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2．事業所長メッセージ

昭和電工ＨＤ山形（以下、ＳＨＤＹと略称します。）は、昭和電工株式会社のハードディスク事

業の開発と生産の拠点のひとつとして、２００９年７月に発足しました。ハードディスクはパソコン、

ＨＤＤレコーダー、カーナビゲーションなどに広く使用されている大容量記録媒体であり、現在の

高度化する情報化社会にとっては必要不可欠な基盤材料です。

私たちＳＨＤＹでは、事業活動を通じて環境にやさしい経営に取り組み、２００９年11月に

“ ＩＳＯ１４００１” の認定を取得するとともに、全従業員が一致団結して環境改善活動に取り組

み、エネルギー消費を始めとする環境負荷を低減してきております。

昭和電工株式会社は、企業理念として “社会貢献企業” 実現を掲げており、私たちＳＨＤＹでは、

２０１１年の具体的な活動として、コンプライアンス、環境負荷削減（省エネ、温室効果ガス、廃棄

物削減など）、リスクアセスメントを活用した安全活動 を展開してまいります。

これらの活動を通して、安全で快適な社会の実現

に貢献するとともに、安全で健康的な職場づくりを実

現してまいります。

本レポートをお読み戴き、わたしたちの取り組みに

対して、率直なご意見をお聞かせ戴きますようお願い

申し上げます。

事業所長 岩出 斉

1．社長メッセージ

石川社長就任のご挨拶

2011年1月4日から新体制になり、昭和電工HD山形社長として指揮を執って参りますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

昭和電工HD山形は発足以来すでに1年半が経過し、昭和電工グループのHD事業の生産拠点

のひとつとしてその歴史を刻み始めています。昭和電工グループがHD事業を行っていく上での

基本的考え方は、開発力を礎とした「Best-In-Class」の製品供給を継続して実施することです。

したがって、当社も、ここ山形から「Best-In-Class」の製品供給を率先して行うとともに、記録密

度向上を始めとした困難な開発課題に、われわれの

英知をもって対応いたします。さらに将来にわたって、

この基本的考え方を強力に推し進めていくことにより、

われわれの事業の成長のみならず、お客様の事業

（HDD（ハードディスクドライブ）事業）の伸展に大きく

貢献し、豊さと持続性が調和する社会の創造を実現

してまいります。

代表取締役社長 石川 二朗
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3．会社概要

ショウワデンコウエイチディヤマガタ

◆ 昭和電工ＨＤ山形株式会社 ◆
＜昭和電工株式会社の100%子会社＞

ハードディスクメディア

■ 設 立 １９３９年（昭和１４年） ６月１日

■ 資本金 １４０，５６４百万円（２０１０年１２月３１日現在）

■ 従業員 グループ連結：１１，５９７人、 単独：４，２１１人（出向者を除く）

■ 本社所在地 東京都港区芝大門１丁目１３番９号

■ 売上高 連結 ７，９７２ 億円 ：２０１０年（平成２２年）１２月期

■ 主要製品 石油化学製品、 化学製品、 無機製品、 エレクトロニクス製品、

アルミニウム製品など

【 昭和電工株式会社 】

■ 設 立 ２００９年（平成21年） ７月１日

■ 資本金 ４５０百万円（２０１０年７月１日現在）

■ 従業員 従業員：３３６人、協力会社：９７人 （２０１１年４月１日現在）

■ 所在地 山形県東根市大字東根甲５４００番地２

■ 事業内容 ハードディスクメディアの開発、製造、販売

『 グループ経営理念 』

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。
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4．事業所方針
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5．マネジメントシステム

■ 品質マネジメントシステム（QMS）の構築と強化

品質方針

事業所方針

品質システムの骨子

・4つのキープロセスの定義による、業務と品質との関わりを明確化

(開発,生産・販売,量産,出荷保証の各プロセス)
・4つのキープロセスをつなぐ量産移管プロセスを重要視

登録証

・昭和電工ＨＤ山形は2010年（平成22年）１月にＱＭＳの国際規格

であるＩＳＯ９００１の認証を取得しました。

認証番号： ＱＣ０９Ｊ００７６

登録日： ２０１０年１月６日 （継続維持中）

認証機関： 株式会社日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）

■ 顧客基盤強化

情報の共有化と顧客品質の先取り

・サーバ,モバイル共に 1回/週にて、顧客との品質情報連絡会の実施

・新機種の量産出荷開始時期には、顧客先でのオンサイトサポート展開

顧客満足の向上(製品品質管理システムによる品質の安定維持とタイムリーな品質情報提供)

