
 

東長原事業所は
地域との共生を目指しています
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　地域との共生を図るため、様々な活動を通じ地域住民
の皆様と交流の場を多く持ちたいと考えています。

●事業所見学会
　地域の皆様や従業員家族、ＯＢ等を対象に、見学会を
行っています。事業所の歴史やプラントの説明、及び最
終消費製品の展示等を通じ、事業活動をご理解いただく
機会を作っています。(写真は、2011年7月の新設備説明
会)

●クリーンデイ
　地域の皆様のご理解があって事業活動が継続できるこ
とへの感謝と、気持の良い環境の中で仕事をしたいとの
思いから場内他社と常駐協力企業各社、ＯＢの方々と共
に春と秋の毎年２回、事業所周りの清掃活動を行ってい
ます。

●納涼祭
　事業所内で働く方々の慰労と地域の皆様との交流を目
的に、例年8月の第一金曜日に開催しています。2011年
度は震災の影響で9月の実施でしたが、残暑の厳しい
中、約千名の参加があり、会津大学のよさこい（写真）
や大声コンテスト、打上げ花火等で楽しんでいただきま
した。

昭和電工株式会社
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●出前授業
　小学校等を対象に実験を通じて事業所を理解してもら
う、また化学に興味をもってもらうとの趣旨で2010年度
より出前授業を行っています。初回は、地元河東学園小
５年生に対し(写真)「ゲルの生成」と「物質の三態」か
ら実験を行いました。感想文には、化学実験の楽しさや
驚きが書かれており、化学への興味が深まったと感じて
います。

●近隣地区親善球技大会
　近隣８地区と当事業所の親善球技大会を、事業所グラ
ンドで毎年9月に開催しています。大会では、地区対抗
戦でソフトボールと女子バレーボール(写真)、個人戦で
ゲートボールの３競技を行い、秋のひと時を一緒に楽し
んでいます。

●アルミ缶回収活動
　当社グループを挙げて取り組んでいるアルミ缶回収活
動には、地域の福祉団体や学校からの持ち込みも受け付
けています。従業員等が集めたり持ち込まれたアルミ缶
は1つ1円で買い取り、チャリティーの収益金は地域の福
祉に役立てていただいています。2010年から寄贈先から
要望を伺った上で物品の寄付を行い、2011年度は社会福
祉協議会へ介護用ベッド(写真)を、パン工房を営む福祉
団体へはトレー・トングセットを寄贈しました。
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事業所目標 ： 休業災害ゼロ！ 不休災害ゼロ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●東長原事業所　従業員・協力企業の災害発生状況

　数年に一度、休業・不休災害の発生がありましたが、
2009年6月12日の休業災害以降、休業・不休・微傷災害
ゼロを継続中です。従来のヒヤリハット活動、危険予知
活動、災害事例水平展開活動等に加え、2009年からリス
クアセスメントを事業所全体で取り組んでいます。今後
も、事故を未然に防止する「創る安全」活動を更に推し
進め、安全文化の醸成を図っていきます。

●応急手当推進事業所
　当事業所には、緊急時に救急車が到着するまでの間、
適切な救命措置のできる従業員がおります。また、救命
処置用のＡＥＤ（自動除細動器）を事業所内各社と共同
で設置し、応急手当推進事業所にも認定されています。

●総合防災訓練
　事業所内で火災・爆発・有害物質漏洩等の緊急事態が
発生した場合に備え、より大きな事故への拡大防止、消
防・警察・近隣への通報連絡、避難誘導、負傷者救助・
応急処置等を確実に行なうため、事業所内各企業と共同
で年２回（春・秋）実施しています。例年、会津若松消
防署十文字出張所のご協力をいただいています。

●化学物質排出量削減への取り組み
　当事業所では化学物質管理促進法（略称：PRTR法）に
基づき、調査対象物質についての大気・水質への排出量
及び産業廃棄物に含まれて事業所外に移動する量を調
査・把握して、行政に報告しています。
　2010年度には、調査対象物質のうちの年間１t/年以上
の取扱いがあった10物質（2008年度より 5物質減、2009
年度より 3物質減）につき排出量・移動量を報告しまし
た。
　当事業所の大気・水域への排出量のほぼ全量を塩化メ
チレン（ジクロロメタン）が占めていたため、その回
収・再利用の取り組みを進めてきました。
　2010年度のＰＲＴＲ法化学物質の排出量合計は4.29t
となり、2008年度21.34tに比較し大幅な削減となりまし
た。

●ゼロ・エミッションへの取り組み
　

　当事業所は、循環型社会実現のために産業廃棄物の最
終埋立処分量をある一定レベル以下に下げるゼロ・エ
ミッションの取り組みを行っています。
　産業廃棄物の有効利用等を進め、2006年以降、ゼロ・
エミッション（社内基準による：最終埋立処分量が産廃
発生量の１％以下）を継続中です。

●アルミ缶回収活動の推進
　アルミ缶を回収し、缶から缶へ再生利用することは、
限りある天然資源の枯渇を防止するためのゼロ・エミッ
ションの考え方のひとつです。従業員、協力企業会ある
いは地域の方々からの回収アルミ缶総数を従業員人数で
割った場合に、1,000本/人/年となるよう回収目標を立
てて取り組み、実現しています。
　（活動状況は、本レポートの最終ページもご参照下さい）

社会・環境との調和
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　当事業所では、大気・水質への環境汚染物質あるいは
産業廃棄物最終埋立処分量の削減に取り組んでおり、項
目によっては顕著な削減効果が得られています。

