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ご 挨 拶

■ 平素は、川崎事業所の事業活動にご理解とご協力を賜り、御礼を申し上げます。

　当社グループ全体の活動は、既に「昭和電工グループ CSRレポート」として毎年度公開

しておりますが、この度、川崎事業所の各種の活動を、より良く皆様に知っていただくため

に川崎事業所「CSRサイトレポート」としてまとめました。

削減による環境負荷の低減、VOCや産業廃棄物の削減などの諸活動を行っております。

　今回お届けした川崎事業所「CSRサイトレポート」をご覧いただき、当事業所の具体的

■ 2009年7月

昭和電工株式会社

川崎事業所長   福 山　幸 男

指導、ご感想をいただければ、幸いに存じます。

活動の一端をご理解いただくとともに、本レポートに対する皆様方の率直なご意見、ご

　一例を紹介しますと、当事業所の「使用済みプラスチックのケミカルリサイクル設備」

　更に、保安防災、労働安全衛生・健康への諸事項にも積極的に取り組むとともに、地域

は家庭から排出される使用済みプラスチックをアンモニアの原料として有効利用しており、

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動

我が国初の国産法（東工試法）によるアンモニアの製造に成功したことに遡ります。その

向け特殊高純度ガス、ファインケミカルに至るまで、様々な分野において有用な製品を数

後、培った技術をベースに、創業当時のアンモニアを原料とする硫安から、近年のIT産業

　川崎事業所は、当社の中では最も歴史の古い工場であり、そのルーツは、昭和の初期に、

多く提供し、当社の基幹事業所として、また「化学」の拠点として成長を続けてまいりま

の皆様とのコミュニケーション活動を通じ、地域に根ざした地道な活動を行っております。

　私たちを取り巻く経済面及び自然環境面の変化は、従来以上に激しく、特に地球環境問

題は、各国、各企業が解決しなければならない重要かつ喫緊の課題となっております。当

川崎事業所も、当社の経営目標である「社会貢献企業の実現」を達成すべく、当事業所が

保有する技術を結集して、レスポンシブル・ケア（ＲＣ）の観点より、地球温暖化ガスの

ＣＯ2の削減、廃棄物の削減などに大きな貢献をしております。

した。
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■ レポートの対象期間
２００８年度（2008年4月1日から2009年3月31日まで）の環境パフォーマンス

と環境保全活動を報告しています。

※ 大気関係、水質関係の環境負荷データ及び、廃棄物関連のデータは2008年1月から
  2008年12月の環境パフォーマンスを報告しています。

■ レポートの対象範囲
昭和電工株式会社 化学品事業部門 川崎事業所（扇町地区、千鳥地区、大川地区）、

研究開発センター（川崎）、生産技術センター、無機事業部門ファインカーボン部

（開発1グループ）が対象範囲です。

（表紙の写真）

使用済みプラスチックのケミカルリサイクルガス化設備

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動



昭和電工グループのＣＳＲの取り組み

経 営 理 念
私たちは、社会的に有用かつ安全でお客様の期待に応える製品・サービスの提供によ

り、企業価値を高め、株主にご満足いただくと共に、国際社会の一員としての責任を

果たし、その健全な発展に貢献します。

■ 設立 １９３９（昭和１４）年６月

■ 資本金 約１,2１9億円

■ 従業員 連結11,756人　単独4,096人（2008年12月31日現在）

■ 本社所在地 東京都港区芝大門一丁目１３番９号

企業行動規範
①社会的に有用で安全性に配慮した技術や製品及びサービスを開発、提供し、社会の健全な

　発展に貢献する。

②国内外の法令、会社の規律を守り、社会秩序の維持に努める。

③国内外において、公正かつ自由な競争に基づく事業活動を行う。

④安全の確保に努め、地球環境の保全に積極的に取り組む。

⑤広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を適時的確に開示する。

⑥人権を尊重し、明るく働きやすい職場を作る。

⑦国際社会の一員として行動し、関係地域の発展に貢献する。

レスポンシブル・ケアに関する行動指針
①化学物質の全ライフサイクルにおいて、安全及び健康を確保し環境を保護する観点から、事

　業活動を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、地球環境に対する負荷の低減に努める。

③新製品開発、新規事業、設備の新設・増設・改造において、安全および健康の確保と環境の

　保護に配慮する。

④安全及び健康の確保と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製品や取扱い物質の安全・健康・環境面の影響に関する調査を行い、安全な使用と取扱いに

