


ＣＳＲサイトレポートの発行にあたり

２

　川崎市が推進する“環境関連技術の見える化”の取り組み、「かわさき環境ショーウィンドウ
大賞２０１２」において、川崎事業所の『海底トンネルを活用した蒸気ボイラーの統廃合による
地域間省エネルギー』が表彰されました。
　扇町と大川との間の田辺運河に海底トンネルを敷設し、扇町から大川へ蒸気供給を開始しま
した。大川の蒸気ボイラーを停止し、扇町地区の蒸気ボイラーと統廃合を実施したことで、蒸気
ボイラーに関わるエネルギー使用量が約４２％削減され、また温暖化ガスである二酸化炭素の
排出量も約２,４００ｔ/年の削減が可能となりました。

　平素は川崎事業所の事業活動にご理解とご協力を賜わり、感謝を申し上げます。

　ここ数年、全国的に化学工場で災害・事故が多発していますが、当社グループでは、
過去の災害・事故事例をグループ全体で共有し、各事業場で対策をとることによって
将来の安全を確保する「創る安全」活動を推進しており、当事業所においてもこの活動を
通じて保安防災の取り組みを徹底しております。

２０１３年９月
事業所長　長井太一

　今後ともステークホルダーの皆さまに信頼される川崎事業所を目指していく所存ですので、
本「ＣＳＲサイトレポート」を是非お読みいただき、皆さまから率直なご意見、ご感想をいただけ
れば幸甚に存じます。

　保安防災、環境保全には安全・安定操業が必要不可欠ですので、当事業所では、
「現場力・技術力の強化を実現する人財の育成」の方針のもと、独自の活動である
「川崎超現場力活動」も推進しております。

　また、資源の有効活用の観点からは循環型社会の構築への貢献が大切であり、当事業所

では環境負荷低減の取り組みを進め、産業廃棄物削減では２０１１年にゼロエミッション
*
を

達成しました。

　今般、当事業所のＣＳＲの取り組みについて、地域社会をはじめとするステークホルダーの
皆さまにお知らせするため、「川崎事業所 ＣＳＲサイトレポート２０１３」をまとめました。

*ゼロエミッション･･･廃棄物の発生量に対する
                           最終埋立処分量の比率を
                           １％以下にすること
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事業所トピックス

★フレッシュな新入社員たちを迎えました
　２０１３年は、３７名（男性２７名・女性１０名）の新入社員が川崎事業所に入社しました。
神奈川県内・関東はもちろん、北海道から九州・沖縄からも来ています。

★部活動の紹介
　川崎事業所では、部活動も盛んです。野球部や卓球部、陸上部など数ある部活動の中から
２０１２年に発足したばかりの剣道部をご紹介します。

★川崎事業所の史料が化学遺産に認定されました
　化学関連の学術や技術に関する史料の中で、特に歴史的に高い価値を有する重要な史料として
公益社団法人日本化学会から『化学遺産』として認定されました。（２０１３年３月２３日）

[認定化学遺産第021号]　
　国産技術によるアンモニア合成（東工試法）の開発とその企業化に関する資料

３

☆当時新入社員だった谷本さんの発意によって、剣道経験者を中心に結成されました。
   活動が口コミで広がっていき、今では川崎事業所以外の部員も在籍しています。

☆２０１３年入社の
新入社員の皆さん
（写真左）（写真下）

☆川崎事業所の前身にあたる昭和肥料株式会社 川崎工場は、１９３１年（昭和６年）に、国産技術、国産機械による
   日本初のアンモニア合成に成功し、アンモニアを原料とした肥料（合成硫安）の製造を開始しました。

剣道部は、事業所の体育館で
稽古しており、神奈川県実業団
大会にも出場しています。
目指すは日本武道館です！

☆認定対象史料の「高圧ガス循環器」
（写真左）と、「ウーデ式、ファウザー式
及びクロード式アンモニア合成工場視察記」
（写真右）。

当時開発されたアンモニア合成触媒も
保管している（写真中央）。



事故リスク低減への取組み

★化学業界の事故事例の水平展開

★安全対策の更なる強化 (図1)

