方法の改善

健康管理

方針 従業員のこころとからだの健康保持・
増進

「昭和電工グループいきいき健康づくりプラン」
活動実績【ベンチマーク（2012年）と比較】
①生活習慣病の予防
　◦血圧・脂質・血糖の有所見率はともに上昇
　◦「大腸がん」は上昇、「胃がん」・「乳がん」・「子　　
　　 宮頸がん」の受診率は低下
②メンタルハイリスク者の割合は減少
③生活習慣の改善は引き続き努力が必要な結果
　◦「適正体重者」の割合は減少し、「運動習慣の

ある人」は増加、「睡眠による休養が不十分
な人」は微減し、「長時間労働者」は増加

　◦「1時間以上歩行する人」は増加し、「喫煙」
は減少

　◦「多量飲酒者」、「毎日飲酒者」はともに増加
④事後フォロー100%は未達成

△

方針 従業員のこころとからだの健康保持・
増進

計画

昭和電工グループいきいき健康づくり
プランの推進
①生活習慣病の予防
②こころの健康づくり
③生活習慣の改善
④健康管理の強化

計画

昭和電工グループいきいき健康づくり
プランPhase2の推進

（2017〜2018年） 
①生活習慣病の予防
②こころの健康づくり
③生活習慣の改善
④健康管理の強化
2016年までの目標は変更せず、3つ
の重点項目を設定
 （1）定期健診後のフォロー（医師面談・  　
　   保健指導）強化
 （2）長時間労働削減と医師面談強化
 （3）事業所の実態に即した健康支援　　　
　　活動強化
※有所見率の改善よりも、適切な医師

面談や保健指導により、いきいきと
生活（仕事）ができる状態を創ること
を目指す

化
学
品
安
全

化学物質
管理

方針 管理不良ゼロ

◦昭和電工グループ管理異常3件、管理不良1
件発生

◦化学物質総合管理システム：海外版SDSの機
能拡張およびREACH Volume tracking機
能は2017年運用開始に目途

◦国内外法規制への適切な対応：
①法改正に伴う社内管理体制強化ならびに、

不適切事例の紹介と水平展開
②海外法改正；米国TSCA・CDR（Chemical 

Data Reporting）報告、タイ・有害物質法、
中国・環境管理弁法新規化学物質年次報告、
韓国・化評法年次報告等への対応を実施

◦2016年期限の海外ＧＨＳに対応したラベル・
SDS改訂（インドネシア、ベトナム、タイ等）を実施

◦安衛法改正（2016年6月1日施行）に対応した
ラベル・SDS改訂完了

◦安衛法改正に伴うリスクアセスメントの推進
（研修会開催、対象の明確化）

△

方針 管理不良ゼロ

計画

◦化学物質総合管理システム、製品含
有化学物質管理データベースの充実

◦国内外法規制への適切な対応
◦安衛法改正対応ラベル・SDS＊３の改訂

計画

◦製品における化学物質管理の徹底
　①最新の国内外関連法・ガイドライ
　　ン情報の収集
　②製品提供（新規・既存・輸出）時の　
　　確実な法対応実施
◦化学物質総合管理システム、製品

含有化学物質管理データベースの
充実

◦国内外GHS対応ラベル・SDSの改訂

品
質
保
証

品質保証

方針

製品安全および品質再現性の確保
◦製品事故ゼロ
◦コンプライアンス違反ゼロ
◦重大クレームゼロ･品質ロス削減

①製品上市、サンプル出荷前審査は、必要なもの
について実施し、その結果リスクは低減。新た
なリスク管理の視点でナノ材料に関するルー
ル策定

②品質に関わる法規制や業界自主基準の遵守に
より、製品事故未発生。対応状況は定期的に
確認

③定量的な指標に基づく工程改善の活動により
成果顕現。ベストプラクティスを全社で共有

④過去のクレームを教訓に落とし込み、品質リス
クを抽出・低減、予防へとつなげた結果、クレー
ム件数を2015年比約3割削減

◎

方針

製品安全および品質再現性の確保
◦製品事故ゼロ
◦コンプライアンス違反ゼロ
◦重大クレームゼロ･品質ロス削減

計画

①製品上市審査、サンプル出荷前審査
の確実な実施

②品質に関わる法規制、業界等自主基
準の遵守

③工程能力品質管理による工程安定化
④品質リスクの抽出と対策

計画

①リスク評価によるリスク低減
②自主基準を含めた法規の管理強化
③工程能力品質管理の定着
④“リスクに基づく考え方”の定着

◎目標達成または順調に推移（100%）　　○ほぼ目標達成（80%以上）　　△目標未達成（80%未満）

＊1 HRM（High Risk Material）：特別危険物質　　   
＊2 業務上疾病：労働者災害補償保険法における業務上疾病。事業主の支配下にある状態において有害因子を暴露したことによって発生した症状。  
＊3 SDS（Safety Data Sheet）：安全データシート。化学物質の名称、取り扱い・保管上の注意事項、応急措置などを記載した書面で、化学品の供給者から顧客に渡される資料のこと。 
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2016年の環境負荷実績は次の通りです。

水資源の重要性は世界的な課題として認識されてい
ます。昭和電工グループでは、事業場における水資源
リスク調査を進めるとともに、事業場からの海や川な
どへの排出水について水質の維持・向上をはじめ、水
の効率的な利用を検討し使用量の削減に積極的に取り

組んでいます。
また、安全な水の確保のための次亜塩素酸ソーダの

製造、水力発電所利用水の農業用水への還元などを通
じて、食や農業の安全にも配慮しています。

レスポンシブル・ケア：環境保全

資源の利用と環境負荷

水資源に対する取り組み

INPUT OUTPUT
昭和電工
グループ

産業廃棄物埋立処分量(t)*3

外部減量化(t)
外部有効利用(t)
外部排出量(t)

69(-30)
3,467(-1,238)

5,774(-90)
9,360(-1,308)

( )内は前年比

254(-498)
8,928(-1,411)
10,856(+973)
20,038(-936)