各製造工程のデータをネットワークを通して管理する自動工程管理システムにより、情報の共有化と情報伝達

の迅速化を図り、安定した品質と生産を目指しております。
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２０１１年度 昭和電工ＨＤ山形株式会社 環境方針

昭和電工ＨＤ山形株式会社は、昭和電工グループ経営理念に基づき『世界 大のハードディ

スクメディア外販メーカー』の一員としてＩＴネットワークライフへの貢献を通して社会的責任を

果たします。

１．I Tネットワークライフに必要不可欠なハードディスクの開発・製造を担う当社は、

たえまない技術開発、高品質製品の供給を通じて社会の発展に貢献し続けます。

２．事業活動、製品、サービスに係わる環境側面をたえず認識し、循環型社会を目指

した環境汚染の予防と環境の改善活動を継続的に実施します。

３．事業活動、製品、サービスに係わる環境関連法規、規制、条例、山形県や東根市

など地域との協定及び当社が同意するその他の要求事項の順守はもとより、より

厳しい自主基準を制定して環境保全に努めます。

４．環境目的･目標を設定して定期的に見直し、環境マネジメントシステムを継続的に

改善します。

５．事業活動、製品、サービスに係わる環境側面のうち、以下の項目を重点テーマと

して取り組みます。

①地球温暖化対策

・ＣＯ2以外の温室効果ガス削減

・エネルギー消費ＣＯ2の排出量削減

②グリーンファクトリーの推進

・廃棄物発生量の削減

③環境社会貢献

・社員一人ひとりの環境社会貢献活動の推進

６．環境方針は全従業員及び当社のために働く人にも周知し、全員参加による継続的

環境改善を効果的に推進します。

なお、この環境方針は、社外からの要求に応じて一般の人にも開示します。

２０１１年２月９日

事業所長 岩出 斉

■ 環境マネジメントシステム（EMS）の構築

環境方針



－7－

登録証

2009年（平成21年）１１月にＥＭＳの国際規格であるＩＳＯ１４００１の認証

取得を行い、2010年は認証継続しております。

認証番号： ＥＣ０９Ｊ００５８

登録日： ２００９年１１月２５日 （継続維持中）

認証機関： 株式会社日本環境認証機構（ＪＡＣＯ）

環境組織

環境マネジメントシステム活動は各部門において

主体的に実務を推進 し、環境管理委員会にて活動

内容の審議を行う体制としております。

定期的に実施される内部監査や外部審査により、Ｅ

ＭＳの運用状況や 継続的改善の状況について

チェックしております。

【審査状況】

（文書審査） （現場審査）

環境管理統括責任者
（常務取締役 事業所長）

環境管理事務局

環境管理責任者

環境管理委員会

内部監査チーム

環境管理責任者

各部門（活動の実施）
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当社は製品を提供するために、さまざまな原材料を調達し、燃料・電力などのエネルギーや水資源を使用して

います。また、生産活動に伴って発生する環境負荷の低減活動を積極的に努めています。

6．環境負荷の概要

対象期間：2010年4月～2011年3月

INPUT

昭和電工ＨＤ山形

OUTPUT

  ＣＯ２排出量： ２２，３００ｔ-CO2

  公共用水域：        ３９万トン

  有価物量：            ８７トン

〔製品〕

出荷

  再資源化量：         ９０トン

  事業系一般廃棄物：  ３トン

  エネルギー：  １１，９１６kL

  水資源：   ５３万トン

原料・資源

〔電気・ガス・燃料の使用量〕〔電気・ガス・燃料〕

〔上水道・工業用水〕

【廃棄物】

【排水】

〔排水処理施設からの排水〕

  下水道：           １．３万トン

〔河川〕

  埋立処分量：           ０トン
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7．地球温暖化対策