　関する情報を、従業員に周知するとともに顧客に提供する。

⑥海外事業、技術移転、化学製品の国際取引において、安全及び健康の確保と環境の保護に配

　慮する。

⑦国際規則および国内関係法を順守するとともに、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。

レスポンシブル・ケアとは
レスポンシブル・ケア（Responsible　Care）とは、
化学物質を扱う事業者が化学物質の開発から製造、物
流、使用、廃棄に至る全ライフサイクルにわたって
「環境・安全・健康」を確保し、その改善を図ってい
く自主管理活動です。

昭和電工株式会社の概要
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川崎事業所の概要

■ 所在地 扇町：

大川：

千鳥：

■ 敷地面積 扇町：

大川：

千鳥：

■ 従業員数 861名（2008年12月31日現在）

■ 川崎事業所の沿革

１９２８年 昭和肥料株式会社創業

１９３０年 川崎（扇町）工場設立

１９３１年 わが国初の国産法（東工試法）によるアンモニアと

硫安の製造に成功

１９３９年 昭和肥料（株）と日本電気工業（株）合併、社名を

昭和電工株式会社と改称

１９５５年 尿素製造開始

１９５６年 亜酸化窒素製造開始

１９６０年 苛性ソーダ、塩素製造開始

１９６６年 イソフタロニトリル、アクリロニトリル製造開始

１９６８年 塩素化ポリエチレン製造開始

１９７３年 建材製品製造開始、ポリアクリル酸ソーダ製造開始

１９７４年 グリシン製造開始

１９７８年 ＥＤＴＡ製造開始

１９７９年 特殊ガス分野に進出

１９８２年 システイン製造開始

１９８５年 アスコルビン酸ＰＭ製造開始

１９８６年 苛性ソーダ製造イオン交換膜法に転換

１９８７年 アラニン製造開始

１９９５年 活性汚泥処理設備新設

１９９５年 ＩＳＯ９００２取得（川崎工場）

１９９７年 フッ素系特殊ガス設備新設

１９９７年 ＩＳＯ１４００１取得

１９９８年 ソーダ電解イオン交換膜法へ全面転換

１９９９年 電力卸売（ＩＰＰ）事業開始

２００１年 ＩＳＯ９００１取得（化学品事業部門）

２００３年 使用済みプラスチックアンモニア原料化事業開始

２００４年 昭和電工エラストマー（株）合併

昭和電工川崎事業所の概要
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   基 本 方 針

   行 動 指 針

                         －環境方針は社外に公表する－

１． 川崎事業所及び東長原事業所は、市民の一員としての　自覚をもち自然

                                                  　　 　　　　　　　　　 川崎事業所

     基準を設定し、環境の保全に努める。

      および地域との共生をめざす。

３． 川崎事業所および東長原事業所の活動が環境に及ぼす影響を認識し、継続

      的な改善と汚染の予防に努める。

2008年12月16日

                                                            　　　　　　　　昭和電工株式会社

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動

           社会・環境との調和

川崎事業所環境方針

    反映させるべく定期的に見直しする。

２． 化学製品の設計から物流までの段階で廃棄物や環境負荷の削減、省資源、

      省エネルギー等環境保全に配慮した活動に努める。

５．具体的な目的、目標を明確にして環境管理活動を推進し、状況の変化を

４．環境に関する法規制およびその他の要求事項を遵守するため、自主管理

３



川崎事業所　組織図

川崎事業所は、下記の体制により環境保全活動を推進しています。

なお、環境マネジメントシステムの国際標準規格であるＩＳＯ１４００１の認証を
1997年12月に取得しています。
その後も積極的に継続的改善を行っています。

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動

化学品事業部門長
川崎事業所長

ＥＭＳ管理責任者

部長会

内部環境監査チーム

内部環境監査統括者

化学品ＳＣＭセンター

品質保証部

総務部

環境安全部

製造部

化学品開発部

生産技術部

製造各課

各グループ

研究開発センター(川崎)

生産技術センター

ファインカーボン部(開発1グループ）

工務部

４
４



環境負荷の概要

川崎事業所では、原料・資材や電気・ガス等のエネルギーを消費し、各種製品を製造しています。
生産活動に伴い、排ガス・排水・廃棄物等の環境負荷が発生します。
環境マネジメントシステムをツールとして、環境負荷削減活動を積極的に進めています。

＊　原油換算：29,216kℓの
　原料削減に相当します。

出荷

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動

昭和電工川崎事業所

工業用水２０,９３９ｋｍ3

海水　　４７,６８０ｋｍ3

ＮＯＸ排出量　１４９．６ｔ

原料・資材

ＣＯ２排出量

エネルギー起源　６７９ｋｔ
非エネルギー起源　９５ｋｔ
CO2以外の温室効果ガス

　　　　　　　３５８ｋｔ-CO2

ＳＯＸ排出量　　１３．１ｔ

排水量　６８,０００ｋｍ3

   資源消費 　環境負荷

産業廃棄物排出量　　　　　４,８０１ｔ

原油換算エネルギー
使用量　３７１,４５９ｋℓ

各自治体からの
＊
使用済みプラスチック
　　　　　　５１,０９４ｔ

廃棄物の再資源化量　　　　　２,２７２ｔ

製品2008年度実績

５



川崎事業所の環境保全事例

生産活動に伴って発生する排水については、それぞれの性状に応じた処理を実施しています。
有機物を含む排水については、活性汚泥処理、浮遊物を
含むものについては凝集沈殿処理などを実施し、浄化
した後に排水口から排出しています。