排水量（kt)
日化協PRTR対象物質(t)

日化協PRTR対象物質(t) 0(0) 0(0)

全りん(t)
窒素(t)
COD (t)

3,733(+29)
1(0)
0(0)
1(0)
4(0)

26,620(-2,051)
14(-5)
8(-1)

480(-23)
360(-5)

日化協有害大気汚染物質(t)*2

日化協PRTR対象物質(t)
ばいじん(t)
NOx(t)
SOx(t)
温室効果ガス（kt-CO2)

14(0)
148(-5)
63(-24)

1,255(-158)
324(-36)

2,211(+8)

1(+1)
242(-20)

1(0)
23(-1)

4(0)
475(-9)

土壌排出

産業廃棄物排出

水域排出

大気排出

製品

内部減量化

0t
国内グループ会社

(-484t)
2,805t

(+16,466t)
62,589t

（-233t)
7,903t

内部有効利用

（-8万㎥）
461万㎥
（-124万㎥）

5,411万㎥

原材料

水

エネルギー
（原油換算）
昭和電工単体

昭和電工単体

国内
グループ会社昭和電工単体

国内
グループ会社昭和電工単体

国内
グループ会社昭和電工単体

国内
グループ会社昭和電工単体

昭和電工単体

昭和電工単体

19万㎘
国内グループ会社　*1

国内グループ会社

国内グループ会社

（+1万㎘）

（+1万㎘）

100万㎘

＊1 昭和電工グループ会社の範囲：
　   連結対象関係会社のうち、次の国内製造業9社の合計。昭和電工ガスプロダクツ、昭和電工セラミックス（富山）、昭和アルミニウム缶、昭和電工パッケージング、新潟昭和、

日本ポリテック、昭和電工研装、昭和電工HD山形、昭和電工ファインセラミックス。ただし、温室効果ガス排出量は、昭和電工エレクトロニクス、鶴崎共同動力を含み、温対法
特定排出者として報告義務のない新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、昭和電工ファインセラミックスを除く。 

＊2 日化協有害大気汚染物質排出量は、日化協PRTR対象物質に含まれる。
＊3 産業廃棄物埋立処分量は、その年の生産活動に由来した廃棄物のみ対象とした。 

2015年 2016年

温室効果ガス排出量（kt-CO₂） 445 402

水使用量（万m3） 336 330

排水量（千ｔ） 2,188 2,823

産業廃棄物埋立処分量（ｔ） 3,864 4,748

▪ 海外グループ会社
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2016年の環境会計実績は次の通りです。

労働安全

事業場では、実施している水資源、緑化、地域活動
などの環境保全の取り組みを生物多様性保全の視点で
整理し、取り組むべき課題の抽出を行ってきました。

2016年も、緑地の適正確保・管理計画作成、排水
による環境負荷低減への積極的な取り組み、事業場の
特色を生かした活動の推進、の3項目を中心に調査と
検討を行い、各事業場の立地の特性に合わせた対策を
推進しました。

生物多様性の取り組み環境会計

2016年の取り組み

▪コスト

▪環境負荷低減効果

▪金銭的効果

（百万円）

  設備投資 経費

事業
エリア内
コスト

公害防止
大気・水質・土壌汚染、騒音、
振動、悪臭などの防止にかかわ
る設備投資・費用

494 176 

地球環境
保全

省エネ、温暖化防止、オゾン層
破壊防止にかかわる設備投資・
費用

792 625

資源循環 省資源、廃棄物処理にかかわる
設備投資・費用 137 767

上下流
コスト 　

事業活動の上下流で生じる環境
負荷抑制のための環境保全コス
ト（グリーン購入、製品・容器
包装リサイクルの費用など）

5 17 

管理活動
コスト 　

管理活動における環境保全コス
ト（環境教育、環境マネジメン
トシステムの運用、環境負荷測
定費用など）

0 549

研究開発
コスト 　 環境配慮製品・技術の研究開発

コスト 489 318 

社会活動
コスト 　

事業に直接関係のない社会活動
における環境保全コスト（地域
の自然保護、地域対話、工場見
学の費用など）

25 13 

その他 　 公害健康被害補償費など 20 186 

合計 1,962 2,651

（t）

  1990 年 2016 年

SOx 3,698 324

NOx 3,522 1,255

ばいじん 283 63

COD 786 360

全窒素 607 480

全りん 51 8

廃棄物埋立処分量 19,723 254

（百万円 / 年）

省エネルギー 273

資源循環 472

廃棄物削減 48

その他 1

合計 794

昭和電工（株）徳山事業所では、山口県周南農林事務所主催「まちと森と水の交
流会」に参加しました。

昭和電工セラミックス（株） 富山工場ではヤギによる除草を行っています。

昭和電工は「生物多様性民間参画パートナーシップ*」
に参画し、事業活動が生物多様性に与える影響を評価
し、生物多様性に配慮した活動に努めます。
＊生物多様性民間参画パートナーシップ⋯「生物多様性民間参画パー

トナーシップ行動指針」の趣旨に賛同し、行動指針（1項目以上）に
沿った活動を行う意思のある事業者、及びそのような事業者の取り
組みを支援する意思のある経済団体、NGO、研究者、地方自治体、政
府等から構成される「マルチステークホルダー」のイニシアティブ

基本的な考え方
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1.CO₂排出量の削減
当社グループは、生産プロセスの見直しや省エ

ネ活動の推進、設備改造などにより、温室効果ガ
スの排出量削減に引き続き取り組みました。

【事例1】循環型資源の積極的な利用
当社グループでは、鉄、アルミ、プラスチックと

いった循環型資源の積極的な利用を進めています。
当社製品である黒鉛電極は、鉄スクラップからの電

炉での粗鋼生産に用いられており、鉄鉱石からの高炉
での生産時と比べ、CO₂排出量を4分の1にまで削減
する製法に寄与しています。黒鉛電極の使用だけで、
当社グループのScope1とScope2由来の排出量を
上回る削減効果があります。