■ エネルギー起源CO2の排出量削減

目標 実績
使用量（原油換算） １２，０１０ kL １１，９１６kL

CO2排出量 ２２，６５５ｔ-CO2 ２２，２８６ｔ-CO2

③屋内の冷房負荷削減としてゴーヤによる、グリーン

カーテンをつくりました。

以下の活動を実施し、エネルギー起源のＣＯ２排出量

の削減を図りました。

①製造設備の効率化

・メディア製造工程の歩留まり改善やライン稼働率

の

向上を図ることによりエネルギー当たりの生産量

を増やす活動を継続的に取り組んでいます。

空調機

■ CO2以外の温室効果ガス削減

・メディア製造工程で 使用する溶剤の槽を小型化すること

により、温室 効果ガスの大気排出量削減に努めています。

・媒体製造工程で使用する溶剤（ＨＦＣ-４３-10mee）を使

用する製造設備の改善や運用基準を見直し、使用済液の

再生品の再利用等を行い、新液使用量も抑制しています。

（2010年度は現状把握のみを行いました）

8．グリーンファクトリーの推進

目標 実績

総発生量 ２１５トン ２６１トン

廃棄物発生量   ９９トン   ８６トン

有価物量 １１２トン １７２トン

一般廃棄物（事業系）     ４トン     ３トン

・メディア製造工程で使用している廃溶剤（HFC）を焼却処

理から有価物として処理業者に売却し、蒸留後再利用に移

行し資源の有効利用と地球温暖化防止に貢献しました。

・メディアの出荷ケースの不良品を*RPFから他用途の原材

料へとリサイクルのレベルアップを行いました。

・廃棄物発生量削減のため使用部材の新規梱包材の材質

調査の継続的に実施しています。

*RPF：Refuse Paper & Plastic Fuel（古紙及びプラスチックを原料とした固形燃料）

目標 実績
使用量 （現状把握） ５６，８０５ｋｇ

②建屋設備の運転効率化
・事務所系空調機へインバーターを設置し、周波数
を下げることにより電力使用量を削減しました。

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ
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大気汚染防止法に関連する設備として空調用にボイラー、吸収式冷凍機のばい煙発生施設を設置してい

ます。各機器では、 適な燃焼効率となるように適宜調整を行っています。

また、冬期間は外気を活用したフリークーリングシステムを積極的に利用することで吸収式冷凍機運転での

ばい煙発生の抑制に努めています。

（大気汚染防止法に基づく定期測定の結果、法令基準値をはるかに下回る数値で順守しています）

9．環境に関わる法規制の順守状況

■ 大気関係

工程からの排出水は、全て社内の処理施設にて処理を行っています。また、処理した排水を工場敷地外に排出す

る際は、 終放流桝のｐＨセンサーにて常時監視を行い水質基準に合わない水は流出しないようにしています。

（水質汚濁防止法に基づく定期測定の結果、法令基準を下回る数値で順守しています）

２０１０年５月では、高ＢＯＤ値の工程排水に対応するための設備改造を実施しました。

■ 水質関係

ばいじん
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ユーティリティー設備の状態を
常時監視をしています。

（ばい煙発生施設）

№１放流桝 №２放流桝 №１放流桝 №２放流桝 №１放流桝 №２放流桝

水素イオン濃度(ｐH) 7.2 7.4 7.3 7.6 7.1 7.6 5.8～8.6 ○

生物化学的酸素要求量（BOD)（日間平均） 0.2 0.6 0.2 0.6 1.4 1.3 20 ○

浮遊物質量（SS)（日間平均） 0.5 0.6 0.5 1.2 2.8 1.0 50 ○

ｎ-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5 ○
溶解性鉄（Fe) 0.1 ― 0.1 ― 0.2 ― 10 ○

判定項目 基準値
測定値（2008年度） 測定値（2009年度） 測定値（2010年度）
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10．安心・安全な工場への取り組み

