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昭和電工株式会社 塩尻事業所 



昭和電工グループ 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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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  
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経営理念と概要 

*CSRサイトレポートの報告対象範囲 

昭和電工㈱塩尻事業所を対象としています。２０１２年１月～１２月に２０１３年の情報を付け加えています。 

本文中に「年」と記載された項目は２０１２年１月～１２月の範囲を、「年度」と記載された項目は２０１２年４月～２０１３年３月の範囲を対象

としています。 

*ＣＳＲ（Ｃorporate Ｓocial Ｒesponsibility） 

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貢献のこと。 

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。 
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     研削砥石の使用用途・製造担当者の声・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

環境保全への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

        省エネルギーと地球温暖化防止への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

        化学物質排出量管理と削減への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

安全への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

     相互注意運動への取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 
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       地域社会との関わり・ＯＢ会・手話勉強会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 
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塩尻事業所 

 ２０１３年版ＣＳＲサイトレポートを発行するに当たり一言ご挨拶申し上げます。

昭和電工㈱塩尻事業所は、１９３２年に日本沃度㈱としてスタートし、その後、 

日本電気工業㈱と名称を変え、１９３９年に昭和電工㈱塩尻工場と改称し今日

に至ります。当事業所は、赤松発電所（自家発電）を擁し、梓川水系で発電され

る電力と豊富な地下水を使って砥石、研磨布紙等に使われる研削材・耐火材を

製造し、日本の機械・造船・自動車・鉄鋼等の発展を縁の下で支えています。

大気や水質に関する環境対策については、１９７７年に塩尻市と環境保全協定

を締結し、法の定める規定値よりも厳しい自主基準値を設定しそれを遵守する

ことにより、地域環境の維持・向上に努めています。さらには、省エネルギー・廃

棄物削減・リサイクル推進等にも積極的に取り組んでおります。当事業所では、

環境負荷を持続的に低減させるシステムとして１９９８年にＩＳＯ１４００１を、品質

管理の徹底でお客様への安心感を提供するシステムとして１９９９年にＩＳＯ９００１

を、安全衛生管理の維持と継続的な改善を図るシステムとして２０１０年１１月にＯ

ＨＳＡＳ１８００１の認証をそれぞれ取得し、環境・品質・安全衛生の管理に対する

質の向上と維持を図っております。 

 ２０１３年度版のCSRサイトレポートでは、環境・安全の取り組みに加え、塩尻事業

所がものづくりを通じて社会にどのようにお役に立とうとしているか、また、地域社会の皆様とどのような関係を

つくりたいと考えているかを、できる限り分かりやすく記載いたしました。私たちは、現在S（すばやく）D（できる

まで）K（必ずやる）S（塩尻事業所）をスローガンにした『SDK-S』活動を展開しています。これは事業活動に

限ったことではありません。CSR活動に関してもお客様、地域の皆様、従業員等のステークホルダーの皆様と

コミユニケーションを図りながら、期待に応える塩尻事業所を作りあげていこうと思いますので、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・ご指導を頂戴できれば幸いに存じます。 

塩尻事業所長 

昭和電工㈱は国内１６ヶ所に営業所・生産・研究開発拠点を構えています。 

事業所長メッセージ 

事業拠点 
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 研磨布紙や工業用研削砥石に使用される研削材、モランダム® の製造プロセスをご紹介します。 