他にも、再生地金からのアルミ缶製造により、ボー
キサイトから製錬する場合と比べ、CO₂排出量を3%に
まで削減しています。当社グループでは従業員が協力
して、毎年500万缶以上のアルミ缶を回収し、アルミ
缶再生の原料として用いる活動なども行っています。

また、アンモニアおよび炭酸ガス、ドライアイス製
造の原料に使用済みプラスチックを用いることで、焼
却処分されるはずだった使用済プラスチックを分子レ
ベルまで分解し、新たな製品に再生するケミカルリサ
イクルを実現しています。

【事例2】最終製品の使用、廃棄でのCO₂排出量を
削減する部材や材料の開発

当社グループは、最終製品の使用、廃棄でのCO₂
排出量を削減する部材や材料の開発に取り組んでいま
す。例えば、当社製品の黒鉛負極材などはリチウムイ
オン電池材料として、セパレーターは燃料電池材料と
して利用され、次世代自動車の走行時のCO₂排出量
削減に貢献しています。また、次世代パワー半導体材
料であるSiCエピタキシャルウェハー、電力損失を抑
制する超高圧用碍子材のアルミナ、高効率排水処理材
料の水酸化アルミニウムなど、使用時の省エネに貢献
する材料で、社会全体のCO₂排出量削減に貢献する
高性能材料を提供しています。

2.水力発電所の活用
当社は4事業所に水力発電所を保有しています。

2016年は、これらの長期活用を目的として、2つ
の発電所の改修工事を完了しました。2016年の全
水力発電所の発電量は、当社電気使用量の15%を
占めており、2015年度より1%向上しました。

3.c-LCA*²の取り組み
当社グループは、製品製造時のCO₂排出量（直接

排出：Scope1、間接排出：Scope2）削減に加え、
製品の原料調達、使用、廃棄、再利用といったライ
フサイクル全体でのCO₂排出を検討し（Scope3）、
社会全体での排出量削減に貢献する取り組みを行っ
ています。

c-LCAは、原料採取、製造、流通、使用、廃棄の各工程で排出される
CO₂を合計し、製品のライフサイクル全体での排出量を評価する手法

（ 注 ）GHGプ ロ ト コ ル に お い て、Scope1： 企 業 の 直 接 排 出、
Scope2：エネルギー利用に伴う間接排出、Scope3：企業のサプ
ライチェーン上のその他の間接排出として区分される

＊１ 大分での見直しにより2012〜2015年実績を修正しています。

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
推進します。

基本的な考え方

2016年の取り組み

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

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

2005
基準値

2012 2013 2014 2015 2016（年度）

3,621

2,504
85

2,545

572,673 2,675 2,687 2,687

▪ 温室効果ガス排出量の推移＊１

水酸化アルミニウム燃料電池用セパレーター

レスポンシブル•ケア：環境保全

地球温暖化防止対策

＊2 
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労働安全

4.SCM 活動における環境負荷低減
当社は、原材料の調達から生産、販売、輸送に至

るサプライチェーン全般において、輸送の効率化な
どにより環境負荷の低減に努めています。

特に当社では、物流に伴う環境負荷を低減するた
め、トラックによる輸送から、鉄道や船舶を利用し
た輸送を行うモーダルシフトやトラックの大型車両
の活用、積載率アップを進めてCO₂排出量の削減
に努めています。

2016年度は、モーダルシフトのほかにも、社内
倉庫の活用による外部倉庫への輸送回数削減や保管
場所の変更による長距離輸送等の削減を図り、輸送
エネルギー使用量の削減に努めました。

その結果、2016年度は輸送量の増加に伴いCO₂
排出量が増加したものの、輸送エネルギー消費原単
位は前年度より改善しました。これはトラックに代
わりエネルギー原単位の良い船舶による輸送比率（ト
ンキロベース）が増加したことが主な要因です。

5.オフィスでの省エネルギー対策の推進
東日本大震災後の電力事情を契機とし、オフィ

スビルでも、省エネ型空調設備への更新やLED照
明への交換などの徹底した省エネルギー対策を実
施しています。

P55_輸送部門におけるCO₂排出量とエネルギー

2012 2013 2014 2016（年度）2015

（kt） （kℓ/百万トンキロ）
■ 輸送エネルギー消費原単位● 輸送部門のCO₂排出量
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▪輸送部門におけるCO₂排出量とエネルギー消費

▪輸送トンキロ（昭和電工単体）

▪輸送手段構成比率（2016年度）

（kt /年）

カテゴリー 排出量

1 購入物品・サービス 1,459

2 資本財 78

3 燃料・エネルギー関連 467

4 上流の輸送流通 24

5 廃棄物 7

6 出張 3

7 通勤 1

下流合計 11,270

▪Scope３の温室効果ガス排出量
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昭和電工グループは、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や環境負荷低減に向けた取り組
みを行います。

基本的な考え方

2012 2013 2014 2016（年度）2015

（t）
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▪有害大気汚染物質総排出量（昭和電工単体）

▪大気環境負荷物質排出量の推移（昭和電工単体）

▪水質環境負荷物質排出量の推移（昭和電工単体）

有害大気汚染物質の排出量削減の取り組み
当社グループは、（一社）日本化学工業協会(以下、

日化協)が指定した有害大気汚染12物質のうち、当
社が扱う９物質について、代替物質への転換や回収・
リサイクル率の向上に取り組み、削減を図りました。

大気環境負荷の低減に向けての取り組み
当社グループは、SOx、NOxおよびばいじんなど

を削減するため、燃料転換や燃焼法の改善、脱硫・脱
硝装置の適切な運転管理、排熱回収による燃料の削減
などの対策を継続して実施しました。

水質環境負荷低減の取り組み
当社グループはCOD（化学的酸素要求量）、全窒素、

全りんなどの水質環境負荷低減のため、製造プロセス
の改善や排水処理設備の改善と適切な運転管理、水の
循環利用の促進などの対策を継続して実施しました。

土壌・地下水汚染対策
当社グループは、事業場敷地の用途変更や土壌搬出

などの機会を捉え、土壌汚染対策法および自治体の条
例に則った調査、措置を実施しています。

新潟水俣病について
新潟水俣病に関しては、公式確認から50数年が経過しました。
阿賀野川汚染により、被害者および周辺地域の方 に々は多大な
るご迷惑をおかけしました。当社は、この問題の解決を図るべく、
国や地方自治体とも連携をとりながら、公害健康被害の補償等に
関する法律をはじめとする法令等に則り、今後も誠意をもって対応
してまいります。