●東長原事業所の大気汚染物質排出状況（単位：t/年）

　ボイラーの燃料として、もともと硫黄分の少ない良質
のＡ重油を使用していますが、2006年末より更に硫黄分
の少ないＡ重油に変更し、硫黄酸化物（Sox）の排出量
を大幅に減少させることが出来ました。
　窒素酸化物および煤塵を含め、排出濃度は国の基準、
県の基準を大幅に下回っていますが、より厳しい自主管
理値を定め、遵守しています。

●東長原事業所の水質汚染物質排出状況（単位：t/年）

　
　製造工程で発生する汚染度の高い廃液のほとんどは専
門業者に廃棄物処理委託をしているため、河川放流する
排水は主に汚染度の低い冷却水や洗浄水、浄化槽処理排
水あるいは雨水となります。水質汚濁物質の排出総量に
は大きな変化はありませんが、他の物質も含め末端排水
口での汚濁物質濃度に関して法定基準より厳しい自主管
理値を設定して維持・管理をしています。

　基本方針
　　　　　　　　　社会・環境との調和
　行動指針
　１．川崎事業所および東長原事業所は、市民の一員としての
　　自覚をもち自然と地域との共生をめざす。
　２．化学製品の設計から生産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。
　３．川崎事業所及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。
　４．環境に関する法規およびその他の要求事項を順守するた
　　め、自主管理基準を設定し、環境の保全に努める。
　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
　　状況の変化を反映させるべくて定期的に見直しをする。

●東日本大震災への対応
　震災当日、当事業所の地震計は震度５強を計測しまし
た。直ちに事業所長の命により非常対策本部を設置、被
害状況の把握、設備の点検を行いました。その結果、人
的被害は無し、またプラントは設計通り安全に自動停止
したことを確認しました。
　７月に竣工した新ＯＦプラント（写真）においては、
今回の地震以上の震度でも耐えられる設計になってお
り、また近隣地区の皆様へも見学会の際に説明し、ご理
解いただいています。

●グループ企業との連携
　いわき市に拠点がある東北金属化学㈱の従業員とその
家族が、震災と原発事故により避難したいとの連絡があ
り、当東長原事業所、喜多方事業所、昭和タイタニウム
㈱等が連携し避難者の受け入れを行いました。
　当事業所では社宅を準備し５家族を受け入れ、生活物
資は従業員や場内他社、協力企業へ呼びかけを行い、ま
たＯＢからも農産物の差し入れなどのご協力をいただき
ました。食料品やガソリン・灯油などが不足する中、４
月中旬の事業再開まで避難されました。

●労働安全衛生マネジメントシステム認証取得
　当事業所では、安全衛生管理活動を体系的に推進し継
続的改善を図ることを目的として、OHSAS18001規格に基
づく労働安全衛生マネジメントシステムの認証を、2010
年3月15日付けで取得しました。
　各職場の危険を抽出し評価し対策を行う「リスクアセ
スメント」の取り組みを中心に、安全に強い人間・職場
作りを進めています。
　取得済みのISO14001環境管理システム、ISO9001品質
管理システムと合わせ、PDCAサイクルによる事業所管理
水準の維持・向上を図っています。

ごあいさつ

　昭和電工グループは、「進化する個性派化学が、人と地球にできること」をテーマに、ＣＳＲ
（企業の社会的責任）活動を展開しています。当東長原事業所においても、環境保全の取り組
み、安全文化醸成の取り組み、地域社会への貢献を柱に活動を行っています。
　３月１１日に発生した東日本大震災において、被害に遭われた皆様に心よりお悔やみを申し上
げます。当事業所においては、幸いなことに人的・設備的被害は無く、その後、安全・安定生産
を継続していることをご報告申し上げます。また、復興支援として、義援金の募集や「福島支援
プロジェクト」による通信販売への協力等をグループ全体で行っています。
　このサイト版ＣＳＲレポートを通じ事業活動をご理解いただくと共に、より身近な企業として
ご意見・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。東長原事業所長　海寳益典

　　昭和電工株式会社東長原事業所は、従業員、協力企業従
　業員、その他の関係者全ての安全と健康確保が企業活動の
　基盤であるとの認識のもと、安全、健康で快適な職場を実現
　するため、次のとおり安全衛　生方針を定める。
　　また、この方針の実現のため、従業員、協力企業従業員、
　その他の関係者全ての協力を求め、事業所の安全衛生活動を
　推し進めていくものとする。

　基本方針
　１．安全第一を徹底し、事故・災害ゼロを継続する。
　２．働く環境を改善・維持し、業務上疾病ゼロを継続する。
　３．全員参加による安全衛生活動を推進する。
　４．相互注意の精神を大事にし、職場の仲間を事故・災害
　　から守る。

環境負荷削減の取り組み

保安防災・安全衛生の取り組み

環境方針 ISO14001 安全衛生方針 OHSAS18001

0

2

4

6

8

10

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

従業員休業 従業員不休 協力企業休業 協力企業不休

0

10

20

30

40

50

60

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

硫黄酸化物（SOx） 窒素酸化物(NOx） ばいじん

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

ＣＯＤ ＢＯＤ ＳＳ

東長原事業所　最終埋立処分量

0

100

200

300

400

500

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

埋
立

処
分

量
（
ｔ）

0

1

2

3

4

5

埋
立

処
分

率
(%

)

埋立処分量 埋立処分率


	2011

