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ごあいさつ

平素は⼤分コンビナートの事業活動にご理解とご協⼒を賜り、感謝申
し上げます。第6回⽬となりますが、「RC（レスポンシブル・ケア＊注） レ
ポート 2012」をお届けいたします。

当社は「社会貢献企業の実現」を経営⽬標として掲げています。それ
を達成するために年初に経営⽅針並びにRC活動⽅針を定め、⼀年間
実⾏し、その結果を年末に評価して次年度の計画に反映することで継
続的改善を図ってまいりました。

当社グループ全体の活動は、「昭和電⼯グループ CSR*注レポート」 として毎年公開しております
が、その中で⼤分コンビナートのRC活動について、2011年度の実績をまとめたものが当レポートです。
当レポートの内容の主なものは、環境保全への取組み、産業廃棄物の削減及びリサイクル化、
化学物質の排出削減、保安防災の取組み、労働安全等の取組み、品質保証に対する取組み、
地域とのコミュニケーションなどです。
このレポートをご覧いただき、皆様⽅のご意⾒、ご感想をいただければ幸甚です。

⼤分コンビナートの本年度の最重点課題は、『コンプライアンスの徹底』と『超安全・安定プラントの
実現』です。
しかしながら、本年３⽉に当コンビナートのエチレンプラントで設備事故を発⽣させてしまいました。
幸いに⼈⾝災害はなく、また⽕災・爆発等の⼤きな異常現象の発⽣もありませんでしたが、地域の皆
様をはじめ関係⾏政各位、ならびに多くの⽅々に多⼤なるご迷惑、ご⼼配をおかけしましたことを深く
お詫び申し上げます。
今回の設備事故の原因究明、その対策の実施についてコンビナートの総⼒を結集し、再発防⽌を
徹底して⾏っていく所存でございます。引き続き⾏政各位ならびに地域の皆様⽅のご理解と
ご指導・ご⽀援よろしくお願い申し上げます。

2012年7月

昭和電工株式会社 大分コンビナート代表

レスポンシブルケア：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、最終消費を経て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保全活動

ＣＳＲ：企業が事業活動において利益を追求するだけではなく、様々なステークホルダーとの関係を重視しながら果たす社会的責任のこと。
その対象は環境、労働安全衛⽣、⼈権、雇⽤創出、品質など幅広い分野に拡⼤している。

レスポンシブルケア、ＲＣ活動とは
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2011年トピックス

SDKグループ ⼤分コンビナートのRC活動

耐熱透明フィルム
パイロットプラント新設

⽇本ボイラー協会
⼤分⽀部⻑表彰受賞
２０１１年６⽉１⽇、第４５回ボイラー⼤会が開催さ
れ、当社従業員が、⼤分⽀部⻑表彰（優良ボイラー技
⼠）を受賞しました。
この賞は、ボイラー運転に⾼度な技術と真摯な姿勢で永
年に亘り取組んだ結果が認められ受賞に⾄りました。

⼤分県⾼圧ガス保安協会⻑
表彰受賞
２０１１年１０⽉２６⽇、当社従業員が平成２
３年度⼤分県⾼圧ガス保安協会⻑（優良保安従
事者）表彰を受賞しました。
この賞は、⼤分県⾼圧ガス保安協会が、多年に亘っ
て実務に従事し多⼤な功績のあった個⼈を表彰して
います。

2011年7⽉、耐熱透明フィルム（ショウレイ
アルR）のパイロットプラントが完成しました。
ショウレイアルは、光学フィルムとして必要な
⾼い透明性と、タッチパネルを始めとする
ディスプレイの製造に求められる耐熱性を
兼ね備えた製品です。
スマートフォンやタブレットパソコンなどのモバ
イル型情報電⼦機器のディスプレイは、今
後とも市場拡⼤が継続するとともに、視認
性や耐久性、軽量化など性能⾯での進
化がさらに進むものと予想されています。
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左側：受賞者 右側：受賞者
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昭和電⼯グループ環境⽅針