対策例：
写真は、回転円板活性汚泥処理設備です。
微生物の力で、有機的な汚れを浄化するもの
です。

発電用のボイラーや化学プロセス用の加熱炉などの設備で燃料を燃焼時に、
ばい煙（硫黄酸化物、窒素酸化物、煤塵など）が発生します。

川崎事業所では、ばい煙を大気に排出するのを抑制する
ために、良質な燃料に変更したり、排煙脱硫装置、排煙
脱硝装置、電気集塵機、バグフィルター等を設置して
います。

対策例：
ハイドロカーボン処理設備に
バグフィルター設置による煤塵除去対策を
実施しています。

川崎事業所は、地球温暖化防止及び資源保護の観点から、
省エネルギーを重要課題と捉え、生産プロセスの見直し、
最適化や設備改造による省エネルギーを進めています。

対策例：
吸収冷凍機という高効率の冷凍機を
設置して省エネルギーを図っています。

川崎事業所は、使用済みプラスチックを原料とした環境調和型プロセス開発を
進めています。
詳しくは、社会貢献のページをご覧ください。・・・（Ｐ．20）

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動

排水処理：　東京湾の水質保全のために・・・

大気汚染防止：大気環境を守るために・・・

省エネルギープロセスの採用：地球温暖化防止のために・・・

環境調和型プロセス開発：ゴミを再資源化する循環型社会構築のために・・・

６
６



川崎事業所では、代替フロンであるＨＦＣ１３４ａなどを製造しています。
これらの化学物質は、オゾン層破壊は起こしませんが、温室効果係数が高く、大気中に放出され
ると地球温暖化の原因となります。

川崎事業所では、製造工程や充填工程から一部排出されていた温室効果ガスを、さらに削減する
取り組みを開始致しました。新たに設置した温室効果ガス分解施設の概略フローを示します。

温室効果ガス分解施設概略フロー

　温室効果ガス分解施設は、ガス回収設備、フロン
　分解設備、フロン分解設備から発生する排水を
　処理する設備から成り立っています。

　フロン分解設備は約1400℃でフロン類を加熱
　分解しています。

　排水処理設備から発生するフッ化カルシウム
　（蛍石）については回収され、フッ化水素の
　原料としてリサイクルされます。

　排水処理設備外観

　　　　　kt-ＣＯ2/年   　　 　温室効果ガス排出量推移（HFC＋PFC）

　当設備は２００９年３月に
　試運転を開始しました。
　計画ではグラフの様な温室
　効果ガス削減が見込まれて
　います。

　（グラフの単位は温室効果
　ガスをＣＯ2換算した値です）

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動

温室効果ガス削減：地球温暖化防止のために・・・
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産業廃棄物削減活動

川崎事業所から発生する産業廃棄物につきましては、産業廃棄物処理業者へ委託し、確
実に処理しています。
生産量が増加すると廃棄物発生量も増加してしまう点が課題ですが、様々な廃棄物発生
量の削減活動を実施しています。
また、産業廃棄物処理業者への定期監査を実施し、廃棄物が適切に処理されている事を
現地で確認しています。

　　　t/年

２００３年からの増加は、
昭和電工エラストマーとの
合併及び生産量増加による
ものですが、その後削減を
進めています。

　　　　　　　t/年

　　最終埋立処分量についても
　　継続した削減を進めていま
　　す。

％　　　　年/t　　　

活性汚泥の余剰分をセメ
ント原料とする等の産業
廃棄物の有効利用を推進
しています。

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動

産業廃棄物処理委託量
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省エネルギー活動

川崎事業所では、京都議定書に定められた温室効果ガス排出量削減目標値である、
基準年（1990年）比マイナス6%を2010年に達成するため、省エネルギー対策による
CO２排出量削減を推進しています。

省エネルギーの手法としては、①生産におけるロスの削減、生産効率の向上（触媒改良など）、
②老朽化した機器を高効率な機器に更新、③熱回収の推進、④回転機器のインバーター化による
使用電力の低減　等、複数の視点から継続的な改善を推進しています。