エレクトロニクス関連分野エレクトロニクス関連分野 

自動車・機械加工関連分野自動車・機械加工関連分野  

生活環境関連分野生活環境関連分野 

鉄鋼関連分野鉄鋼関連分野 

研磨微粉研磨微粉  

研磨スラリー研磨スラリー  

成形体成形体  

フィラー材フィラー材  

研削材研削材  

超高圧製品超高圧製品  

成形体成形体  

溶射材溶射材 

研磨材・耐磨耗材研磨材・耐磨耗材  

成形体・ブラスト成形体・ブラスト

材材 

耐火材・研削材耐火材・研削材  

溶射材・成形体溶射材・成形体 

使用用途：重研削、砥石、耐熱部材 使用用途：精密加工用部具、ベアリング 

使用用途：絶縁用部材、半導体基盤 使用用途:研磨布紙、コーティング材 

 塩尻事業所では、各種化学品、耐火物、製紙、エレクトロニクスなど幅広い産業分野に提供していま

す。長年培われてきた高温溶融技術、高温焼成技術、粉砕分級技術を活かし、溶融アルミナ、炭化ケ

イ素、窒化ホウ素を使った研削材、耐火材、研磨材を製造しています。 

製品紹介 

製造工程紹介 

®  
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研削砥石とは、金属の部品や素材を研削加工するための工具です。自動車、鉄鋼、ベアリング業界を

中心に、幅広い産業で使用され物づくりを支えています。（図、説明は㈱テイケン様より提供） 

当事業所で製造された製品 

・研削砥石ができるまで 

 塩尻事業所で製造している製品は最終製品を作るための素材や加工部材として用いられています。

私たちの製品が使われている代表的な工具のひとつである「研削砥石」についてご説明します。また、

塩尻事業所の製品がどのように使われているかご説明します。 

・研削砥石の要素 

研削砥石を製造する過程で、欠かせない砥粒を塩尻事業所で製造しています。 

当事業所で製造された砥粒は、砥石メーカー様で製造、加工され販売されています。 

 

お客様に 砥石メーカー様により製造、加工、販売 
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【特集】研削砥石とは？ 