大気・水質環境負荷の低減

レスポンシブル•ケア：環境保全
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労働安全

昭和電工グループは、ゼロエミッション（最終埋立処
分量が発生量の1%以下）の達成を継続します。

基本的な考え方
昭和電工は、日化協の会員企業として、化学物質の排

出・移動量の調査を自主的に実施し、化学物質排出量の
削減を推進しています。削減は事業場ごとに計画を立て
て取り組みます。

基本的な考え方

■ 単体
■ 国内グループ会社
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■ 水域排出単体
■ 水域排出国内グループ会社

■ 大気排出単体
■ 大気排出国内グループ会社
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▪産業廃棄物排出量
▪日化協PRTR対象物質排出量

▪日化協PRTR対象物質排出•移動量(昭和電工単体)

当社グループは産業廃棄物削減のため、廃酸・廃ア
ルカリの再資源化、廃油・廃プラスチックの燃料化、
無機性汚泥の有効利用などの取り組みを通じて、廃棄
物発生量の抑制、再使用および有効利用を進めました。

当社グループは、PRTR対象物質を含む417物質に
ついて排出・移動量の調査を行い、日化協へ報告しま
した。

今後も、PRTR対象物質および年間排出量の多い物
質については事業場ごとに削減計画を立て、重点的に
排出量の削減に取り組んでいきます。また、事業場周
辺地域への影響を把握・評価するとともに、地域住民
の皆様や行政とのリスクコミュニケーションを図りな
がら、相互理解のもとに排出量の削減を進めます。

1.埋立処分量の削減
産業廃棄物発生量および最終埋立処分量を前年に

引き続き削減し、ゼロエミッションを継続達成しま
した(グループ埋立率0.32%)。また、中間処理・最
終処分の委託先を査察し、当社からの廃棄物が適正
に処理・処分されていることを確認しました。

2.PCB（ポリ塩化ビフェニル化合物）管理
PCB廃棄物は、当社のPCB管理チェックリストに

基づき保管状況を定期的に点検し、適正な施設で適切
に保管しています。また、各事業場では「PCB特別措
置法」に従って、PCB廃棄物の保管状況などを都道府
県知事に毎年届け出ています。

PCB廃棄物の処理は、中間貯蔵・環境安全事業（株）な
どの処理施設を有効に活用し、計画的に進めています。

2016年の取り組み

2016年の取り組み

（t）

年度 2012 2013 2014 2015 2016

単体 1,850 1,087 912 752 254

国内グループ会社 235 273 246 99 69

▪産業廃棄物最終埋立処分量

産業廃棄物の削減 化学物質排出量の削減
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昭和電工グループでは、過去の事故・トラブルを解
析して再発を防止する「創る安全」活動を推進し、設
備事故ゼロを目指します。

基本的な考え方
昭和電工グループでは、「必要不可欠なサービスへの

アクセス」を、水道など生活に必要不可欠なサービスに
ついて、合理的な猶予期間を与えることなくサービスを
打ち切らないことと定義し、事業活動を行います。

基本的な考え方

2016年は人的被害のない４件の設備事故が発生し
ました。化学業界では2011年から重大事故が発生し
ていることなどもあり、当社グループにおいても「創
る安全」活動を原点に回帰すべく、経営会議でも安全
に関して集中的に議論する「安全会議」などの活動を
継続しました。

当社グループでは、お客様に対して満足度の高い製
品・技術およびそれらに関する情報などの提供で信頼
感や安心感などの向上に努めています。一方、消費者
の皆様に対しては、直接提供する製品は少ないもの
の、水道水の殺菌・消毒用の次亜塩素酸ソーダや医農
薬の原料となるアミノ酸などの製品を引き続き安全か
つ安定的に提供しました。1.HRM（特別危険物質）審査の確実な実行

自己反応性が強いなど危険性の高いHRMを取り
扱う新規設備に関しては、エンジニアリング審査の
中で潜在リスクの抽出・対策を講じました。

２.石油化学工業協会 産業保安に関する行動計画へ
の対応

経営理念のもと安全・安定操業に資するため、
中期経営計画や経営方針において重大事故・災害
ゼロの目標を掲げ、その達成に向けPDCAを回し
て継続的な改善活動を進めました。

保安管理実施計画では、特に非定常状態や作業
時のリスクアセスメントにも注力するとともに、
安全文化の醸成や安全基盤の強化のための教育訓
練や各種改善活動を実施しました。

3.地震への対応
当社グループでは、設備・建屋の地震危険度評価、

耐震化検討および耐震対策を順次実施しています。
重要度の高い高圧ガス設備、危険物設備について

対策を進めており、危険物準特定以上のタンクは対
策を完了しました。

2016年の取り組み
2016年の取り組み

　　

食品を安全に届けるために～ドライアイス～

昭和電工ガスプロダクツ（株）では、さまざまな産業ガ
スを扱っています。

中でも炭酸ガスは、私たちの身の周りに大量に存在し
ています。この炭酸ガスは、食品、工業分野から医療、
地球環境保護に至るさまざまな分野で利用されており、
産業活動に欠かせない重要なものとして広範囲にわたっ
て貢献しています。

炭酸ガスを固体化したものがドライアイスです。ドラ
イアイスは、－78.9℃の超低温であり、主に食品・医薬
品・化学品の低温輸送や保存用途に使用されています。
また昇華して直接気体となる性質を利用し、作業者や環
境に優しいブラスト洗浄にも使用されています。