CO２以外の温室効果ガス削減対策については、7ページを参照ください。

グラフの目標値は、京都議定書の基準年1990年の温室効果ガス排出量マイナス６％値を
表しています。

省エネルギー推進の一つの指標である、エネルギー原単位の推移をグラフ化しました。
川崎事業所では、エネルギー原単位前年比１％減の目標を立て、省エネルギー推進を
図っています。

エネルギー原単位とは、
生産量当たりのエネルギー消費量
を示し、数値が低いほど効率よく
生産していることになり、環境へ
の負荷も少なくなります。

※温室効果ガスとは
地球表面からの赤外線を吸収し、その一部を地表に放射するガス。京都議定書においては
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボ
ン類、六フッ化硫黄の６ガスに対して排出量の削減目標が設定されています。

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動
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環境負荷データ 水質関係

　 　ｔ/年

　ＣＯＤとは、「化学的酸素要求量」
　のことであり、有機的な汚れを表す
　指標です。

　川崎事業所では、活性汚泥処理を
　始めとした様々な水質汚濁物質削
　減対策を実施しています。

　　t/年
窒素は、植物性プランクトンの
栄養源となることから、赤潮の原因
物質とされています。
排水中の全ての窒素の排出量を監視
し、管理しています。

活性汚泥処理による排出削減のほか
排水中の窒素分回収を実施するなど
の負荷削減対策を実施しています。

　　　 ｔ/年

　りんは、窒素と同様に植物性プラ
　ンクトンの栄養源となることから
　赤潮の原因物質とされています。
　りんについても、排水中の全ての
　りんの量の管理をしています。

　りん化合物の使用量削減が排出量
　削減につながっています。

※2003年データから、昭和電工エラストマー合算の数値となっています。（水質関係・大気関係）

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動
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大気関係

　ｔ/年

ＮＯＸとは、窒素酸化物のことであり、燃料など

の燃焼により発生します。ＮＯＸは呼吸器系へ影

響を与える可能性のある化学物質です。
また、光化学オキシダントの原因物質の一つとも
いわれています。

川崎事業所では、都市ガスへの燃料転換、低
ＮＯＸバーナーへの転換、また、アンモニア

原料に使用済みプラスチックをリサイクルす
ること等により、ＮＯＸ削減を図っています。

　　ｔ/年

SＯＸとは、硫黄酸化物のことであり、呼吸器系

へ影響を与える可能性のある化学物質で、酸性
雨の原因ともなります。

２００１年以降に、排出量が削減されたのは、
燃料を硫黄分を含まない燃料へ段階的に転換
したことによるものです。

　 ｔ/年
SＰＭとは、浮遊粒子状物質のことであり、呼吸器系へ
影響を与える可能性のある化学物質です。
川崎市では、大気環境保全のため、「バスケット規制」と
呼ばれる独自の規制があり、規制が始まった2005年から
のSPM排出量推移をグラフ化しました。

※バスケット規制とは、ＮＯＸ・ＳＯＸ・塩化水素・煤塵を

ＳＰＭの原因物質と捉え、それぞれＳＰＭに変化する寄与
率を決めて包括的に規制しようとするもの。

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動
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化学物質管理

川崎事業所では、日本化学工業協会の化学物質の排出・移動量調査に１９９６年より継続的に参画して
います。また、２００１年からは、ＰＲＴＲ法により化学物質排出・移動登録が制定されたため、行政
報告を毎年実施しています。
排出量削減のための処理装置設置などの対策を積極的に実施しています。

　　ｔ/年

また、ＰＲＴＲ物質を使用しない等の
プロセス改良も行っています。

していますが、昭和電工エラストマー(株)
　２００３年に、大気への排出量が増加

を合併したことによるものです。

現在、大気排出物質を回収し、燃焼分解
することで、大幅な排出量の削減を図って
います。

　　ｔ/年

昭和電工エラストマー合併による生産量増
加がありましたが、水域への排出量は増加
させていません。

　　ｔ/年

化学物質を含む産業廃棄物の削減推進に
より、ＰＲＴＲ対象物質の事業所外への
移動量の削減も進んでいます。

※ＰＲＴＲとは
事業者が化学物質を生産・使用・貯蔵している各段階で、化学物質をどの程度、大気・水域・土壌・廃棄物へ
排出しているかを把握し、報告する制度。
２００１年に化学物質管理促進法により、一定規模以上の事業所に報告が義務付けられました。