砥粒 

物を削る為になくてはならないのが砥粒

です。砥粒の一つ一つが刃となり、物を

削ります。そしてその刃が摩耗して切れ

なくなると、古い砥粒は脱落して、新し

い砥粒が出てきます。だから砥石は切

れ続けるのです。 

結合剤  

砥粒をつなぎ合わせているのが結合

剤です。これがなければ砥石は形を

保てません。かといってあまり強い力

で固めてしまうと、砥粒が脱落しなく

なって、切れない砥石になってしまい

ます。ちょうど良い硬さが大事なので

す。 

気孔  

物を削るときに発生するのは、削りカ

スと摩擦による熱です。それらを解消

する為に、砥石には無数の穴があい

ています。大袈裟に言うと、軽石みた

いな形をしています。 

この穴の中に削ったカスが入り、砥

石が回る間に排出されます。もしこの

穴がないと、削ったカスの出るところ

が無くなって、砥石は切れなくなって

しまいます。また、この穴は空気を運

んで砥石を冷やす役割もあります。 

砥石の気孔は、実は見落としてはい

けない非常に大切な役割を担ってい

るのです。 
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・研削砥石の使用用途 

第一製造課 WA精製  

主任 柳原 賢仁 

研削砥石は様々な形で、色々なところで使われています。ここでは、研削砥石がどのようなところで使わ

れているか紹介します。（写真は㈱早川研磨工業様より提供） 

・削る 

・切る 

・磨く 
ビード取り、バリ取りに使用されます。 
・ビード（溶接時にできた金属の盛り上がった部分） 

・バリ（材料を加工する際に発生する突起） 

軽天材、ＬＧＳの切断に使用されます。 
・軽天材（軽天とは、建物の天井や壁を造作することで、材料の

鋼材の厚みが0.5mmしかないので、軽い天井・軽天と言います） 

・ＬＧＳ（厚さ6mm以下の鋼材を使った鉄骨造や鉄筋コンクリート

造などの建物で、壁や天井の下地として使用されるものをＬＧＳと

言います） 

クリーニング、キズ修正に使用されます。 

研削・研磨材に使われるＷＡ（ホワイトモランダム® ）を製造している担当者に話を聞きました。 

➭ 

加工前 加工後 
（左）鏡面仕上げ前 （右）鏡面仕上げ後 

Ｑ、製品ができるまでの工程を簡単に説明して下さい。 

Ａ、アルミナを主原料に、電炉にて溶融→凝固→粉砕→除鉄→整粒→荷造り→検査→出荷

となります。 

Ｑ、WA製品の使用用途を教えて下さい。 

Ａ、砥石、研磨布紙、充填剤、耐火材として使われています。身近なところでは、自動車の

キーレスエントリーやETC、スマートフォン等の電子材にも使われております。また、更に加工

して 優れた絶縁性を生かした 電気アルミナフィラー材もあります。   

Ｑ、WA製品の特長を教えて下さい。  

Ａ、白色の高純度アルミナ研削材で、切れ味が良く、軽研削に向いています。切味良く、発熱

を 嫌う用途に適しています。そして、他社品と比べて 異物が少なく、Na2Oが低い、除鉄レベ

ルが高い等の高品質が特徴です。 

Ｑ、塩尻事業所が製造する研削材・研磨材のセールスポイントを教えて下さい。  

Ａ、国内唯一の総合研削砥材メーカーとして、国内のお客様のご要望に質・量・納期とお応え

出来ることが 一番ではないかと思います。 それから、優れた人材と 75年という研削材を生産 

してきた歴史と経験を基に、培われた精製技術。これは、世界に誇れる高いレベルであると自

負しております。 

Ｑ、製品に対する思い、主任として製品に対する考え、気持ちを教えて下さい。 

Ａ、塩尻事業所で、主力製品のWAを担当している一人として、この製品の占める重要性と責 

  任を重く受け止めております。ある方から 『塩尻の除鉄能力は世界一だ』と、いう お言葉 

  がありましたが、世界一の篩分技術と合わせて、後輩への技術伝承・育成更なる進歩を目 

  指して日々努力していこうと考えております。 

軽量鉄骨 

・製造担当者の声 
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事業活動に伴う環境負荷を定期的に測定・監視しています。 

規制基準より厳しい自主管理基準を設定しています。 

ISO14001を1998年に認証取得以来、維持更新審査を継続

して受審しています。 

・大気 

塩尻の空をクリーンに保つよう、排出には常に万全を図っています。 

・水質 

ISO14001認証取得書 

*ＩＳＯ１４００１ 

環境マネジメントシステムの国際規格であ

る。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。 

*ＩＳＯ（Ｉnternational Ｏrganization for Ｓ

tandardization） ：国際標準化機構工業標

準の策定を目的とする国際機構で、各国

の標準化機関の連合体のこと。ＩＳＯ規格は、

さまざまな分野での国際的な交換を容易に

するため策定される国際的な標準規格。 

事業所出口でｐHと透視度（SS）を常時監視しています。 

*ＳＯｘ（硫黄酸化物） 

有害大気汚染の指標で、硫黄を含む燃料を燃焼する場合に発生す

る。通常、二酸化硫黄（ＳＯ2 ）を主成分とするが少量の三酸化硫黄

（ＳＯ3 ）を混有することもあるのでＳＯｘと標記されることが多い。環境

基本法の環境基準、大気汚染防止法の規制基準が設定されている。 

*ばい煙 

煤煙（ばいえん）とは、石炭など物の燃焼に伴って発生する煙と煤（すす）

のことである。特に不完全燃焼によって発生する大気汚染物質のこと。 

*ｐＨ  

酸性とアルカリ性の指標であり、７を中性とし７未満が酸性 

７超がアルカリ性になる。 

排水基準： ５．８～８．６  自主管理基準： ６．２～８．０ 

*SS（水中に浮遊している物質量） 

水中に懸濁している直径２mm以下の不溶解性物質のこと。 

排水基準： ２００mg/ℓ以下（日間１５０mg/ℓ)  

自主管理基準： １００mg/ℓ以下（日間７０mg/ℓ) 

SOｘ（硫黄酸化物）排出量推移
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・省エネルギーの推進 

*ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）  

有機物指標微生物によって分解される際に消費される酸素量。 

数値が大きいほど水中の有機物が多く汚染が著しい。 

排水基準   ： １６０mg/ℓ以下（日間１２０mg/ℓ) 

自主管理基準：  ６０mg/ℓ以下（日間５０mg/ℓ) 

*Ｔ－Ｎ（全窒素）  

水中に含まれる窒素の総量であり、河川や湖沼の不栄養化の指標。 

排水基準   ： １２０mg/ℓ以下（日間６０mg/ℓ) 

