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◆　昭和電工エレクトロニクス株式会社　社長メッセージ　　

　ＣＳＲ市原サイトレポートを発行するにあたり一言ご挨拶申し上げます。
　昭和電工エレクトロニクス株式会社は、昭和電工株式会社の電子材料の

しております。
　市原サイトでの電子材料事業としては、１９８９年からハードディスクの
生産をを開始し、２３年間この市原市で事業を展開しております。２００３年
には、ＬＥＤ素子の開発を開始し、需要の拡大に応じて生産能力を拡大
してきております。

　ハードディスクメディアはパソコンやサーバー向けハードディスクドライブ（ＨＤＤ）を始めとして、
カーナビゲーション、外付けＨＤＤ、ＨＤＤレコーダー、ゲーム機等に広く使用されるている大容量
記録媒体であり、昭和電工株式会社のハードディスク事業は、世界の約３割の市場シェアを
占めております。
　ＬＥＤ素子は携帯電話や液晶用のバックライト、照明などに使用される発光ダイオードであり、
市原サイトでは青色と緑色ＬＥＤを生産しております。

運用を統合し、活動の充実を図っています。

　私たちはこれらの日常的な活動を通じて、社会の発展に貢献していくとともに、安全で健康な
職場作りに努力を重ねてまいりました。今後も、良き企業市民としてＣＳＲ活動を実践し、安全で

 昭和電工エレクトロニクス株式会社

◆　昭和電工株式会社千葉事業所　所長メッセージ　　

  昭和電工（株）千葉事業所は、１９６１年よりアルミ精錬工場として事業をスタートさせ、時代と

環境管理向上に対して積極的な取り組みを行っております。
 労働安全衛生に関しても、昭和電工エレクトロニクス（株）との一体運営を行っており、今年より

 昭和電工株式会社千葉事業所
 所長　　長瀬　博之 2

2012年9月

開発と生産の主力拠点として、ハードディスクメディアとＬＥＤ素子を生産

　ハードディスク・ＬＥＤともに現代のネットワーク社会にとっては必要不可欠の基盤材料であり、
ＬＥＤは省エネルギーという役割にも大きな期待が寄せられています。

  弊社では事業活動を通じて環境にやさしい経営を実現すべく、２００５年８月に『 ＩＳＯ１４００１』 
の認証を取得し、全従業員が環境改善活動と環境負荷の低減に取り組み、成果を上げています。
労働安全衛生活動では、この市原市で事業を開始した１９８９年以来無災害記録を更新中です。
また、２００９年３月に『労働安全衛生マネジメントシステム』の認証を取得いたしました。
　今年から弊社と昭和電工株式会社千葉事業所の環境と安全衛生活動の一体運営化をさらに
推進すべく、「市原サイト労働安全衛生及び環境方針」を制定し、また、両マネジメントシステムの

快適な社会の実現に取り組んでまいります。

 社長　　石川　二朗

ともに生産品も変わり、現在はハードディスクメディア、ＬＥＤ素子を開発・生産する昭和電工
エレクトロニクス（株）、研究開発センター千葉と一体運営しております。

  当事業所は、事業所敷地内の昭和電工エレクトロニクス（株）及び関連企業への電力や工業
用水などユーティリティーの安定供給、土地・建物・緑地管理、関連企業の排出水受入と排水
処理設備管理などの環境安全に努めております。
　２００８年９月に千葉事業所としてＩＳＯ１４００１の認証を受け、排水処理設備や緑地などの、

より効果的、効率的な運用を図るためマネジメントシステムの統合を図りました。

  これからも、省エネルギー、廃棄物削減、排水管理、労働安全活動に取り組み、地域社会に
貢献する事業所を目指してまいります。
  今後とも私たちの取り組みに対
致します。