昭和電工川崎事業所のＲＣ活動

ＰＲＴＲ報告（水域への排出量）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

０１年 ０２年 ０３年 ０４年 ０５年 ０６年 ０７年 ０８年

ＰＲＴＲ報告（産業廃棄物としての移動量）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

０１年 ０２年 ０３年 ０４年 ０５年 ０６年 ０７年 ０８年

ＰＲＴＲ報告（大気への排出量）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

０１年 ０２年 ０３年 ０４年 ０５年 ０６年 ０７年 ０８年

１２
１２



教育・訓練

☆人材育成
「企業にとって競争力の源泉は人である」これが当社の人材に対する考え方です。
人材は企業経営を行う上での資源ではなく財産であると捉え、人材育成を進めて
います。
川崎事業所では、人材育成のために以下のような教育を計画的に実施しています。

「年間教育計画」
①企業行動規範・指針（川崎バージョン）教育
②環境教育による環境意識の向上
③各種品質教育の実施

「階層別教育」
実施回数

①新任課長、班長法定研修（外部） 3
②特殊化学設備安全管理者研修（外部） 1
③安全管理者能力向上教育（外部） 2

2育教全安長班、任主、長係④
2育教全安員社入新⑤
8育教アニジンエンョシーレペオ⑥
8育教アニジンエンョシクダロプ⑦

　　　　　　　「階層別教育」の様子

教育の一例として「環境教育」を紹介します。

毎年２回、全従業員および構内で常駐して作業される協力企業の皆様を対象とした
「環境教育」を実施しています。
毎回、７００名以上の参加があり、参加できなかった方へはフォローアップ教育を
実施しています。

これまで実施した教育タイトルを纏めました。

１）ＩＳＯ-１４００１の概要　　　　　　 （９７年６月） 

17）広がれ環境のわざと心　 （０５年６月） 
18）川崎市の環境保全に向けて　　　　　　　　（０６年３月） 
19）環境意識から行動へ　　　　　 （０６年６月） 
20）もっと高めよう環境保全意識　 （０７年３月） 
21）環境保全のための仕組みと取り組み 　　　（０７年６月） 
2２）廃棄物処理について　 （０８年３月） 
2３）化学物質管理と環境　　　　　 （０８年６月） 

昭和電工川崎事業所の教育訓練

　教　育　名

ＩＳＯ１４００１ＩＳＯ１４００１

壊れたら、修理して使う壊れたら、修理して使う壊れたら、修理して使う

傘の修理屋 「傘の古骨買い」

鍋釜の修理 「鋳掛屋」

ＩＳＯ１４００１ＩＳＯ１４００１

最終処分量・処分場の推移は？最終処分量・処分場の推移は？最終処分量・処分場の推移は？

ＩＳＯ１４００１ＩＳＯ１４００１

本年の環境目標（廃棄物削減）本年の環境目標（廃棄物削減）本年の環境目標（廃棄物削減）

産廃フロンケーキの削減：
ファインガス課・生産技術Ｇ

産業廃棄物発生量１０％削減：ＥＰ課、扇町有機Ｇ
コーティングの産業廃棄物量を３０％削減：ＣＳ課
外部委託産業廃棄物削減５０％：ショウプレン課
ＡＮＪ／Ｗ産廃外部処理削減：ＡＧ課
産業廃棄物削減前年比５％削減：ＡＸ課・ＶＣ課

抜粋

ＩＳＯ１４００１ＩＳＯ１４００１

廃棄物処理について廃棄物処理について廃棄物処理について

２００８年３・４月

川崎サイト 環境安全室
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昭和電工川崎事業所の防災訓練

私たち化学会社にとって、火災や爆発事故を起こさないことが、その存立の基盤です。
そのため、日頃から安全・安定操業に全力を尽くし、法律に定められている以上の安全対策を
自主的に実施しています。

川崎事業所は、万が一、事故が発生した時、その被害の拡大を最小限に抑えるため、自衛消防
隊を組織しています。化学消防車や泡原液搬送車、あるいは消火栓など、各種の防火・消火設
を有しています。また、自衛消防隊の防災訓練、消防署や近隣企業との合同訓練などを定期
に的
備

実施しています。

昭和電工川崎事業所（扇町）総合防災訓練の様子です。

訓練想定内容
大規模地震の発生を想定して訓練を実施して
います。

防消火活動
自衛消防隊による消火散水・水幕放水が行われ
ます。

　　川崎事業所（千鳥）消防競技会の様子です。
自衛消防隊員は、日頃から操法訓練を繰り返し、消防技術の習得向上に努めています。

　製造担当の従業員から選抜された防災要員が、 ３名の防災要員がチームを組み、ホース展張
消防車を実際に操作し、消火活動を実施します。 接続・放水を行います。

昭和電工川崎事業所の防災訓練
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登録有形文化財消火訓練

昭和電工川崎事業所本事務所
　　（国登録有形文化財） 昭和電工川崎本事務所は有形文化財として

登録されています。
この本事務所は、昭和６年（１９３１年）昭和
電工の前身である昭和肥料（株）の事務所と
して建設され、昭和初期の工場事務所建築の
代表的なものの１つです。