自主管理基準： １００mg/ℓ以下（日間５０mg/ℓ) 

*Ｂ（ホウ素) 

ホウ素は天然には酸化物等で存在するが、凝集沈殿処理が困 

難な物質なので排水処理には注意が必要な物質。 

排水基準：１０mg/ℓ以下 自主管理基準：８mg/ℓ以下 

地球温暖化防止及び資源保護の観点から、環境方針の項

目に省エネルギーを重要課題として位置づけ、生産工程の

見直し、運転最適化などによる省エネルギーを推進していま

す。その結果、エネルギー消費量は2000年対比68％と省エ

ネルギーを進めています。 

・自家発電 

当事業所では、梓川より取水した農業用水を使用した自家発電所を

備えて電力の一部をまかなっています。 

赤松発電所は、アルピコ交通上高地線の新島々駅横にあります。最

大出力は5,500kw/Hになり、送電線を130本使用し18kmの道のりを

経て塩尻事業所に送電しています。 

総エネルギー消費量推移（電力量換算）
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・温室効果ガス（GHG）削減 

・ＰＲＴＲ（Ｐollutant Ｒelease and Ｔransfer Ｒegister）   

化学物質排出移動量届出制度 

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し集計し公表する仕組み。 

日本では１９９９年７月に法制化され、事業者は化学物質の排出量等を

把握し、都道府県を経由して国に届け出る（２００２年に第１回目の届

出）。国はデータを物質別・業種別・地域別などに集計し公表する。ま

た、事業者はＳＤＳを交付し、さらに化学物質の管理状況に関し国民の

理解を得るよう努めることになっている。 

化学物質管理については2002年度からPRTR法に基づく移動量を届出しています。 

当事業所では色々な化学物質を使用していますが、法に基づく指定化学物質は主に下記２物質です。 

当事業所の温室効果ガス排出量は、基準年の１９９０年と対比して確実に低下しています。 

温室効果ガス排出量（換算CO2 )
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千ｔon-CO2 ・温室効果ガス（ＧＨＧ) 

地球温暖化の原因として６種類のガスが定められている。

二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロカー

ボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫

黄（ＳＦ６ ）。 

これらの温室効果ガスにより、地球の温度が上昇し、海面

の上昇、気候帯の変化等が懸念されている。 

・廃棄物削減への取り組み 

廃棄物処分量
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（ｔ）
外部有効利用

外部減量化

埋立処分

・ゼロエミッション 

国連大学が提唱した構想で、産業から発生される全ての廃

棄物や副産物が他の産業の資源として活用され全体として

廃棄物を生み出さない生産を目指そうとするもの。当社で

は「最終埋立て処分量＝発生量の１％以下」をゼロエミッ

ションとしています。 

ゼロエミッションを目標に廃棄物減量に取り組み中です。 

・化学物質排出量管理と削減への取り組み 

ＰＲＴＲ指定物質排出量
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 ①安全朝会による情報の共有化 

 ②作業前の危険予知活動 

 ③ヒヤリ・ハット・気掛かり報告活動 

 ④危険体験学習 

 ⑤安全・環境スキル向上運動 

 ⑥安全誓約・個人安全宣言活動 

 ⑦ＲＣパトロール（毎週) 

 ⑧労使合同安全ビラ入れ 

 ⑨相互注意運動による基本ルール遵守の風土づくり 

 ⑩安全交流会（社内他事業所、他社事業場との見学交流会) 

 ⑪定期的なリスクアセスメントの実施による危険要因の削減 

 ⑫危険箇所・作業撲滅・ワースト１０活動 

OHSAS18001認証取得書 

・労働災害発生状況 

労働災害ゼロに向けて、様々な活動に取り組んでいます。 

・ヒヤリ・ハット・気掛かり報告、改善提案活動 

2012年は、災害件数（休業・不休）0件でした。 

しかし、一歩間違えれば休業・不休災害になりか

ねない微小災害も数件報告されています。今後

も、１人ひとりがルールを守り災害0を継続してい

くために、安全を最優先とし行動していきます。 

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ・気掛かり報告・改善提案件数（件／人）
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（件数） ヒヤリ・気掛かり