企業の社会的責任の観点及び近隣住民の皆様や従業員の安心・安全を 優先に、リスクの未然防止

に取組んでいます。

社内規定に基づき緊急時の著しい環境側面として環境関連施設での緊急事態を想定した訓練を実施していま

す。2010年は塩酸、苛性ソーダ、A重油のローリー受入時における漏洩を想定した対応訓練を実施しました。

・当社受入担当者、ローリーの運転手さんと協同で緊急事態に備えて、あらゆる気象
条件下においても訓練を実施しています。

■ 環境関連施設での緊急事態対応訓練の実施

■ 防災訓練

震度６強の地震発生を想定し、身の安全確保・通報連絡・屋外避難・避難本部設置・人員確認・消火器操作の訓

練を行い、安全で早く確実な人員確認の実現を目指し実施しました。３月11日の震災時の避難に生かされました。

①避難者数：従業員 189名(派遣社員含) 協力企業 24名 合計 213名

②新たな取り組み：・避難指示から人員確認報告までの目標時間の設定

・避難誘導旗をｸﾞﾙｰﾌﾟ毎に準備し避難誘導性向上・隊形確認時の認識性向上

・事前に人員確認報告書を作成しそれに基づく人員確認の実施

災害時にクリーンルーム内にガス等が漏洩したことを想定した空気呼吸器装着訓練を定期的に実施しています。

訓練は、交替勤務者の参加により、緊急時には昼夜問わず適切な対応がとれるようにしています。

■ 災害への備え



－12－

■ 創る安全活動

労働安全衛生活動の取り組みの一つとして、リスクアセスメント

を用いた創る安全を実践しています。

職場 にある様々な危険の芽（リスク）を見つけ出し、災害発生に

至る前に、先手をうって対策を施しリスクの除去・低減措置を行い、

労働安全性の向上を図っています。

★リスクアセスメント （リスク評価、低減対策の例）

■ 労働安全

安全衛生委員会を中心に下記の2010年度活動方針・目標を策定し、職場の安全確保を行いました。

１．活動方針

（１）安心安全な職場環境を維持し、災害防止を図る。

（２）従業員の健康保持増進をはかる。

２．年間目標

・休業災害、不休業災害 ⇒ ゼロ

３．年間重点実施事項

（1）安全関係 ①安全衛生委員会、指導委員会活動による安全意識の高揚

②安全衛生リスクアセスメント実施による災害発生要因の排除

（2）衛生関係 ①健康診断結果に基づく健康指導、メンタルヘルス相談員によるカウンセリング実施

②禁煙活動

・2010年は従業員の休業災害が１件発生しています。リスクアセスメントにより危険源の特定と改善を、

さらに徹底して行っていきます。

■ 階段手すりの設置

安全対策の一環で２番館東西の階段へ手すりを設置し、階段昇降時の安全確保を図りました。

・装置作動中に容易に手が 　　　・装置作動中はカバーを
　入り危険である 　　　　付けて手等の侵入を防ぐ

 作業
 頻度

危
険

対策前

　 6　5 　2 　1  13  Ⅱ 　5   1 　2 　0   6  Ⅰ

対策後

　ｶﾊﾞｰを付ける
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11．社会との関わり

東根大森工業団地連絡協議会 環境部会*の一員として

工業団地内の街路樹６３本の里親として認定され、街路樹

周囲の除草 ・ゴミ拾い作業を定期的に行い、美化活動等

に積極的参加を行っています。（2010年10月15日）

*環境部会：東根大森工業団地内に立地している企業と東根市役所と.
協同し環境活動及び情報交換を行う団体です。

東根大森工業団地連絡協議会 環境部会として 「おお

もりだんじろう実験室」のイベントで当社は「石けんから

ろうそくをつくろう」を企画し実施しました。また、窒素ガ

ス実験、ポンポン船をつくろうなども行い、子供たちを対

象にした科学実験室を行いました。（2010年11月14日）

■ 社会貢献活動

東根市主催「環境週間ひがしね」へのイベント参加

「わがまち街路樹里親制度」への参加

東北 大(参加者1万人超)の当マラソン大会は、当社

南側道路がハーフマラソンのコースであることから、工場

周辺並びに大会スタッフへ貸出した駐車場の清掃活動を

行いました。また、大会への協賛、大会当日は衛生救護

班として、ハーフマラソンのランナーに氷水で冷やしたタ

オルをリフレッシュポイントと呼ばれる地点でサービスし

ました。（2010年6月6日）

果樹王国ひがしね さくらんぼマラソン大会への協力

落葉清掃活動

工場周辺をジョギングや散歩を行っている市民がけやき

の落葉に足をとられ転倒する危険性があることや、近隣企

業へ、けやきの落葉が飛散していました。そのため、社員

による落葉の清掃作業を行いました。集めた落ち葉は市

内の授産施設にて腐葉土の原料として活用して戴きまし

た。（2010年11月26日）
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グリーンカーテンの設置

12．パートナーとの関わり

■ 地元企業とのリレーションシップ