また、2007年に経済産業省から「近代化産業
遺産」に認定されています。

貴重な文化財を火災から守るため、毎年
１月２６日の文化財防火デーに文化財
消火訓練を実施しています。
自衛消防隊・消防車隊と消防署の消防隊が
共同で行った一斉放水訓練の場面です。

高圧ガス防災事業所出動訓練

昭和電工川崎事業所は、高圧ガス防災事業所と
して、事業所以外でも高圧ガスに関係する事故
が発生したときには防災活動に出動します。

左の写真は「除害装置」を車に載せて
発災現場に向かう出動訓練の様子です。

発災現場に到着した防災事業所員は、直ちに
除害装置を起動し、無害化を図ります。

この様に、日頃から訓練を行う事により
迅速な対応が可能です。

昭和電工川崎事業所の防災訓練
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安全衛生

川崎事業所労働安全衛生方針

　　　OSHMS登録証 1950年建立　平和安全記念碑（女神像）

労働安全衛生活動は、企業経営基盤をなすものと考え、「安全で働きやすい快適な職場」を

作者：　円鍔　勝三氏

昭和電工川崎事業所の安全衛生

2009年1月1日

　　　　　昭和電工株式会社　川崎事業所

３．労働安全衛生法をはじめ、関係する諸法令を遵守すると共に、社内規定、標準に基づき
　　従業員の労働安全衛生の確保に努めます。

４．教育･訓練の必要性を明確にして計画的に実施し、すべての従業員がその業務と責務を
　　果たします。

５．従業員のみならず、構内で働くすべての皆さんの理解と積極的な参加をいただくよう、
　　コミュニケーションを図り、その実施状況を確認します。

実現するため、以下の方針の基に労働安全衛生向上活動を継続的に推進します。

１．労働安全衛生活動を推進するために、労働安全衛生マネジメントシステムの構築により、
　　ＰＤＣＡサイクルを繰り返し、継続的な改善を行ないます。

２．職場の危険有害要因をリスクアセスメントによって明確にし、危険ゼロを目標とする
　　活動を従業員の積極的な参画の下に推進します。また、設備及び作業の新規・変更に
　　おいても同様に災害防止に努めていきます。

１６
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☆労働安全・衛生
川崎事業所は、「安全第一、品質第二、生産第三」との基本理念に基づき、ハード、ソフト、シス
テムの各面から、無事故・無災害の達成を目指して従業員及び協力企業従業者が一丸となって取り
組んでいます。

現在ＯＳＨＭＳ（労働安全衛生マネジメントシステム）
を導入し、2009年5月、中央災害防止協会より
認証を受けました。

※ＯＳＨＭＳとは
事業者と働く人が一致協力の下に、ＰＤＣＡという一連の過程を
定めて、安全衛生管理を自主的に継続的改善を行うシステム。

     　  　OSHMS認定証授与式

労働災害発生状況推移

休業災害：休業を余儀なくされる災害
不休災害：休業災害に至らない災害

労働災害撲滅・環境トラブル未然防止のため、
各種パトロールを実施しています。

・事業所長パトロール
・管理者相互パトロール
・職場衛生パトロール　等

それぞれ視点を変えて職場を点検し、改善して
います。

写真は、事業所長パトロールの様子です。

　　川崎事業所での安全活動事例を
　　社外に紹介しています。

　　全国産業安全衛生大会に於いて、
　　「協力企業との共同安全活動の
　　推進」についての活動成果を発表
　　して好評を得ました。

　　　        全国産業安全衛生大会　活動事例紹介 

昭和電工川崎事業所の安全衛生
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ＴＰＭ活動
　昭和電工グループは全社の生産拠点を中心に、全員参加で