ISO14001とは環境マネジメントシステムの国際規格であり、
企業等組織がその活動、製品及びサービスが環境に与える影響を
低減するように配慮し、継続的改善をしていくための「しくみ」のことです。
継続運⽤していくことで、地球環境に配慮することにつながります。SDK
⼤分コンビナートでは1998年に認証取得しています。

ISO14001を認証しています

環境に配慮したコンビナート運営

 ＩＳＯ１４００１の認証

大分石油化学コンビナートを構成する昭和電工グループは、地球環境と地域に調和した環境改善に努めます。

１．その活動、製品及びサービスに係わる環境影響の評価を行い、環境負荷の低減を目指し、環境保全に
努めます。

２．環境に関する法規制・協定等を遵守し、環境汚染の予防に努めます。

３．地球環境問題についても、下記を重点項目として積極的に推進します。

・省資源・省エネルギー ・廃棄物の減量・再資源化

・化学物質の排出削減 ・温室効果ガスの排出削減

４．事業活動を通じて、関係諸官庁・地域住民とのコミュニケ－ションを図り、地域社会に貢献します。

５．目的・目標及びレスポンシブル・ケア行動計画を設定し、定期的に見直し、製品の開発から廃棄に至る
全ての過程における環境管理活動のシステムとパフォーマンスの継続的な改善を図ります。

６．広報活動及び環境教育を通じて全従業員に環境方針を周知させ、環境に関する意識向上を図るとともに
協力企業従業員へも環境方針を伝達し、理解と協力を要請します。

 環境モニター制度
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環境

コンビナートの環境⾯でお気付きになったどんな⼩さなことでも、
遠慮なく情報をお寄せいただくことを⽬的とした制度です。
20名のモニターの皆さんと定期的に連絡をとらせていただくことで
コミュニケーションの充実をはかっています。

環境モニター制度を導⼊しています



資源の利⽤と環境の負荷

⼤分コンビナートの事業活動に伴う
主な資源の利⽤と環境への負荷は次のとおりです。

環境に配慮したコンビナート運営

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼯業⽤⽔
2,111万ｍ３/y

原材料
（ナフサ等）

206万t/y

エネルギー
(⽇化協基準原油換算)
540,061KL/y

大

分

コ

ン

ビ

ナ

ー

ト

⼤気放出
CO2 1,048kt/y
SOx*注 138t/y
NOx*注 720t/y
ばいじん 2.5t/y

製品
ｴﾁﾚﾝ
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
酢酸ﾋﾞﾆﾙ
ｱﾙﾐ加⼯製品

排⽔負荷
COD*注 95t/y
全窒素 37t/y
全りん 3t/y

産業廃棄物
⼤分ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ外排出

4,344t/y
（うち埋立処分量42ｔ/y)

（ﾃﾞｰﾀは昭和電工㈱単体）

＊1：生産活動に伴って発生する製品以外の生成物、

廃熱や廃棄物を大分ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ内の他の施設の熱源等に利用しています。

大分ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ
内部有効利用*1

（ﾃﾞｰﾀは昭和電工㈱、
日本酢酸ｴﾁﾙ㈱、太平洋液化水素㈱）
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NOx：有害大気汚染の指標。燃料や廃棄物燃焼時に空気中の窒素（N2)が酸化して発生する。光化学スモッグの原因になるともいわれている。

SOx：有害大気汚染の指標。硫黄を含む燃料を燃焼する場合に発生する。呼吸器系に影響がある。

COD：水質の指標。水中の有機物を酸化するために必要な酸素量を示したもの。

NOx,SOx,CODとは

環境

（ﾃﾞｰﾀは昭和電工㈱、鶴崎共同動力㈱
日本酢酸ｴﾁﾙ㈱、太平洋液化水素㈱）



大気汚染物質排出量の推移
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環境負荷低減の取り組み
 ⼤気汚染物質・⽔質汚濁物質排出量の推移