して、忌憚のないご意見・ご要望をお聞かせ戴くようお願い

2012年9月



◆　会社概要　　

■　設　立　　　　　 １９３９年（昭和１４年）　６月１日
■　資本金　　　　　１４０，５６４百万円（２０１１年１２月３１日現在）　　　　
■　従業員　　　　　グループ連結　１１，５４２人、　単独４，１６９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　　　　　２０１１年（平成２３年）１２月期
　　　　　　　　　　　  連結　８５４，１５８百万円、　単独　６１４，４６６百万円
■　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

≪千葉事業所≫
1961年（昭和36年）   9月　　　 昭和電工株式会社千葉工場着工
1962年（昭和37年）   6月　　　 アルミニウム製錬開始
1973年（昭和48年） 10月 アルミニウム製錬能力（公称）160,000  ﾄﾝ／年
1986年（昭和61年）   2月 アルミニウム製錬全面停止
1986年（昭和61年） 10月　　　 昭和電工株式会社千葉事業所発足

≪研究開発センター千葉≫
2007年（平成19年）  1月　　　 研究開発センター千葉発足
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＬＥＤバックライトの開発を開始
2007年（平成19年）  6月　　　 研究開発センター（川崎）より、ＨＤディスクリート用レジスト開発及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　   ハロゲンフリーエポキシ樹脂の開発部隊をＳＥＬ Ｄ棟に移設
2008年（平成20年）  5月　　　 ＬＥＤ封止剤用樹脂および新規蛍光体の開発を開始

【　昭和電工株式会社　】

◆　市原サイト概要・沿革　

■　敷地面積　　　　119,360㎡
■　従業員数　　　　従業員534名、協力企業422名

　（2012年8月15日現在）
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    『　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。



≪　昭和電工エレクトロニクス（株） ＨＤ工場　≫
1984年（昭和59年）  　9月 ＨＤ研究開発開始
1989年（平成元年）   11月 ＨＤ－Ａ棟竣工

昭和電工（株）千葉事業所内で生産活動開始
1991年（平成3年）    12月 ＨＤ－Ｂ棟竣工　　　生産ラインを増強
1996年（平成8年）    10月 ＨＤ－Ｃ棟竣工　　　生産ラインを増強
1999年（平成11年）  11月 昭和電工ＨＤ（株）として独立採算企業となる
2006年（平成18年）   　4月 ＨＤ－Ｅ棟竣工　　　生産ラインを増強
2006年（平成18年）   　9月 昭和電工エレクトロニクス（株）に改称

　    ≪ＳＥＬでの製品ディスクサイズ ; 0.85"～3.5"≫

≪　昭和電工エレクトロニクス（株） ＬＥＤ工場　≫

　　　≪色の３原色≫
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2003年（平成15年）   1月 ＬＥＤ研究開発設備を市原に設置
2005年（平成17年）   1月 ＬＥＤ試作品を販売開始
2005年（平成17年）  11月 青色ＬＥＤ製造開始
2006年（平成18年）  11月 緑色ＬＥＤ製造販売開始
2007年（平成19年）   2月 ４インチ基板による本格生産開始
2008年（平成20年）   1月 ＬＥＤ量産品を販売開始

カーナビゲーション

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ内蔵DVDﾚｺｰﾀﾞｰ

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾑｰﾋﾞｰ

パソコン
サーバー

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ内蔵ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

ハードディスク市場



◆　労働安全衛生及び環境方針

◆ 労働安全衛生・環境マネジメントシステム　

　千葉事業所は、２００８年９月にＩＳＯ１４００１の認証を受け、「社会から信頼される環境保全」を目指して

継続的な改善活動に取り組んでいます。

   また、昭和電工エレクトロニクス(株)は、２００５年８月に「環境マネジメントシステム」の認証を取得し、

次いで２００９年３月に 「 ＯＨＳＡＳマネジメントシステム 」 の認証を取得しました。その後、２０１０年３月

から二つのマネジメントシステムをまとめて運営し、効率的な活動を展開してきました。

  ２０１１年からは市原サイトとして、より効果的で効率の良い活動を行うため、千葉事業所と昭和電工

エレクトロニクス(株)のマネジメントシステムを一体運営し、２０１２年６月には統合審査に合格しました。
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市原サイト 労働安全衛生及び環境 方針