【強化ポイント①　温度管理】

【強化ポイント②　酸素濃度管理】

【強化ポイント③　異常対応マニュアル】

★強化した安全対策で訓練を実施

４

　強化した異常対応マニュアルをもとにして、訓練を積んでいます。

　川崎事業所では社内外問わず事故事例を安全強化のために活用しています。2012年に発生した
他社のアクリル酸タンクの爆発事故を教訓に更なる安全対策を実施しました。

　アクリル酸の爆発事故は、重合反応
*
が制御できなかったことに因るところが大きいと考えられ

ます。この要因を排除する為に、川崎事業所が所有しているアクリル酸タンクの設備や管理方法に
関して現状を把握し、安全対策の更なる強化を行いました。

　アクリル酸を安全に取り扱うためには、温度を適切な範囲で管理・制御することが重要です。
これまでも、温度制御設備(図中ⓐ)・タンク内均一化の為の循環設備(図中ⓑ)を備えていましたが、
監視強化や迅速な故障対応を目的に、温度計(図中ⓒ)の増設・循環状況の監視・冷却水の
バックアップ・ポンプなどの予備品確保などを強化しました。

　アクリル酸の重合防止には、溶存
**

する酸素濃度を適切に制御することも重要であり、
アクリル酸中に空気(図中ⓓ)を吹き込むことで酸素濃度を制御します。空気を吹き込める設備を
持っていなかったタンクには、設備を設置しました。

　異常の予兆に関する判断基準とその対応方法を新たに設定しました。

　アクリル酸の温度挙動に応じて保守設備
***

の作動状況を確認したり緊急重合停止剤を添加する
などのアクションを制定しました。

　図１　

温度計

温度計

温度計

アクリル酸タンク 循環設備

空気

温度制御

☆ 川崎市消防局では、アクリル酸タンク事故を受けて、
    市内工場の緊急立入を実施しており、川崎事業所も緊急立入を受けました。
    指摘事項は無く、「適正な保安管理をしている」との評価を受けました。
　　（上の写真は、川崎市消防局の立入検査の様子です。）

☆放水訓練 ☆現地対策本部の様子

*重合反応：分子同士が結合する化学反応。連鎖的
　　　　　　　　に起こった場合、発熱が大きい。
**溶存：液体中に溶けて存在すること。
***保守設備：アクリル酸を安定な状態に保つため
　　　　　　　　　の温度制御設備・空気を吹き込む
　　　　　　　　　設備・循環設備のこと。

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓒ

ⓒ

ⓓ

首都圏ニュース８４５　２０１２年１０月１２日放送　(写真提供ＮＨＫ )



川崎超現場力活動（ＫＳＧ活動）

　川崎事業所は、１９９９年から日本プラントメンテナンス協会が提唱するＴＰＭ活動
*
に

取り組んできました。２００９年からはこのＴＰＭ活動を前身とし、超安全・超安定生産を
実現するための独自活動である『川崎超現場力活動』（Ｋawasaki Ｓuper Ｇenbaryoku：
略してＫＳＧ活動）に取り組んでいます。

★改善自慢コンテストの開催
　各職場が『トラブルゼロ』に向けて活動している中で、創意工夫した事例をパネル展示し、
川崎事業所の全職場に公表する『改善自慢コンテスト』を毎年開催しています。
　このコンテストは、互いの技能の共有という点でも、大きな効果を上げています。

★京浜地区の企業とのＴＰＭ交流会
　同じ京浜地区においてＴＰＭ活動に取り組まれている企業の皆様との情報交換会を行い、
さらなる活動推進に取り組んでいます。

★海外企業との交流
　日本発祥のＴＰＭ活動は、海外でも注目を集めています。川崎事業所に関心を持たれて来場
される海外企業もあります。今年はタイからのお客様を迎えました。

５

☆タイの国営企業であるサイアムセメント社・ならびに関連企業御一行様との記念撮影

☆改善自慢コンテストの風景
　　　　　　（事例を統一の書式（Ａ３サイズ）にまとめてパネル展示します。２０１３年度は６６件のエントリーがありました。）

*ＴＰＭ活動
　　公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会が提唱する全員参加の生産保全の活動のことです。
　　Total Productive Maintenance あるいは Total Productive Managementを略してＴＰＭ活動といいます。



環境負荷低減への取組み

★川崎事業所での資源消費と環境負荷の概要

★取組み①：熱エネルギーとしての蒸気利用の合理化によるCO2・NOx削減実績

★取組み②：PRTR
*
対象物質排出削減対策(2012年実績)