大気汚染物質のSOx *注は2000年の約1/8に、NOx *注は3/5まで減少しました。

水質汚濁物質のＣＯＤ*注については、2000年と⽐較して、2011年は約32%を削減しました。

SOｘ

88%減

NOｘ

41%減
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環境

32%減

放出水中COD量の推移
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 環境監視体制
⼤分コンビナートでは、排⽔・⼤気・臭気・騒⾳・振動
に関する監視を２４ｈ体制で⾏っています。通常と異
なる数値や状態が検知された場合は、パトロールや、各
プラントからの報告で状況確認し、必要な措置を⾏って
います。

⼤気汚染物質排出量の推移 排⽔中のCOD量の推移



地球温暖化防⽌・省エネルギー
の取り組み

環境に配慮したコンビナート運営

 CO2削減の取り組み
⼤分コンビナートでは、温室効果の⼤きいCO2
排出量の削減に取り組んでいます。
2011年度は京都議定書*注基準年（1990
年度）と⽐較して、CO2排出量が約86%とな
り、14%の削減となりました（右図）。
排出量削減に⼤きく貢献したのは、2010年
に完成した最新⾼効率分解炉です。稼動後年
間5万9,000ｔのCO2を削減できました。削減
量は家庭からでるCO2排出量*1に換算すると約
19,000世帯分にあたります。

1990年度（基準年）

（昭和電工㈱単体）

＊1 2009年世帯あたりのCO2排出量3.058t/y
出典：環境省 2009年度(平成21年度）温室効果ｶﾞｽ排出量PowerPoint版
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気候変動枠組条約の⽬的を達成するため、京都で開かれた第3回締約国会議(COP3)にて採択された議定書のこと。
温室効果ガス排出量について数値⽬標を国別に設定した。1990年を基準とした場合の、2008年〜2012年の間の⽇本の削減⽬標は6%。

京都議定書とは

環境

 事務部⾨での節電の取り組み
⼤分事務所棟の蛍光灯を順次省エネタイプ、
LEDタイプに変更しています。
2011年末で45%の蛍光灯の交換が終了し
ました。2012年までに約75%の蛍光灯が省エ
ネ型に切り替わります。
蛍光灯の交換によって、電⼒消費は従来と⽐
較し18%削減できる⾒込みです。
その他、エアコン温度設定を28℃としたり、プリ
ンターやパソコンをこまめにOFFして待機電⼒削
減を進めています。

ＣＯ２排出量の推移
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廃棄物埋立処分量の推移
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廃棄物削減・化学物質排出管理
の取り組み

 廃棄物処理管理
⼤分コンビナートの⽣産活動によって⽣じた全
廃棄物発⽣量のうち、埋⽴処分量（埋⽴処
分率）1%未満を⽬標として廃棄物処理管理
を⾏っています。2011年の埋⽴処分率は約
0.5%です。
発⽣した廃棄物の約半数は場内にある鶴崎
共同動⼒㈱によって焼却処理されます。残りの
廃棄物については、外部へ処理委託を⾏い、
適切な処理を施し、⼀部はセメント原料や道路
舗装材料等として再利⽤しています。
2011年は従来廃棄処分を⾏っていた⾮鉄
⾦属含有廃棄物中の⾦属を回収し、⾦属有
効利⽤を図ることができました。また、外部へ廃
棄物処理委託する場合には、処理前に委託
先業者の施設を訪問し、処理⽅法や保管状
況の確認を⾏い、廃棄物の排出者として、廃棄
物が不適切に取り扱われ、環境等に負荷を与
えないよう確認しています。
委託後も、定期的に委託先業者を訪問し、
処理状況の確認を⾏っています。

（昭和電工㈱単体）

94%減
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環境

⼤分ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄでは、化学⼯業企業の責任とし
て化学物質の排出管理・排出量削減に積極
的に取り組んでいます。
⼤気中に排出される化学物質削減のため
製造⼯程を⾒直したり、洗浄吸収塔で吸収し
焼却炉で燃焼処理を⾏うなどの対策を⾏ってい
ます。
⼀例として、代表的なVOC物質*である
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾄﾙｴﾝの⼤気放出量は年々減
少し、取り組みの成果がでています。

ﾍﾞﾝｾﾝ+ｽﾁﾚﾝ+ﾄﾙｴﾝの大気放出量の推移
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 ⼤気への化学物質排出量推移