これらの製品を通じて、食の安
全・安心や様々な工業分野に貢献
しています。

必要不可欠なサービスへのアクセス設備安全

レスポンシブル・ケア：設備安全／
　　　　　　　   必要不可欠なサービスへのアクセス
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レスポンシブル・ケア：労働安全衛生

昭和電工グループは労働災害の撲滅を図るため、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」活動を推進します。

基本的な考え方

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2012 2013 2014 2016（年度）2015

● 化学工業
● 全産業

● 昭和電工
● 昭和電工グループ＊2

0.14 0.22
0.43

0.240.120

0.25

0.15

1.611.661.581.59

0.76
0.88

1.63

0.150.15
0.130.13

0.85 0.82 0.81

▪従業員休業災害度数率推移

2016年は従来の「創る安全チェックリスト」を、最
近の災害発生傾向の分析結果を取り入れて改訂し、活動
を進めました。

しかし、2016年は休業災害が3件発生しました（そ
のうち２件は転倒災害）。軽微なものを含めた災害の特
徴として行動災害が多いことから、各事業所では危険体
感施設の充実や教育に力を入れています。さらに、事
業所間の安全交流会や相
互査察の実施等、他者の
視点を取り入れたリスク
改善などの活動を実施し、
安全感度や安全意識の向
上に努めています。

アスベストについて
当社グループでは現在、アスベストを使用した製品

の製造・販売は行っていません。
また、これまでアスベストを取り扱ったことのある従

業員に対しては、関係法令に基づいた健康診断を定期的
に実施しており、今まで健康被害は発生していません。

当社グループの退職者に対しては、引き続き各種の
ご相談に対応しています。

2016年の取り組み

安全帯ぶら下がり危険体感の様子
（小山事業所）

労働安全

▪2016〜2017年 昭和電工グループRC関連表彰受賞一覧

表彰名 受賞事業場・個人 受賞月
2016年
RC 日本化学工業協会 第10回レスポンシブル・ケア努力賞 昭和電工（株）ＨＤ事業部 5月

保安防災
平成28年度消防庁長官表彰　優良危険物関係事業所 鶴崎共同動力（株） 6月
平成28年度石油化学工業協会保安表彰 昭和電工（株）大分コンビナート　製造部　エチレン課　久東栄一氏 10月

労働安全衛生

平成27年度安全優良職長 厚生労働大臣顕彰
昭和電工（株）小山事業所　製造統括部　篠崎直也氏

1月
昭和電工セラミックス（株）塩尻工場　製造部　中野誠氏

厚生労働省無災害記録証（第二種） 昭和電工（株）小山事業所
2月

厚生労働省無災害記録証（第一種） 昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場
第40回日本化学工業協会安全表彰 安全優秀賞 昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場

5月
平成27年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞

昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場
昭和アルミニウム缶（株）小山工場
昭和アルミニウム缶（株）彦根工場

厚生労働省無災害記録証（第三種） 昭和電工エレクトロニクス（株） 6月
平成28年度中央労働災害防止協会会長表彰 昭和電工（株） 10月

2017年
保安防災 平成29年度優良危険物関係事業所 昭和アルミニウム缶（株）彦根工場 6月

労働安全衛生

平成28年度安全優良職長 厚生労働大臣顕彰 昭和電工セラミックス（株）塩尻工場　 製造部　青樹徹氏 1月
第41回日本化学工業協会安全表彰 安全優秀賞 昭和電工エレクトロニクス（株）

5月平成28年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞
昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場
昭和アルミニウム缶（株）小山工場
昭和電工堺アルミ（株）

平成28年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 優良賞 昭和電工（株）小山事業所

＊グループ会社範囲（2016年12月現在）
鶴崎共同動力、昭和電工セラミックス、信州昭和、塩尻昭和、昭和電工パッケー
ジング、昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電工エレクトロニクス、
ユニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リサイクリングセンター、ハイパック、
昭和電工ガスプロダクツ、クリーンエス昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、
昭和ファインセラミックス、昭和電工HD山形、芙蓉パーライトの各事業場。
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2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議
（WSSD）で「2020年までに化学物質の生産と使用が
人の健康と環境に与える悪影響を最小化する」という
目標が提唱され、世界的に化学品の安全の確保の活動
が進んでいます。

昭和電工グループは、「社会的に有用かつ安全でお
客様の期待に応える製品を提供する」観点で、研究、
開発、設計段階から製造、販売、流通、使用、廃棄に
至る過程全てにわたり、化学品の安全性の確認だけで
はなく、お客様がどのように使用されるか、どのよう
に廃棄されるかなど、製品に関係する様々な項目を考
慮してリスクを抽出し、それらを低減させるというリ
スクベースの考え方に基づいて製品安全の確保に積極
的に取り組みます。

基本的な考え方

基幹システム
（出荷伝票、RC実績）

WEB/API
プラット
フォーム

行政

お客様

SDS

非含有
証明書

閲覧 /情報入力 /検索
数量届出

（化審法、PRTR 法）

用途情報

各種レポート
（国内外 SDS/ ラベル、
JIPS レポートなど）

製品含有物質
調査 /RoHS 調査

SDK/
化学物質総合管理システム

化学物質総合管理DB

法規則DB

情報検索 /
閲覧

マスタ /データ連携

仕入先

環境安全
品質保証

各拠点・各事業部門

製造
ライン実績データ

▪化学物質総合管理システム概念図

また、国内外の化学物質関連の法規制の制定改
正情報を確実に入手する体制をとり、必要な法対
応を実施しています。

お客様が安全に化学品を使用できるように、収
集した安全性情報、法令の制定･改正情報などを
データベース化して一元管理し、安全データシー
ト（SDS）＊１、製品ラベル、イエローカード＊２など
を作成、随時更新することで、最新で適切な化学
品安全情報を提供しています。

１．化学品安全情報の収集と提供（お客様の安全確保）
当社グループでは、安全性試験センターにおい

て、安全性情報の取得・収集・解析・研究を行っ
ています。2016年に安全性情報取得に関する規
程の見直しを行い、研究、開発、設計段階から製造、
販売の段階で、それぞれ必要な安全性情報を明確
にしました。

