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教育訓練・啓発
従業員一人ひとりが環境に関心を持ち行動しなければ、事業所の環境
を維持する事はできません。環境教育を定期的に行い、従業員の
環境意識を高めています。

■緊急事態対応訓練
毎年事業所内の各部門で、緊急事態に備えて対応訓練を実施して

います。迅速、適確な対応により事業所外への影響を防ぐため、
参加者は真剣に取り組んでいます。

危険物漏洩対応訓練

2012年7月13日

「クリーン・グリーン＆セーフティ彦根」をスローガンに掲げ、従業員

一人ひとりが安全と健康の重要性を認識し、安全の確保、健康の
促進を目指し活動しています。安全で快適な職場環境づくりを進め

ています。

安全衛生

■労働災害の状況
2012年は残念ながら、事業所全体で不休災害が２件発生しました。

災害発生後、ただちに事故対策会議を招集し、再発防止策を検討

しました。対策については完了しています。

■労働衛生大会
全国労働衛生週間活動の一環として、毎年労働衛生大会を

開催しています。所長、労働組合支部長の挨拶のあと、講師を
招いてメンタルヘルスの講習を行いました。

メンタルヘルス講習風景

2012年10月1日

訓練風景

2012年11月29日

■防火防災全体訓練
当サイトでは火災予防に努めていますが、万一の火災発生時

の初期消火を迅速に行うために、消防訓練を実施しています。

今回は大地震発生後の火災を想定し、サイト全体での訓練を

実施しました。

有事の際、慌てずに落ち着いて消火活動、避難ができるように、
今後も地道に訓練を実施していきます。

社会貢献

当事業所は地域・行政との協調を大切にしています。特に地域の

美化活動に、従業員が積極的に参加しています。

■事業所見学会
毎年、地域住民の代表である自治会役員の方々を当サイトへ

お招きし、事業所見学会を行っています。2012年は昭和電工

パッケージング㈱の工場を見学頂き、意見交換を行いました。

■淡海エコフォスター事業
淡海エコフォスター事業は、滋賀県主催の道路等の公共スペー

スの美化を推進する活動です。
毎年4月～10月の間、従業員が県道周辺を清掃しています。

延べ108人が参加しました。

回収ゴミ分別風景

2012年8月27日
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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 彦根事業所
管理チーム

〒529－1195 滋賀県彦根市清崎町60番地
TEL 0749-25-1511 FAX 0749-25-2039
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昭和電工株式会社 彦根事業所

サイト周辺の県道にて

2012年10月25日
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表　敷地境界線での化学物質（ﾒﾁﾙｱﾙｺｰﾙ、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ）及び臭気測定結果（1回／6ヶ月）

9:50 ① 風下 北北西 2-4 < 0.05 0.008 0.007 < 10

10:05 ② 風下 北北西 2-3 < 0.05 0.017 0.012 11

10:15 ③ 風下 北北西 2-3 < 0.05 0.010 0.008 < 10

10:50 ④ 風上 北北西 2-3 < 0.05 0.004 0.005 < 10

8:47 ⑤ 風下 北 2-4 < 0.05 0.018 0.010 < 10

8:55 ⑥ 風下 北 3-4 < 0.05 0.005 0.006 < 10

9:08 ⑦ 風下 北 3-6 < 0.05 0.005 0.007 < 10

9:28 ⑧ 風上 北 4-6 < 0.05 0.004 0.005 < 10

採取日時

2012年
4月13日

2012年
10月29日

臭気指数
風速
(m/s)

風向
測定場所
風上・風下

化学物質 (ppm）
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事業所長の緒言

2013年
昭和電工株式会社

彦根事業所長

金森 邦次

昭和電工グループでは、「社会貢献企業の実現」を目標にＣＳＲ（企業の社会的責任）活動を進めております。当彦根事業所においては、環

境負荷の低減を目指し、事業活動を進めており、事業所内の各社で、エコアクション２１やＩＳＯ１４００１を認証取得し、その成果は着実に環境

負荷低減に繋がっておりますが、まだ満足するまでには至っておりません。今後も活動を通じ、継続的に改善を図っていく所存です。
これからも、事業活動による地球環境への負荷を最小限に抑えるという基本認識のもと、省エネルギー、廃棄物削減等に取組んでまいりま

す。今後も引続き、環境に配慮した事業活動を進めていきたいと考えますので、本レポートをお読み頂き、皆様からの率直なご意見、ご質問を
頂戴できれば幸いに存じます。

■報告対象期間
本文中に 「 年 」 と記載された項目は2012年1月～12月を、
「 年度 」 と記載された項目は2012年4月～2013年3月を
対象としています。