⼤気中に排出され、⼜は⾶散した時に気体である有機化合物のこと。
（浮遊粒⼦状物質及びオキシダントの⽣成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。）

VOC物質とは



保安
防災 ⼤分コンビナート保安管理⽅針

安全で安⼼できるコンビナートを⽬指して

 設備保全活動

⼤分コンビナートは保安管理⽅針を定めて、周辺地域から信頼されるように保安確保を徹底します。
１．保安管理⽬標やその達成に向けた保安管理計画を策定して保安管理活動を実施します。

保安管理⽬標や保安管理計画は定期に⾒直します。
２．保安管理活動結果を定期に評価し、保安管理システムの必要な⾒直しを⾏ってシステムの継続的改善を図ります。
３．事業活動において保安に影響を与える潜在的な危険源を特定し、事故の予防を⾏います。
４．⾼圧ガス保安法をはじめとする保安関係法令や関連規程類を遵守します。
５．緊急事態を想定して予防措置や緩和措置を講じ、防災体制を維持向上させ防災訓練に努めることによって

⾮常時に備えます。
６．すべての就業者に保安管理⽅針の周知を⾏い、安全教育によって保安意識の⾼揚を図ります。
７．保安管理活動を通じて関係諸官庁や地域住⺠とコミュニケーションを図り、地域社会の安全を確保します。
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（認定更新現地審査の様子）

（現場確認の様子）

⾼圧ガス製造設備は、法律で基本的には１年
に１回の定期点検を受けなければならないとされ
ています。
その中で、認定保安検査実施者に認定され
ると、⾼圧ガス製造事業者が施設を停⽌するこ
となく、⾃ら保安検査が出来るようになります。
認定保安検査実施者に認定されるためには、
⾼圧ガス保安協会による書類調査及び現地調
査を受けます。そこで、⾼圧ガス製造事業者は、
都道府県知事に代わり⾃主で検査できる体制、
能⼒及び運転を停⽌することなく保安検査を⾏
なうことができるかを総合的に厳しく評価されます。
ＳＤＫグループは経済産業⼤⾂より、２００
３年に認定保安検査実施者として認定されて
以来、継続して認定を受けています。
しかしながら、2012年3⽉に⾼圧ガス製造設

備であるエチレンプラントにおいて冷却設備破裂
による設備事故が発⽣しました。再発防⽌策を
徹底し、他プラントへの⽔平展開を進めることで
保安管理レベルの⼀層の向上を図っていきます。



緊急時対応⼒強化

２０１１年は、コンビナートにおいて、⼤容量泡放射システ
ム搬送・放⽔訓練を⾏いました。
この訓練は、平成１５年９⽉の⼗勝沖地震に伴う浮き屋
根式タンクの全⾯⽕災を教訓として配備を義務付けられたシ
ステムの訓練です。
⼤分地区は、「⻄中国・北部九州地区広域共同防災協
議会」に加わり、システムは⼭⼝県周南市に共同で配備して
います。

訓練当⽇の午前中は、⼤型トラック５台で搬送された機材の
配置訓練を⾏いました。
午後からは、海へ向け実際に放⽔を⾏い、所定の能⼒が発
揮されることを確認しました。
訓練においては多くの⼈の連携が重要となりますが、⼀つひと
つの⼿順を確認しながら、慎重に対応する事により事故や怪
我も無く無事訓練を終了しました。
これからも、このような実践的な訓練を重ねることによりコンビ
ナート防災⼒強化に向けた活動を推進していきます。
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大容量泡放射
システム概略図

 ⼤容量泡放射システム

ホースは直径３０ｃｍあり、４５０ｍ
延⻑しました。

送⽔ホースの運搬、延⻑

４万砲の最⼤射程距離は、１３０ｍあります。

４万砲の放⽔

⽔中ポンプは、１１，０００ℓ／分の能⼒が
あります。

⽔中ポンプ据付準備
送⽔ポンプは、燃料補給なしで約４〜５時間／１台
運転出来ます。

送⽔ポンプの据付

保安
防災



SDKグループ安全・衛⽣⽅針

労働安全衛⽣を設備投資等の“ハード⾯”だけではなく、⼈の側⾯を考
慮した“ソフト⾯”を含めて、災害の事前予防を⾏うことのできる経営管理
（マネジメント）の仕組みを構築していくものです。
そのための基準が、OHSAS18001認証規格です。OHSAS18001
規格の基準にのっとり、体制整備することで、第三者認証機関による認
証取得を受けることができます。 ⼤分コンビナートでは2009年に認証を
取得しています。