ハードディスク、発光ダイオード、機能性材料の研究開発、
製造活動並びに千葉事業所のサービスを通して、

• 労働安全衛生及び環境に関するコンプライアンス遵守を常に心がけ、

ゼロ災害継続、健康増進、環境負荷削減、環境保全のために更なる

管理レベルの向上に努める。

• 労働安全衛生リスク評価と環境影響評価を通じて、労働安全衛生・

全の重要性を全従業者が理解し、対策への適

メントシステムは、

状態を維持する。

盤を確立する。

石川 二朗

（ＯＨＳ＆Ｅ）

環境保

投入を

切な経営資源の

図る。

• 労働安全衛生及び環境保全を推進するためのマネジ

継続的な見直し・改善により事業の変化に適合した

以上の方針の下、

社会貢献企業員として全員が一丸となって磐石な基

２０１
昭和電工株式会社 千葉事業所 所長
昭和電工エレクトロニクス株式会社 社長

２年１月４日
長瀬 博之



◆ 環境負荷の概要　

　　当サイトでは、原料・資材・電気・ガス等のエネルギーを消費し、製品を製造しています。
　また、生産活動に伴い、排気・排水・廃棄物が排出されます。
　当社全体の環境負荷を明確にし、環境負荷低減活動を積極的に展開しています。

　　　　2011年 　　　2011年

　　年間消費量 　　年間排出量

  　　　　　　　　電気・ｶﾞｽ・燃料等の使用量で調整後の係数で計算

　　　出荷

集計期間；2011年1月～12月

（ ※2011年4月～2012年3月 ） 6

　原料・資材

 ※電気 7,059万kwh

 ガス(都市ｶﾞｽ）
　　　64.9万㎥

地下水,上水　  7.2万㎥
工業用水　　　　50万㎥

紙　　7 ﾄﾝ

　※温室効果ガス排出量  40,005 ﾄﾝ(CO2)

　NOx排出量　　1.29 ﾄﾝ

　SOx排出量　　0　ﾄﾝ

総排水量  576,700 ﾄﾝ
　

 ※産業廃棄物排出量　6,532 ﾄﾝ
（内 廃アルカリ    6,289 ﾄﾝ）   　 

  ※有価引取り排出物量　 291 ﾄﾝ

　製品

　ばいじん　　0.02　ﾄﾝ



【 水質管理 】

　当サイト内の各部署での製造・開発活動に伴う環境負荷を定期的に監視しています。
また、千葉事業所では、事業所敷地内にある関連企業の排水を含めて処理し、
東京湾に排出しています。東京湾は広域的な閉鎖性水域であり、当事業場は、
法的な濃度規制と総量規制、さらに千葉県及び市原市との間の環境保全
協定値を遵守すべく、厳しい自主管理値を設定し、排出水の水質を管理
しています。特に、万一、自主管理値を超える排水異常が発生した場合には、
自動緊急遮断システムにより、異常排水が緊急回収され、公共用水域には、
排出されません。
　また、排水への汚濁負荷量の削減のため、これまでに施策を講じ、東京湾
への環境負荷軽減に努力しています。

＜排水量と汚濁負荷量＞ 　　　　　≪工程排水緊急回収タンク≫

水質環境負荷低減のため、これまでに次のような対策を実施しています。

・排水ﾘｻｲｸﾙ設備導入による工程排水量の削減

・生物処理施設導入によろCOD負荷量の削減

・冷却循環水の添加剤の無ﾘﾝ化によるﾘﾝ負荷の低減

・事業場内雨水と工程排水の排水経路の分離による工程排水量の削減

今後も継続的な対策を講じ、環境負荷低減を図ります。
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【 水質管理 】