2．化学品安全管理
当社グループは、化学品安全の確保に向け、製

品の研究、開発、設計段階から製造、販売、流通、
使用、廃棄に至る過程においてリスクを評価し、
必要な対応をとっています。

特に、新規に化学品をお客様に提供する「サン
プル出荷」や「製品として販売する上市」時の審
査において、安全性情報を含めた化学品の特性だ
けでなく、お客様の使用状況等を含め、総合的に
リスクを評価し、それに基づき安全対策をとって
いるか等の観点で、出荷・上市可否を審査する仕
組みを構築し、実施しています。特に、人体への
摂取・接触の可能性がある製品に関しては厳しい
審査を実施しています。

＊1.安全データシート（SDS）⋯化学物質の名称、取り扱い・保管上の注意
事項、応急処置などを記載した書面で、化学品の供給者から顧客に渡さ
れる資料

＊2.イエローカード⋯日本化学工業協会が推奨している、国内道路輸送に
おいて製品別に事故時における措置、連絡通報事項等を明記した書面

2016年の取り組み

化学品安全 

レスポンシブル・ケア：化学品安全
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昭和電工グループは、お客様に安全、安心な製品・
サービスをご提供します。そのために設計・開発から
上市・製造、販売、市販後に至る製品のサイクルに
おいて、お客様が安心して当社製品をお使いいただく

「製品安全」を確保するための活動を、組織的、体系
的に実施しており、基本ルールとして、法規制の遵守
に加えて、社内で「品質保証･品質管理規程」（以下「規
程」）を制定しています。
「規程」は毎年見直し、世の中の状況変化に対応さ

せ、製品安全の有効性を高めます。

基本的な考え方

製品安全審査
製品リスク評価
安全性試験

新製品上市手続き
品質保証能力審査
製造条件変更手続き

市販後
市販後情報管理

販売
契約書・仕様書締結審査
販売宣伝資料審査

設計・開発 上市・製造

▪品質保証・品質管理規程

品質保証・品質管理レベルの向上のため、次のよう
な取り組みを実施しました。

1．品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
当社グループでは、それぞれの製品や組織にあっ

た品質マネジメントシステムを構築し、ISO9001や
IATF16949などの国際規格の認証を取得していま
す。これらの国際規格の改訂に伴い、移行期限であ
る2018年を目標に、移行作業を進めました。移行
の機会を利用して品質マネジメントシステムを強化
し、さらなる製品およびサービスの品質向上に努め
ています。

2．クレーム削減
製品の品質に関するクレーム件数については、

2020年に2015年の半減を目標としています。
クレーム削減の対応として、クレーム原因を深

堀し、再発防止対策をとるとともに、当社グループ
内で発生したクレームから教訓を抽出して、全部署
で活用するシステムの構築などの予防対策に取り組
んでいます。また、対策のベストプラクティスをグ
ループで共有化しました。その結果、2016年のク
レーム件数は前年に比べて約3割減少しました。

3．教育の実施
当社グループの品質保証・品質管理のレベルアッ

プのため、現場力の強化を掲げ、品質保証担当部門
のあるべき姿を明確にしました。あるべき姿を達成
するため、集合教育やe-ラーニングを含めた教育体
系の見直しを開始しました。

4．品質診断の実施
本社品質保証室は、事業部・事業所、グループ会

社の強みおよび弱点を明確化し共有することを目的
に各部署に赴き、品質診断を毎年実施しています。

2016年は、常に同じ品質の製品を製造する能力
（工程能力）、リスク評価、現場教育などの観点から
課題を抽出し、改善につなげました。また、品質診
断で確認したベストプラクティスをグループ全体で
共有化しました。

2016年の取り組み

品質保証
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▪クレーム件数の年別推移（2015年を100とした指数）
   （昭和電工基準による）

レスポンシブル・ケア：品質保証
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取引先とのかかわり

昭和電工は、原材料調達から製造・販売に至るサプ
ライチェーン全体で、社会・環境に配慮した事業活動
を行うことが重要と考え、次のような方針でCSR調達
に取り組みます。
1.品質、価格、納期、経営の信頼性、安全性、サービス、

技術力および環境や社会への配慮を総合的に勘案し
た上で、経済合理性に基づき最適なお取引先（パー
トナー）を選定します。

2.お取引先の選定にあたり、国内外、過去の取引実績
や企業グループ関係などにこだわることなく、誠実
に対応し公平かつ公正な参入機会をつくり広く門戸
を開放します。

3.法令および社内規程を遵守した購買活動を行います。

基本的な考え方

当社の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
動を引き続き行いました。

また、対象の拡大を図るため当社だけではなく国内
グループへもCSR調達活動を広げ、グループ会社５社
の同意を得て、パートナーの皆様への「自己診断」を
実施しました。続いて、海外パートナー向けに自己診
断票の英語版および中国語版を作成し、「自己診断」を
開始しました。

自己診断
当社CSR調達ガイドラインの内容に関して、自己

診断票（アンケート形式）で回答していただくことで、
CSRの取り組みをパートナー自身で確認していただ
いています。主要な既存取引先には3年に1回、新規
取引先には取引開始時に回答していただいています。
自己診断票は記入後、当社に返送していただき、その
分析結果はパートナーにフィードバックしています。

CSR訪問
パートナーを訪問し、CSRの取り組みを確認する

活動です。各事業所の購買担当者が、年間合計約40
社のパートナーを訪問しています。自己診断票の結果
を確認するとともに、「当社が伝えたいこと」「当社が
知りたいこと」などの対話を行っています。

2016年の取り組み
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フォローアップ
「自己診断」「CSR訪問」により、ガイドライン遵守

に関して確認・改善のテーマが見つかったパートナー
と協働で改善に取り組むものです。

アドバイス事例
•コンプライアンスについて、規程類の整備や従業員へ
の周知・教育体制の構築に取り組んでいただきました。

（原材料関係、工事関係、包材関係、物流関係など）
•緊急時におけるBCP体制が不十分なパートナーに対
し、安定供給の面からも必要な体制を構築していただ
くようお願いしました。（原材料関係、包材関係など）