OHSAS18001を認証しています

安全で安⼼できるコンビナートを⽬指して

⼤分⽯油化学コンビナートを構成する昭和電⼯グループは、安全・衛⽣に関する改善活動に努めます。
１．無事故、無災害を⽬指し、安全をすべてに優先します。
２．安全・衛⽣に関する法規制等を遵守します。
３．安全を確保するため、安全教育の重要性を認識すると共に、運転・設備管理の維持向上に努め、
⼀⼈ひとりが責任ある⾏動を⾏います。

４．製品や取扱い物質の安全性に留意し、事業活動のあらゆる段階にわたって、化学物質の安全性と関係する
⼈々の健康障害を防⽌します。

５．快適な職場の実現を⽬指すと共に、メンタルヘルスケア＊注及び健康保持・増進活動を積極的に推進します。
６．事業活動を通じて関係諸官庁・地域住⺠とのコミュニケーションを図り、地域社会の安全を確保します。
７．⽬的・⽬標及びレスポンシブル・ケア⾏動計画を設定し、定期的に⾒直し、製品の開発から廃棄に⾄る
全ての過程における安全管理活動のシステムとパフォーマンスの継続的な改善を図ります。

８．広報活動及び安全・衛⽣教育を通じて全従業員に安全・衛⽣⽅針を周知させ、安全・衛⽣に関する意識向上を
図ると共に、協⼒企業従業員へも安全・衛⽣⽅針を伝達し、理解協⼒を要請します。

9

労働者の⼼の健康の保持増進のための取り組みのこと

メンタルヘルスケアとは

安全
衛⽣



毎⽉５⽇の早朝に「ご安全にニュース」と称したビラを配布し、
出勤者への声掛けと安全意識の⾼揚を図っています。

安全ビラいれ

メンテナンス⼯事を⾏う現場では、毎朝の安全ミーティング
時にお互いの姿をチェックし、服装や保護具の装着状況を
確認します。

業務開始前の点検

安全
衛⽣

 ⽇常の労働安全維持の取り組み

労働安全維持活動
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 労働災害件数の推移

 ⽇常の労働安全維持の取り組み

 「ご安全に」ニュース



品質保証に関する取り組み

品質で築く 顧客の信頼
・ISO9001に基づいた、全員参加による品質保証

・業界最高水準の品質確保

・たゆまぬ教育・訓練、啓発活動による品質感度の向上

⼤分コンビナートでは、品質⽅針をもとに年度ごとの
品質⽬標を掲げ、お客様に安⼼して使っていただけ
る製品提供を⽬指しています。

【品質⽬標】
・事業場内原因クレーム “ゼロ達成”
・事業場外原因クレーム “ゼロ継続”
・新規製品の品質クレーム “ゼロ継続”

品質クレーム数の推移
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 ２０１２年度⼤分コンビナート品質⽬標

 ＩＳＯ９００１の認証

品質

ISO9001とは品質マネジメントシステムの国際規格であり、
企業等組織が製品の品質保証に加えてお客様満⾜の向上を
継続的に改善していくための「しくみ」 のことです。
SDKグループでは1997年5⽉に認証を取得し、
2010年5⽉に1SO9001－2008年度版へ移⾏しました。

ISO9001を認証しています
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 品質クレームの推移

 ２０１２年度⼤分コンビナート品質⽬標 ２０１２年度⼤分コンビナート品質⽬標

 ＩＳＯ９００１の認証

 ２０１２年度⼤分コンビナート品質⽬標

お客様から信頼される品質



12安全・安定を担う⼈づくり

教育に関する取り組み

●新⼊社員研修

新⼊社員は社内集合教育に加え、⾃衛隊での隊
内⽣活を体験します。ここで⽇々の訓練の⼀部を体
験します。この研修は規律の遵守、団体⾏動といっ
た会社⽣活の基本となる意識や⾏動を学びます。