　　 ＜ 濃度 ＞　　２０１１年

　　２０１１年度における排水性状の各項目の月度毎の濃度変動に関しては、自主管理値内で推移しています。
　　３月にCOD 大濃度が自主管理値近くまで上昇しましたが、これは３月１１日の東日本大震災による敷地内の
　一部が液状化し、泥水が工場排水に混入したことによるものです。

【 大気（排ガス）管理 】

　当サイトには、吸収式冷凍機１基、ボイラー２基（２００６年下期新設）があります。
　燃料は、２００６年１２月５日より硫黄分のないＬＮＧを使用しており、硫黄酸化物の排出は” ゼロ ”であり、
　測定していません。
　窒素酸化物濃度は、自主管理値を超えることなく安定しています。
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【 化学物質管理 】　

　化学物質管理については、ＰＲＴＲ法（特定化学物質の環境への排出量の把握等および
管理の改善の促進に関する法律）に基づき、ＰＲＴＲ対象物質の削減に取り組んでいます。
　当サイトでは、精力的にＰＲＴＲ対象でない物質に切替えて来ましたが、２０１１年は工程
変更のため、微量（約２００Ｋｇ）ですが排出量を増加させる結果となってしまいました。

　温室効果ガス（ＨＦＣ）を使用しておりますが、設備改造などを推進し、排出量は減少しました。
　２００６年にＥ棟が竣工し、新規ライン導入時からは排出量が少なくなるように設計された装置
を導入し、古い設備を停止して排出量の削減に取り組んできました。
　２０１１年には溶剤の蒸発防止対策として、
①装置に設置されている”蒸散防止枠の改良”を行った。
②開発ライン設備への供給を、集中供給設備から行うようにした。
これらの施策により、排出量を２０１０年に比べて４３％削減しました。
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　【 廃棄物削減活動 】　

　２００６年はＥ棟が竣工し、生産ラインを増強したため、 　２００６年はＥ棟が竣工し、生産ラインの増強により

徹底による有価物化や廃液濃縮装置の増強などにより、 廃液濃縮装置を増設し、廃液の減量化により排出

　２０１１年に「その他」が増加したのは、除害設備の 　また、廃水を純水の原水としてリサイクルするため
定期メンテナンスで発生した吸着材などの汚泥廃棄物が の装置を２００８年６月に新設し、更に大幅な排出量
例年に比較して大幅に増加したためです。 の削減を達成し、現在も継続しています。

　ガラス系廃棄物は、リサイクル可能品（廃棄物）と有価物 　プラスチック系廃棄物は、２００４年からのリサイクル
に分別し、産業廃棄物の削減を行っています。 化と２００６年からの有価物化による廃棄物の有効利
　２０１１年は新規製品の開発により不良品が増加しま 用に努めてきています。

したが、増加分は有価物として買い取って頂いたため、 また、２００７年に達成した「埋立ゼロ」は、現在も継続
廃棄物の増加を微量に抑えられました。 中です。
なお、２００４年以降、「埋立ゼロ」を継続中です。 なお、徹底した分別化による有価物化の成果も現われ

２００９年以降は、有価物率約５０％で推移しています。

廃棄物が増加しましたが、２００７年以降は分別回収の 廃アルカリの排出量が増加しましたが、２００７年に

産業廃棄物の排出量は年々減少しています。 量を削減しました。
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【 省エネルギー活動 】　

　　　２０１１年３月の東日本大震災の影響で、１５％の電力削減が求められました。
　　　当サイトでは、現在使用している電力を、生産設備、ユーティリティ、廃棄物処理などに 　　　
　　　ついて、詳細に分析し、下記の計画を立案実行しました。

　　　１．研究開発設備の集約によるクリーンルーム１フロアの休止
　　　２．真空設備の集約や高効率設備への変更
　　　３．過剰なクリーンルーム設備の低減や停止
　　　４．過剰な照明設備の消灯
　　　５．一部工程の夜間シフトによる昼間電力の削減