設備保守、冶工具類の対応として突発での緊急性が要求される場合が多く、地元の利を生かし、かつ技術的

にも実力のある県内7社と強力なタッグを組み互いのビジネス成長に向け有効な取引を継続しています。

東根市の『赤十字献血事業の推進』に賛同し、年2回（9月、

2月）移動献血車による献血を行っています。毎回、多くの

方が献血に協力をしています。

献血

工業用水見学者の受入

屋内の冷房負荷削減を目的に、グリーンカーテンを設置し

ました。グリーンカーテンは葉の面積が多いゴーヤを使用しま

した。建屋の２階までには成長しませんでしたが、収穫した

ゴーヤは食堂にて従業員に振舞い好評を得ました。

経済産業省及び北海道・東北ブロック工業用水道担当者会議

の一環で、経済産業省地域経済グループ産業施設課工業用水

担当の方など計９名が来社されました。当社内の工業用水の利

用状況を視察し、超純水を製造する上では工業用水の水質変化

による影響が大きい事を再認識されたようでした。

（2010年11月17日）
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従業員それぞれが自分の健康を意識して、自らが健康にな

るための高い意識付けがなされるようサポートしています。

昭和電工グループ『健康21プラン』を推進し、以下のことに取り

組んでいます。

①健康保持増進に向けて、手軽にできる運動を紹介し、運動

習慣を継続するイベントを行ないました。目標を達成された方に

は、達成賞（運動を継続するための商品や環境に配慮した商

品）を差し上げ、運動習慣継続を図っています。

②メンタルヘルス疾患予防のために、リラクゼーション体験

コーナー（期間限定）を設けたり、従業員対象に研修会実施、ま

た月１回カウンセリングを行っています。

③禁煙対策については分煙を実施（場所と時間）、『らくらく禁

煙コンテスト』への参加を呼びかけました。

お昼時間、癒しの音楽と映像で“心と体をリフレッシュ”

■ 従業員の健康管理

■ 交通安全教室

当社従業員の通勤手段は、ほとんどがマイカー通勤です。

通勤時や私用での自動車利用における交通ルール順守等を村

山警察署署員の方から学ぶ交通安全教室が開催されました。

また、村山地区交通安全協会管内の交通安全運動として「リ

ボンで結ぶ交通安全」運動が展開され、当社従業員全員に黄色

いリボンの贈呈を受け、交通安全について家族での話し合いや、

無事に帰る誓い等の意義である黄色いリボンをドアミラーに付け

るとともに安全運転を心がけました。

黄色いリボン贈呈式

リボン取付け
マイカー

交通安全教室

13．従業員との関わり

■ 交通安全県民運動への協力

従業員の交通安全、事故防止の啓蒙活動のため交差点・正

門での交通指導を行いました。

・2010年春の交通安全県民運動4月 6日～4月15日

・2010年秋の交通安全県民運動9月21日～9月30日

達成賞目録を手に
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「組織の活性化と人材育成に努め､生き生きとした風通し

の良い職場にする」ための施策の一つとして､表彰制度を新

設いたしました。 事業活動の中で、大きな貢献を果たしたも

のに対し表彰を行う他､日常業務での｢がんばり｣「縁の下の

力持ち」「地道な取り組みによる功労」等､成果の見えにくいも

のについても積極的に表彰を行っています。表彰を通して

｢褒める文化｣を定着させ､従業員のチャレンジ精神や仕事に

対する充実感を高め､新たな企業文化創造を推進しています｡

・2010年表彰 事業所長賞 １０件､特別賞 1件

■ 事業所長賞の新設について

■ 技術発表会

■ ＣＳＲ計画についての講話

昭和電工の中期経営計画（ペガサス）期間中の基本的なＣ

ＳＲの考え方や、大きな３つの課題「企業倫理・コンプライア

ンス」「総合的リスク管理」「周囲の方々との関係」に関する活

動内容について、昭和電工ＣＲＯ(Chief Risk Management 

Officer)である村田常務より講話を戴きました。

(2011年2月22日)

■ 仕事と家庭の両立支援制度について

従業員が仕事と家庭生活を両立させながら柔軟に働けるように、「出産・育児のための両立支援制度（育児休業、

短時間勤務、積立休暇、子の看護欠勤など）」「介護のための両立支援制度（介護休業・短時間勤務・積立休暇・

介護欠勤など）」を設けおります。

毎月１回、エンジニアによる技術発表会をおこなっています。

発表を通じてプレゼンテーションのスキルを磨いたり、質疑応

答により一人ひとりの技術の深化を図っています。

また、他拠点からの発表者も毎回招いており、Face to Face

の会話により、拠点間の連携強化やエンジニアの感性向上に

も役立っています。
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MEMO
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