●運転操作実習
製造・保全部⾨などに配属された⼊社３年⽬までの
従業員は訓練プラントで運転実習をします。
機器の運転開始・停⽌操作や弁の開閉など基本操
作を反復して学び、⽇々の⽣産活動に従事します。

●全員参加安全活動発表会
安全・安定の継続や労働災害の撲滅へ全員参加
の⼩集団活動を展開します。この活動成果はコンビ
ナート発表会で報告されます。
従業員は、この活動を通じて設備や作業の安全に
取組み、そのための知識や技術を習得します。

●品質管理研修
お客様に安⼼して使っていただける製品の品質保証
に加え、お客様満⾜度の向上を継続的に改善する
ためにＳＤＫグループが構築しているシステムが有効
に機能しているか、⾃らチェックできる⼈材を育成して
います。

⼈材
育成



●ＲＣ地域対話・
環境モニター会議の開催

企業として安全・環境の取り組み（⾃主活動）の情報
公開による透明性の重視、近隣地域の皆様との意⾒交
換を⾏うことで、地域と企業のつながりを深め、相互に共
⽣していくための活動として開催しています。
環境モニター会議 2011年12⽉21⽇（12名参加）

●本場鶴崎踊り⼤会への参加
四百有余年の歴史と伝統を誇る我が郷⼟の代表的⺠俗
芸能である鶴崎踊りを保存育成するとともに親睦の場とし
て、コンビナート各社の事業場⻑や従業員が毎年参加し
ています。

地域社会とのコミュニケーション

●地域向け広報誌
「コンビナート便り」の発⾏
近隣地域の皆様⽅にコンビナートのトピックスや構成企
業各社の事業活動について理解していただくために、
年４回発⾏しています。
（地域居住者 約6,000世帯に配布）

2011年まで 累積発⾏回数 22回

●コンビナート⾒学会開催
地域の皆様⽅との相互理解を深め、コンビナートの事
業に対して更なるご理解をいただくために⾏っております。
（2011年 2回実施 80名⾒学）
更に構成企業各社持ち回り（１社／回）で、詳細な
⼯場⾒学を実施し継続しています。
その他、学⽣のインターンシップ（就業体験）受け
⼊れも⾏っています。

地域社会とのコミュニケーション 13

社会
貢献



社会貢献の取り組み

●クリーン活動（ゴミ拾い）の
開催

地域の環境美化を⽬的として、コンビナート各社、協⼒
企業が⼀致協⼒し、コンビナート周辺道路を主に「⽇本
⼀きれいなまちづくり」活動に参画しています。

●アルミ⽸リサイクル活動
環境問題を⾃分⾃⾝の問題と捉え、⾝近なところでの活
動を通して社会的責任を果たし、環境を守るために、従
業員によるアルミ⽸回収を⾏うと共に、収益⾦の⼀部を
⼤分福祉法⼈⼤分福祉会に寄付しました。

（2011年SDKｸﾞﾙｰﾌﾟ実績）
●従業員参加率 98％
●回収本数 147,080⽸

●出前授業の開催
次世代を担う⼦供たちに、「理科の不思議、⾯⽩さを伝
えたい」という思いから地域の⼩中学校に若⼿技術者を
派遣し、⾯⽩くて不思議な化学実験や環境保全の⼤
切さを知ってもらう実験授業を⾏っています。

2011年 3校 10回 （⽣徒 約330名）

●節電の取り組み
夏季の電⼒不⾜については、九州地区にも少なからず影
響があり、節電に対する取組みは企業全体に求められてい
ます。
⼤分事務所も、照明の間引きや空調・ＯＡ機器等の省エ
ネ、ノー残業デーを設定するなどの取り組みを⾏っています。
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2011年 2回実施（約900名参加）

社会
貢献