　　【 全員参加の省エネルギー活動 】

　　　③天窓や食堂窓に遮光フィルムを貼り付けて入射光の抑制
　　　④事務所、会議室の冷房温度を２８度に設定
　　　⑤クールビズの実施（７月～９月はポロシャツ着用ＯＫ）
　　　⑥昼休み時間（１２時～１３時）は事務所の消灯実施

　　　≪食堂の照明をＬＥＤ照明へ≫  　　　　《事務所天窓に遮光フィルム貼り付け》

　　　これらの施策を実施したことにより、昨年比約１７％の電力削減を達成しました。

      市原サイトでは、全員参加の省エネ活動として、設備的活動と合わせて、下記の省エネ活動を
　　　実施しました。
　　　①事務所の窓にカーテンとロールカーテンを取り付け（西日対策）
　　　②食堂、更衣室などにある照明を蛍光灯からＬＥＤに切り替えました
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【 ゼロエミッションの取り組み 】

　昭和電工では全社的に、産業廃棄物の 終処分（埋め立て処分）する量を発生量の
１％以下とする「ゼロエミッション」の取り組みを行っています。

＜ 廃棄物減容化と有価物化向上 ＞
　廃棄物の減量化とリサイクル化の取り組みをおこなってきましたが、包装用や液体容器等に
使用されるプラスチック類は、容積が大きいため輸送コストが多くかかることが難点でした。
　そのため、徹底した分別により、リサイクルと有価物化の更なる推進のために、プラスチック
減容機を導入、減容化することによりリサイクル廃棄物の有価物化も向上し、2010年以降は
有価物率は、約50％（10頁参照）となっています。

　　

　　

＜ アルミ缶回収 ＞

　　また、アルミ缶のリサイクルについては、アルミニウム事業部門を中心に、全社的なリサイクル

　活動を行っており、その収益金は各事業場通じて福祉活動や環境保全活動等々に
　使われています。

　　当サイトの収益金は、市原市並びに千葉県環境基金に寄贈しています。

　　２０１１年１０月４日に市原市役所保険福祉課に収益金を寄贈しました。

　　　  ≪千葉事業所 長瀬所長、市原市 佐久間市長≫ 　　　　　　　≪市原市からの感謝状≫
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　そのため当サイトでは、歩留まりの向上の取り組みに加え、10頁で紹介しましたように、
発生するガラスや金属・プラスチック等の廃棄物の減量・減容化と徹底したリサイクルを
行っています。

　≪減容化作業≫ 　　　　　　 ≪廃プラスチックプレス品と減容機≫



◆ ＯＨＳＡＳ活動報告

【 労働災害記録 】

　当サイトでは、この事業がスタートした１９８９年１２月から２０１２年８月１５日までの従業員
の休業無災害記録は、累計で無災害日数８，２７８日、無災害時間１３，４５８，３６８時間と
現在も無災害記録を更新中です。
　この無災害記録更新の一助となっているのが、グループ・事業所内で発生した災害や
ヒヤリハット等に対して実施している類似災害防止検討会です。この検討会は、各部署で、
どのようにしたら災害を防ぐことが出来るかを、工場トップの指示に元づき職場毎に検討を
行います。
　また、リスクアセスメントにより「危険源の特定」、「リスクの見積もり・評価」、「リスクの

低減対策の実施」、「リスクの再評価」を行い、リスクの低減活動を行っています。
このような活動を通じて、日頃から安全に対して意識の高揚に努めております。

    【  無災害実績 】

　　期 　　　間 日数（日） 　累計時間（Ｈｒ）

休業 1989年12月16日～2012年8月15日現在 8,278 13,458,368

不休 2004年7月28日～2012年8月15日現在 2,940 6,863,641

休業 1995年9月1日～2012年8月15日現在 6,193 15,104,016
協力企業

不休 1997年10月31日～2012年8月15日現在 5,402 13,917,916

         　≪食堂入り口脇に無災害記録更新状況を掲示しています≫
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従業員