６

【CO2】前年比2,400tを削減しました。(詳細は2ページに掲載のかわさき環境ショーウィンドウ大賞の記事をご覧ください。)

【NOx】前年比14.8tを削減しました。

　大気や水域への化学物質の排出を抑制する取組みを継続
しております。
【トルエン】
　製法を一部変更することにより、トルエン使用量を削減
しました。その結果、大気への排出量を前年比４４％削減
しました。
【1,3-ブタジエン】
　原料として使用しており、反応後に残った分は、回収
設備で回収しリサイクルします。リサイクルできない分は
燃焼施設に送り、加熱分解することができるように設備を
改造しました。その結果、大気への排出量を前年比３４％
削減することができました。

NOx排出量推移
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CO2排出量推移

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

19
90

年

20
05

年

20
06

年

20
07

年

20
08

年

20
09

年

20
10

年

20
11

年

20
12

年

PFC（CO2換算）

HFC（CO2換算）

非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2

ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2

ＮＯＸ排出量　１１１.０ｔ　(前年比１４％削減)

ＣＯ２排出量

エネルギー起源　５９０ｋｔ
非エネルギー起源　８０ｋｔ
ＣＯ２以外の温室効果ガス　５４ｋｔ-CO2

(Ｔｏｔａｌ：前年比３％削減)

ＳＯＸ排出量　１０.８ｔ

原料・資材

工業用水 １９,２３３ｋｍ
3

海水　　   ４８,９０７ｋｍ
3

原油換算エネルギー使用量
　　　　　　　　　　　　　　　２３７,０５８ｋℓ

各自治体からの
使用済みプラスチック
　　５６,２７３ｔ　(前年比１０％増加)

資源消費 環境負荷
2012年度実績

ＰＲＴＲ対象物質排出量
　大気排出　１６.８ｔ　(前年比３６％削減)
　水域排出　　５.９ｔ　(前年比１３％減少)

産業廃棄物排出量　４,０９３ｔ　(前年比１３％削減)

廃棄物の再資源化量　２,０７２ｔ　(再資源化率：前年比１.６％増加)製品

出荷

排水量　４８,０７０ ｋｍ
3

リサイクル

(kt)

取組み②

*  PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）：
　　事業者が化学物質を生産・使用・貯蔵している各段階で、化学物質をどの程度、大気・水域・土壌・廃棄物へ排出しているかを
把握し、報告する制度。２００１年に化学物質管理促進法により、一定規模以上の事業所に報告が義務付けられました。

トルエン・1,3-ブタジエン排出量推移
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1990年：京都議定書の基準年

昭和電工川崎事業所

(t)



地域コミュニケーション

★課外学習の一環として
　神奈川県立大師高等学校１年生の課外授業「産業社会と人間」の一環として、若手社員を
交えての事業所見学・交流会を実施しました。（２０１２年１２月４日）

★納涼祭の開催
　地域・町内会の皆様との日頃のコミュニケーションを大切にしています。毎年７月に開催
する納涼祭には、地域・町内会の皆様にもご参加いただいています。（２０１３年７月２１日）

★交通安全運動への参加
　臨港警察署管内で行われた飲酒運転追放運動パレードには、一日警察署長として女性社員が
参加し、神奈川県警察音楽隊とともに行進しました。（２０１２年１２月１４日）

★川崎国際環境技術展への出展
　毎年とどろきアリーナで開催される川崎国際環境技術展に、２００９年（第１回）から毎年
出展、好評を博しています。（２０１３年２月１日・２日）

７

☆あいにくの雨模様でしたが、例年と変わらない盛況を見せました。福島復興支援のための物産展ブースを併設しました。
   御来賓の阿部川崎市長もお立ち寄りになりました。

☆生徒からは「どうしてこの会社を選んだのですか？」、「仕事のやりがいは何ですか？」などの質問が出されました。
   若手社員が、「勉強してきた化学の仕事をしたかった」、「自分の作った製品が人や社会の役に立っていることが嬉しい」
   と答えると、それを熱心にノートに書き込んでいました。

☆使用済プラスチックを分解し、水素ガスと炭酸ガスを取り出す“ケミカル・リサイクル”の説明に、皆さん、興味津々。
   企業・学校・行政関係の皆様にも足を運んでいただいています。



K111E6713
テキストボックス
キャラクターのけぴあくん♪
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