環境・社会に関する要請への取り組み
部材の調達から使用、廃棄に至るすべてのサイクル

を通じ、可能な限り環境に与える影響が少ない製品を
選択し、調達する取り組みが、世界全体で急速な広が
りをみせています。当社グループは、お客様からの環
境負荷物質の削減、欧州規制などによる有害化学物質

人権
サプライチェーン全体で人権に配慮した事業活動を

進めるため、CSR調達において取引先にも基本的人
権の尊重、差別の禁止、適正労働条件の確保、労働者
の権利保護を求め、協働で遵守していく取り組みを引
き続き進めました。

紛争鉱物への対応
コンゴおよび隣接する国々で採掘される鉱物（ス

ズ、タンタル、タングステン、金）は、これを購入す
ることで現地の武装勢力の資金調達につながり、結果
として地域の紛争に加担し、人権侵害、環境破壊を引
き起こしているとして国際的に大きな問題となってい
ます。

当社グループでは紛争鉱物問題に関して「私たちの
行動規範と実践の手引き」にあるように、人権尊重や
CSR調達等の活動を通じて、それらを使用しない取
り組みを進めました。

　　

CSR訪問

当社のCSR調達は、「自己診断」「CSR訪問」「フォローアップ」を3本の柱に3年を一サイクルとして推進しています。その目的は、
この活動を通じて企業価値を向上させ共存関係の維持・発展を図っていく中で、パートナーと自由にディスカッションできる関係
を築くことにあります。
「自己診断」は、一律でアンケートを送付していますが、「CSR訪問」の訪問先は、事業所の調達部門が、自事業所の事業継続の

ために重要なパートナーや、自己診断の結果などから訪問すべきと判断するパートナーを選定しています。
CSR訪問では、「昭和電工グループCSR調達ガイドライン」として定めた内容を、取引先との対話を通して共有し、お互いの信

頼関係をさらに強固なものにするとともに、それぞれの企業価値を向上させることを目的にディスカッションを行います。
「「CSR訪問」は監査と勘違いされる場合も多いのですが、率直な意見交換をする場であると伝え、自由な対話を通してお取引先

が取り組まれていることを確認させていただいています。訪問することにより対話が進み、
当社にとってもお取引先の理解を深めることができます。CSR訪問の結果はデータベー
スで共有し、購買・SCM担当者なら誰でも見ることができる仕組みとしています（購買・
SCM部）」。
「普段はお取引先の担当者としかやり取りしないのですが、CSR訪問ではCSR部門の方

が同席されることも多いため、BCPの観点から調達についての意見交換をするなど、より
深くお取引先のことを知ることができる大変有意義な取り組みだと感じています（事業所
SCM担当）」。

訪問後にはその内容を文書としてまとめ、お取引先にフィードバックし、さらなる信頼
関係の発展を図っています。

サプライチェーンにおける取り組み

自己診断結果、質問票、CSR 訪問結果報告

の不使用・不含有保証のご要求に対し、適切かつ誠実
に対応しています。
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人権・労働慣行

昭和電工グループは、「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し、人権尊重をその根幹
に位置づけています。当社では、社長が議長を務める
CSR会議のもとに人権・企業倫理推進会議を設置して
います。人権・企業倫理推進会議では、人権方針の定
期的な見直し、人権に関する各年度の活動内容や中長
期的な取り組みの方向性などを策定し、当社グループ
全体の人権尊重意識の向上を図っています。

また当社グループでは、「社員の多様性（ダイバーシ
ティ）を尊重した経営」を経営戦略の一つとし、「自分
を活かす」「人を活かす」をキーワードに、その実現に
取り組んでいます。

基本的な考え方

各事業所やグループ各社において、様々な取り組
みが進みました。特にダイバーシティについては、
2016年は「認知」・「理解」に続く第3のフェーズ「実
践」をスタートさせ、「マネジメントを変える、コミュ
ニケーションを変える、働き方を変える、自分を変え
る」ための具体的な取り組みを 従業員一人ひとりが
実践しました。

1.人権に関する啓発活動
当社グループでは、従業員全員が1.5時間／年の

人権・企業倫理に関する教育を受けることを目標に
掲げ、各事業場において、職場の人権や同和問題な
どをテーマにした研修会などを開催し、継続的な啓
発を行っています。

2. ハラスメント対応
当社グループは、職場でのあらゆるハラスメント

の根絶をめざして、従業員への継続的な啓発活動、
相談窓口の拡充と相談員のスキルアップに取り組ん
でいます。

3. 女性従業員・外国籍従業員の活躍支援
当社グループでは、課長級以上の管理職に占める

女性の割合を2020年に5％まで向上させることを
目標に掲げており、2016年は中堅総合職女性社員
を対象にした研修やロールモデルとの意見交換会な
どを実施しました。

また、外国籍従業員の定着と活躍支援に向けて、
従業員向けの各種社内文書のグローバル（多言語対
応）版を順次作成、提供しています。

4. 障がい者雇用
当社グループはダイバーシティ推進の一環として、

障がいを持つ方の積極的な採用を継続しています。
2016年は、昭和電工本社において知的・精神障

がいのある従業員の職域拡大に向け、当社グルー
プ従業員の名刺等の印刷物を内製できる環境を整備
し、受注を開始しました。

また、国内の他事業場でも、インターンシップ生
の受入や採用の実績をあげています。

5. 高齢者雇用
当社では、社員がこれまで培ってきた技能や専

門能力を、引き続き各職場で活かしていただけるよ
う、定年退職者の再雇用を行っています。

2016年の取り組み

■ 海外連結従業員
■ 内女性従業員

■ 国内連結従業員
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▪再雇用率の推移（グループ会社プロパー、外部移籍者含む）