◆ クロスファンクション活動　

　このＣＦは、会社組織の縦串システムに対して、グループを超えた横串の部門横断機能組織で
あり、教育訓練ＣＦ、自主保全ＣＦ、環境保全ＣＦ、安全衛生ＣＦの４本柱を軸に全員参加の活動を
実施しています。

　労働災害・疾病ゼロと働く人の心のケアを中心に活動しています。
特にメンタル面のケアを重視しており、コミュニケーションの基本である
人と人の繋がりの場を設けてその輪を広げるために、イモ掘り＆バー
ベキュー、パン教室、どんぐりの収集などを実施しています。

　　　 ≪イモ掘り＆バーベキュー≫

　自律・変革・創造型人間の育成を目的に、個人のスキルアップ、
クリーンアップ教育を実施しています。
　また、コミュニケーションの活性化とモラール向上による
「快適な会社・職場づくり」推進のために、「挨拶、ルール・マナー
指導」の活動も行っています。

  ≪英会話教室≫

　ＩＳＯ14001の取り組みとして、環境負荷軽減の取り組みを行って
いますが、日常活動の積み重ねによる効果の取り組みとして、紙類
の分別と有価化、照明やエアコン電力の削減、カーテンの二重化に
よる温度上昇抑制などの取り組みを行っています。

　　　　　≪事務所の窓にカーテン・

　　　　　　　　ロールカーテンの取り付け≫

　５Ｓとクリーンルームのクリーン度向上を目的に、「 職場のあるべき姿 」
と「 人の意識改革を図る」ことを狙いとして活動をしています。
　また、安全で働きやすい職場にするために、製造現場と事務所に
分かれてサークル毎に自主保全活動を実施しています。
　サークル数は７５サークルで、リーダー、サブリーダーを中心に取り組み、
その成果は、工場長をはじめとしたトップ診断を工場オリジナルの診断
シートで評価し、優秀なサークルを表彰しています。

≪トップ診断の様子≫
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　 自主保全クロスファンクション

　 環境保全クロスファンクション

　 教育訓練クロスファンクション

　安全衛生クロスファンクション



◆　地域とのコミュニケーション　

【 市原市一斉清掃デー、歩道月例清掃 】　

　市内一斉清掃デーは、『快適な生活環境の保持及び地域の美化等を推進するため、市内全域

の清掃を実施し、広く市民の清掃意識の高揚を図る』ことを目的に行われています。昭和電工と

しても、地域とのコミニュケーションと社会への貢献を目的として、参加しています。

　また、敷地内企業（昭和電工主体）による、八幡埠頭線歩道の月例清掃を実施しています。

　　　　≪市原市一斉清掃デーの参加者一同≫ 　　　　　　　≪月例歩道清掃実施≫

【 交通安全指導 】

　近隣２７社で構成している『八幡地区安全衛生協議会』と『市原警察署』及び『交通安全協会』の３者

合同で、通勤経路の自転車と歩行者を対象に交通ルール・マナーの定期指導を行っています。

【 恒例行事 】

　毎年実施している、八幡臨海祭りや国道16号線での交通キャンペーンは、３月１１日に発生した

東日本大震災のため、２０１１年は中止となり参加できませんでした。
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　　　　　昭和電工株式会社千葉事業所
　　　　　昭和電工(株)研究開発本部研究開発センター千葉
　　　　　昭和電工エレクトロニクス株式会社

　　　　　　　２０１２年 市原サイト ＣＳＲレポート
　　　　　　　　　発行年月日　２０１２年９月

　　　　　　本レポートの内容に関するお問い合わせ

　　　　　　昭和電工株式会社千葉事業所　環境安全課
　　　　　〒２９０－００６７　千葉県市原市八幡海岸通３
　　　ＴＥＬ　０４３６－４１－５１１１　ＦＡＸ　０４３６－４１－３９７２
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