現場の行動を改革する生産システム改革活動（ＳＰＳ*1改革
活動）を展開しています。

　川崎事業所においても１９９８年に社団法人日本プラント

メンテナンス協会が提唱するＴＰＭ*2というツールを導入し、
現在も精力的に改革活動を推進しております。

　川崎事業所では、「事業環境の変化にかかわらず競争に勝ち、利益

を上げ続けられる企業」になることをめざして全員参加でＴＰＭ活動

を進めています。

　従来の改善活動は製造部門の部分最適をめざした活動であったと言

えます。ＴＰＭ活動は製造部門にとどまらず、開発、品質保証、物流

等の製造部門周辺にまで範囲を拡大し、全員参加で進めていく活動で

す。

　製造部門、事務部門、開発部門等のそれぞれの現場での不具合を見

抜き、その不具合を復元・改善し、その状態を維持、発展させる活動

を基本としております。

　特に製造現場においては、５０を超えるサークル（小集団）が活動

を盛んに進めており、不具合を復元・改善した設備を維持する活動に

加えて、トラブル削減、品質向上、コストダウン、安全・環境改善等

の観点で職場の諸問題を解決・改善する活動も行っています。

　また、ＴＰＭ活動では、トップが強い信念をもって活動を指導、け

ん引しています。職場のサークルに対してもトップが職場に出向き、

直接指導しています。この結果、

現場もトップに共鳴し、トップダ

ウンとボトムアップのバランスの

取れた活動が進められています。

　ＴＰＭ活動の成果は、収益改善

や事業競争力強化にまで及んでい

ます。

　川崎事業所では、定期的に社内ＴＰＭ発表会やからくり自慢コンテスト等のイベントを開催、あるいは

全社の代表発表会に参加して、サークルの活動レベル向上を図っています。

　また、社外との交流も進めており、特にＴＰＭを推進する団体や企業との交流を活発に進めております。

ＴＰＭ活動の向上のために社団法人日本プラントメンテナンス協会により設定されているＴＰＭ優秀賞に

ついて、川崎事業所は、２００２年に優秀賞第１類、２００５年には優秀継続賞第１類を取得し、２００８

年にさらに上位の特別賞を取得致しました。

川崎超現場力活動

社内外交流による活動レベル向上

川崎事業所　ＴＰＭ活動ロードマップ

ＴＰＭ活動とは

　*1 ＳＰＳ：Showa Denko Production System の略称。
　*2 ＴＰＭ（Total Productive Maintenance、全員参加の生産保全）：
　　　現場の設備・機器の管理を出発点として、安全・品質・コスト・納期・在庫・
　　　生産性等すべての項目について「あるべき姿」の実現をめざす、全員参加の
　　　生産効率化活動。

1998

ＴＰＭロードマップ

人を変え設備を変え
目指せ 夢集団
　かわさき！
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人と設備をＳｐｒｏｕｔ！
個性派かわさき
Ｐａｒｔ－Ⅱ！
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ものづくり　人と設備で夢実現！
　　　　情熱かわさきパートⅢ

　　３／３１
　キックオフ

　１２／２６
　キックオフ

　　４／２６
キックオフ

設備の不具合抽出・復元活動

外部コンサルタントによる活動指導

トップ指導会

社内ＴＰＭ発表会 からくり改善くふう展 in Tokyo ＴＰＭレディース大会2007ＴＰＭ東京地区大会2007
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ＫＳＧ 川崎超現場力活動

　2009年3月31日に、1998年～2008年と継続して

きた「ＴＰＭ活動」に続き、川崎事業所独自の「KSG*1

：川崎超現場力活動」をキックオフしました。

　ＫＳＧ活動は、維持管理も含めて原点に立ち戻った

原点回帰の活動とし、2009年からの２年間はトラブル

削減に集中（ＦＯＣＵＳ）*2した活動としました。

○『トラブルゼロ』 （ALL IS "０"）

事故/災害、設備、プロセス、操作/作業、品質、物流、
等々、ものづくりに関する顕在・潜在不具合をすべて、
トラブルととらえてこれを見える化し、顕在トラブルの
削減、潜在トラブルの予防を徹底的に行います。

○『人財育成』の継続強化

自主保全、製造、生産技術、開発、共通技術（環境安全、品質）、等々について、系統的
人財育成システムの構築を目指します。
技術継承も含めてＰＤＣＡを回すことを
意識したシステムとします。

事業所全員が満足感・達成感を
味わえるような運営を行ってい
きます。

川崎事業所の思い・夢・イメージを旗にすべく、

「ＫＳＧ旗」のデザインを募集し、多数の応募作品の

中から左記に決定されました。

ＫＳＧ旗

表彰式

活動説明会

 「ＫＳＧ旗」

川崎超現場力活動

川崎事業所　ＫＳＧ活動”キックオフ大会”

”スローガン”表彰式　於、キックオフ大会

　*1 ＫＳＧ：Kawasaki　Super　Genbaryoku　の略称。
　*2 ＦＯＣＵＳ：の意味する言葉について
　　　　「集中する、焦点を当てる」にプラスして
　　　　”Ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｃｈａｎｇｅ　ｆｏｒ　ｕｓ
　　　　　　　＝　Ｆｏｃｕｓ”　「我々の改革のために」

ＫＳＧ活動とは

Kawasaki　 Plant

Kawasaki Super Genbaryoku

KSG

変えるぞ！変わるぞ！私の職場　超現場力で ＡＬＬ　ＩＳ　”０”