■レポート対象範囲
彦根事業所 （昭和電工パッケージング株式会社、ＦＳＰ株式会社を
含む）

エコアクション２１とは？
環境省が定めたガイドラインに基づき、環境への取組みを
行う事業者を、認証するシステムのこと。

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1,405億円

■従業員 連結9,890人 単独3,952人（2012年12月31日現在）

■本社所在地 東京都港区芝大門1-13-9

■売上高 2012（平成24）年12月期

連結7,398億円 単独5,152億円

■主要製品 石油化学、化学、無機、エレクトロニクス、アルミニウム

先端電池材料などの各製品

昭和電工株式会社

1973（昭和48）年 昭和アルミニウム㈱彦根工場操業開始

（パネル工場稼動）

2001（平成13）年 昭和電工㈱と合併 彦根事業所となる

昭和パネルシステム㈱分社

昭和電工パッケージング㈱分社

2009（平成21）年 事業撤退による押出工場閉鎖

2011（平成23）年 研究開発センター設立（現、事業開発センター）

彦根事業所の概要

■敷地面積 211,022 ㎡
■従業員数 302 名（関係会社含む2012年12月31日現在）

環境負荷の概要

当事業所では、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。生産活動に伴い、排気・排水・廃棄物が排出されます。 事

業所全体の環境負荷を明確にし、環境活動を積極的に展開していきます。

環境活動

当事業所では、環境負荷の低減に向けた活動を継続的に取組んで
います。

■廃棄物削減活動
産業廃棄物削減の為、廃棄物の有価物への転換による排出量の

削減、廃棄物のリサイクル化推進による再資源化を行っています。

※ リサイクル率とは？
排出量の内、リサイク
ル・再利用等で、有効
利用される量の割合
を示します。

■アルミ缶回収活動

2012年のアルミ缶回収量は、103,000缶と前

年をわずかに下回りましたが、缶回収参加率に

ついては、四半期毎の集計で100％を維持して

います。
今後も省資源、省エネルギーに貢献する活

動を継続していきます。

■化学物質管理
化学物質管理についてはＰＲＴＲ法に基づく届出をしています。2011年度は２種類の

化学物質を届出しました。トルエンの移動量については、マテリアルリサイクルにて

有効利用されます。また排出量については、今後も排ガス処理設備の維持管理に

努め、排出量抑制を図ります。

ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ（1,4-ﾌｪﾆﾚﾝ）=ｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄは、ウレタン原料に使用しており、報告対象物質
が追加となった為、2010年度から報告しています。

ＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出制度）とは？

有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい

環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び

出されたかというデータを把握・集計し、公表する仕組みです。

環境負荷データ
当事業所の事業活動に伴う環境負荷を定期的に監視しています。

また、規制基準より厳しい自主管理基準を設定していますが、自主管理基準値をオーバーすることはありませんでした。

■水質汚濁負荷量

水質汚濁負荷量は河川水を汚濁する物質の総量です。

当事業所からの放流水の水質を定期的に測定し、彦根市に月１回
報告しています。また、万一の異常に備え、緊急予備槽を設置し、
緊急時に備えています。

■化学物質、臭気測定結果
年２回敷地境界線の風上１点、風下３点において、化学物質並びに臭気の測定を行っています。

悪臭防止法により、臭気指数は北側敷地境界で13、南側、東側、西側敷地境界で12と定められていますが、規制値を上回ることはありませんで
した。
化学物質については、滋賀県における規制値はありませんが、彦根市との公害防止協定により定期測定および報告を行なっています。

採取位置は、採取時の風向により変化します。

臭気指数とは？

人間の嗅覚によって臭いの程度を判定する嗅覚測定法(官能試験法)で、
臭いの限界値を測った数値を指数化したもの。臭いのついた空気を、

その臭いが感じられなくなるまで薄めた時の希釈倍数(臭気濃度)を
求め、その対数を10倍した数値で表す。

＜ 臭気指数規制値 ＞

北側敷地境界 13以下

南側、東側、西側敷地境界 12以下

Ｐ１ Ｐ２

焼却・埋立物、再資源化物排出量
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昭和電工
彦根事業所

消費 排出

原料 ・ 資材

電気　1,513万kＷh

ガス　　　　1,519トン

燃料　　 　  265KL
（A重油、軽油、灯油）

水道水　 　   2万㎥
工業用水     0万㎥

紙　　          9.9トン

ＣＯ２排出量　1.1万トン

ＮＯｘ排出量    7.3 トン

ＳＯｘ排出量    0.1 トン

排水量※      28.8万㎥

焼却・埋立排出量           54トン

再資源化物排出量        448トン

有価物量                 　  991トン

ばい煙発生施設より発生するＮＯｘ

ばい煙発生施設より発生するＳＯｘ

電気・ガス・燃料の使用により発生するＣＯ２

製品 出荷