▪障がい者雇用率の推移（昭和電工単体）

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

女性管理職数（人） 14 14 18 23 26

比率（％） 0.35 0.36 0.47 0.62 0.71

▪女性管理職数・比率（昭和電工単体）

人権およびダイバーシティ
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昭和電工グループでは、さまざまなプログラムを通
して、人材の育成を図っています。

基本的な考え方

人材育成

研修体制
当社の研修体系には「役割別教育」「課題別教育」「機

能別教育」があり、従業員一人ひとりの役割や期待す
るキャリア等に応じた研修を毎年実施しています。ま
た自己啓発支援として通信教育やweb学習なども取
り入れています。グローバル人材の育成にも積極的に
取り組んでおり、日本から海外大学への語学留学や
MBA派遣、海外現地法人での実務研修、また、海外
現地法人が個別に企画するマネージャー研修なども実
施しています。

意識調査
2014年12月に「昭和電工グループ働きがい調査

2014」を行いました。今回の調査では、国内の当社
グループ社員7,726名（回答率：対象者の91.7％）の
社員が回答しました。

本調査結果に基づき、ミドルマネージャーを対象と
した対話ミーティングの開催を継続的に実施するとと
もに、人事制度の変更などの施策を推進しています。

人事制度
当社では「成長・育成」をキーワードとした人事制

度、通称「MB-OJTシステム（従来のMBOにOJTの
要素を組み込んだシステム）」を運用しています。
「コミカッション」と呼ばれる上司と部下の面談で

は、目標の理解度や評価の納得性を高めることはも
ちろん、個々の取り組みを振り返り、「上手くいった
こと、いかなかったことは何か」、「次に活かせること
は何か」を深く話し合うなど、従業員一人ひとりの成
長・育成を促しています。

従業員が安心していきいきと働くためには、一人
ひとりが生涯にわたって自分や家族の健康を大切に考
え、保持していくことが必要です。

そこで昭和電工グループでは、2013〜16年までの
4年間、「生活習慣病の予防・改善」・「こころの健康づ
くり」を中心とした「昭和電工グループいきいき健康
づくりプラン」活動を推進しました。

基本的な考え方

「生活習慣病の予防・改善」の取り組みについて
は、健康診断実施後の事後措置と保健指導を含めた事
後フォローを、「こころの健康づくり」については、
2012年に策定した「心の健康づくり計画」に基づき
取り組みを着実に推進しました。

また当社グループは、労働安全衛生法によるストレ
スチェックを定期健康診断と同時実施し、その結果を
踏まえて高ストレス者のフォロー、高ストレス職場の
環境改善を含め、こころの健康づくりに努めました。

2016年の取り組み

こころとからだの健康づくり

　　

健康経営優良法人２０１７～ホワイト500～に認定

昭和電工（株）はこのたび「健康経営優良法人2017〜
ホワイト500〜」に認定されました。

この制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本
健康会議*が進める健康増進の取り組みをもとに、特に
優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法
人を顕彰するものです。

当社は健康保険組合と協力し、
「昭和電工グループいきいき健康
づくりプラン」を策定、取り組み
を進めていることなどが評価され
ました。
＊国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が

連携し行政の全体的な支援のもと実効的な活動を行うために組織さ
れた活動体。 
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従業員が社会と調和し、いきいきと仕事に取り組む
ことにより社会のニーズに応えていくことは、昭和電
工グループの成長のために重要です。

当社グループでは、一人ひとりが充実した社会生活
を実現するための取り組みを進めています。

基本的な考え方

1. 総労働時間の削減、年次有給休暇の取得率向上
働き方の見直しを含めた取り組みを進めました。

3. 労働組合とのかかわり
当社と労働組合は、（1）話し合いによる解決、

（2）雇用の安定と働きがいの追求、（3）共に会社の
成長と収益力の向上を実現することで労働条件を向
上させる、の3点を労働協約の基本とし、長期にわ
たって信頼関係を築いてきました。2016年は労使
経営会議などの定期的な対話に加え、報酬制度や仕
事と育児・介護の両立支援のあり方など、幅広い
テーマで議論を行いました。

２．仕事と生活の両立への支援
当社は、社員のライフステージに応じた両立支援

制度を設けており、性別にかかわらず制度活用を促
すための施策を継続実施しました。

＊製造業平均は厚生労働省「毎月勤労統計調査（年報）」の「就業形態別月間労働
時間及び出勤日数」から算出

＊製造業平均は、厚労省「就業条件総合調査」より作成

2016年の取り組み

2012 2013 2014 2016（年度）2015

（時間）

2,008.5 2,009.1 2,023.1 2,002.9

2,031.62,040.0 2,047.2 2,053.2 2,049.62,049.6

2,008.42,008.4

■ 昭和電工
● 製造業平均
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2012 2013 2014 2016（年度）2015

（日）

10.3 10.2 10.3 10.1

12.812.7 13.2 13.6 13.613.6

10.410.4

■ 昭和電工
● 製造業平均

▪総労働時間の推移（一人当たり年間）

▪年休取得日数（一人当たり年間）

働きやすい職場づくり

主な制度 内容

育児休業 2歳に達しない子と同居し扶養する勤続1年以上の従業員が
対象。子の2歳の誕生日前日まで取得可。

育児・介護
短時間勤務

小学校卒業までの子を養育する、あるいは介護休業対象者で
ある勤続1年以上の従業員が対象。1日2時間まで、1日の所定
労働時間よりも短い勤務時間を選択可。

積立休暇
積立休暇（繰越年休）を保有する従業員が対象。小学校卒業ま
での子の学校行事への参加、学級閉鎖などへの対応、子や家族
の看護の目的などで取得可。

介護休業
家族が要介護状態にある勤続1年以上の従業員が対象。介護
休職は、本人と要介護状態にある家族の関係により、通算93
日間、または休職開始から2年の間に通算12ヵ月取得可能。

▪主な両立支援制度

（人）

男性 女性 計

育児休業 65 33 98

介護休業 1 1 2

育児・介護短時間勤務 1 54 55

▪両立支援制度利用者数実績（2016年　昭和電工単体）

人権・労働慣行