川崎超現場力活動 概念図

経営目標達成 川崎事業所発展・強化

新規事業
立上げ

『トラブルゼロ』 （ALL IS "０"）

既存事業強化

Ｆチーム活動

部署の実情に
応じた「課題解決」、
「業務の標準化・
効率化」等の活動

部署独自活動

［Ｆチーム］

品保

環安 SCM

技術

製造
Ａ課

工務

サ

ク
ル
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サ

ク
ル
Ｂ
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Ｆチーム形態

重要事項の基準化、
水平展開や横断的
活動といった、事業
所全体の後戻りしな
い維持を図る横串
機能的な活動

水平展開活動

『人財育成』の継続強化
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社会貢献

☆使用済みプラスチックのケミカルリサイクル

『プラスチックケミカルリサイクル』とは、家庭から排出される使用済みプラスチックを貴重な資源と
して有効利用するリサイクル事業の一種です。川崎事業所では、この貴重な資源を工業用ガスである
アンモニアの原料として有効利用しています。

 ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｬﾗｸﾀｰ

「けぴあ」

   　      　 見学者受け入れ人数推移

ガス化設備全景

    　  　    見学者への説明風景

※見学会の申し込み方法は、昭和電工ホームページに記載されています。
　　ホームページ　　http://www.sdk.co.jp/html/csr/index.html

賞を受賞しました。
第２回ＪＲＣＣレスポンシブル・ケア
ブル・ケア協議会（ＪＲＣＣ）より

トピックス：

この活動が評価され、日本レスポンシ

　海外からの見学者も多くいらっしゃいます。
　受け入れています。

昭和電工川崎事業所の社会貢献

2003年5月より見学者の受入れをスタートしました。

　急増しました。

・2005年より学校関係の見学が始まり、年々増加する傾向
　にあります。

・横浜市の全域分別スタートにより、2005年より見学者が

・エコタウン見学の一部として川崎市の紹介による見学者も

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

2003

2004

2005

2006

2007

分別市民 企業 川崎市紹介 学校 他

見学会を実施しています

２０
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地域社会の一員として、各種活動を実施しています。

☆アルミ缶リサイクル活動

昭和電工全体の取り組みとしてアルミ缶回収活動を実施しています。

アルミ缶のリサイクルは、資源を節約したり、ごみを削減
できるばかりでなく、回収されたアルミ缶から再生地金を
作ると、新しくボーキサイトから地金をつくるのに比べ、
９７％ものエネルギーの節約にもなります。

回収されたアルミ缶の収益金は川崎市の健康福祉局に寄付
しています。

　☆レスポンシブル・ケア地域対話

川崎事業所は、日本レスポンシブル・ケア協議会（ＪＲＣＣ）の会員として近隣住民の皆
様とリスクコミュニケーションを進めています。川崎市内に立地する化学会社９社の共催
による川崎地区の地域対話が２００８年５月１２日に開催され、川崎事業所も「保安・防
災に対する取り組みについて」という演題で発表し、パネルディスカッションにおいて市
民の皆様と意見交換を行いました。
今後とも地域の皆様の安全・安心を守る為、対話を継続するよう努力してまいります。

　　    発表会の様子 　　　　　　       パネル討論会

レスポンシブル・ケアとは

レスポンシブル・ケアとは、化学物質を扱う事業者が

化学物質の開発から製造、物流、使用、廃棄に至る全

ライフサイクルにわたって「環境・安全・健康」を確

保し、その改善を図っていく自主管理活動です。

昭和電工川崎事業所の社会貢献

ガスの拡散防止措置と安全確認

・消防隊員は塩素ガス拡散防止
のため、水幕放水を実施します

・漏洩停止後はガス分析を
行ない、安全を確認します

保安・防災の取り組み

化学工場としての取り組み

従業員への保安教育訓練を計画的に実施

危険物、化学物質、高圧ガスの取り扱い等

緊急時に対応できる体制の維持

非常対策組織（対策本部、自衛消防隊）

副防災管理者（宿直者）が常駐

２４時間、事業場の安全・保安・防災を維持

保安・防災に対する
取り組みについて

昭和電工株式会社
化学品生産本部
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☆地域の皆様との交流

★地域の皆様への事業所説明会
　毎年、近隣の町内会長の皆様にお越しいただいて、事業所見学会を含め、事業所の活動を
　理解していただいています（防災活動・環境管理について等）。

★納涼祭
　毎年7月に川崎球場を会場に納涼祭を
   行っています。
　地域の方々にも多数お越しいただき、
　にぎやかなお祭りになります。

★芋掘り
　芋掘り（夏季）や地引網（秋季）を開催し、
　従業員のご家族や地域の方々をお招きしています。

☆工場周辺の清掃活動
川崎地区に職場を持つ市民の一員として、工場周辺の清掃活動を定期的に実施しています。

昭和電工川崎事業所の社会貢献
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