改提件数

表彰式の様子 

塩尻事業所の「ヒヤリ・ハット・気掛かり報告｣制度は、３０年以

上前から実施して来た「改善提案制度｣の延長として始まり

年々その内容を充実し、また場内協力企業の方にも拡大展開

しています。 

自分が「ヒヤリ・ハッとした体験｣を広く事業所内に周知すること

で、似たような災害を未然に防止するのに役立ちます。また

「気掛かり報告｣とは「ヒヤリ・ハッとする｣前に身の回りの危険の

芽を摘み取ろうと言う制度で、自職場だけでなくＲＣパトロール

等を通じて職場外の人の目を通してリスクの低減を目指してい

ます。 

安全への取り組み 

災害件数（休業・不休）

0

1

2
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（年）

（件数）
転倒
激突
飛来落下
はさまれ巻き込まれ

無理な動作
墜落・転落

休業
（塗り潰し）

不休
（斜線）

・ＲＣ（Responsible Care） レスポンシブル・ケア 

責任ある配慮。１９８５年にカナダで始まる。 

化学物質の製造者または取扱事業者が自己決定・

自己責任の原則に基いて、化学物質の開発から廃

棄に至るまでの全ライフサイクルに渡り、環境・安

全・健康面について対策を行う自主管理活動。 
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・相互注意運動への取り組み 

ヘルメットへシールを貼付（16名） 

労使で運動推進検討委員会（推進方法を検討）労使で運動推進検討委員会（推進方法を検討）  

「挨拶運動」（相互注意しやすい雰囲気づくり）「挨拶運動」（相互注意しやすい雰囲気づくり）  

毎月テーマを決めその場で相互注意毎月テーマを決めその場で相互注意  

相互注意推進委員選出（職場の推進役）相互注意推進委員選出（職場の推進役）  

相互注意促進標語を募集相互注意促進標語を募集  

ルールの見直し周知ルールの見直し周知  

守るぞルール 

聞きます注意 

相互注意でゼロ災職場 

見つけたら 

勇気を出して 

その場で注意 

ありがとう！ 

あなたの指摘に 

明るい笑顔 

・労使合同ビラ入れ 

各職場へ「挨拶運動」のステッカーを掲示（21箇所） 

応募136件から3件を選出→各職場へ掲示 

あいまいなルールを見直し改訂、周知 

年2回、労使合同で朝ビラ入れを行い、安全への意識を継続しています。 

２月朝ビラ入れの様子 ７月朝ビラ入れの様子 
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*CSR調達 

CSR調達は、「昭和電工グループCSR調達ガイドライン」をパートナーの皆様と対話を通して共有し、信頼関係を更に強固な 

ものとするとともに、協働で遵守することで、お互いの企業価値を向上させることを目指すものです。 

*ＰＤＣＡサイクル 

Ｐlan,Ｄo,Ｃheck,Ａctの頭文字で、継続的改善を実施するためのマネジメントの基本的考え方。 

計画を立て、計画を実行し、実行した結果を点検し、不備な点を改善し、次の計画に生かすという連続的プロセス。 

塩尻事業所 品質方針  

     「信頼される品質づくり」 を実現することにある。 

  そのために、 

   ①品質保証システムの継続的改善 

   ②お客様の要求を満たす製品づくり 

   ③品質意識向上のための教育・訓練  

     を実施しています。 

 

ＩＳＯ９００１の認証 

塩尻事業所は国際品質保証規格であるＩＳＯ９００１の認証を１９

９９年に取得しました。品質方針に基づき、ＰＤＣＡサイクルを機

能させ、品質の継続的改善活動を進めます。 

ISO-9001認証取得書 

絶対品質：安定生産・安定供給 

製品やお客様に関する情報の共有化と情報伝達の迅速化、必要に応じた対応 

を重視し、各種管理システムを構築し運用を進めています。  

原材料購入先 

ＳＣＭグループ 

製造部門 

検査部門 

お
客
様 

営
業
部
門 

・CSR調達 

・環境物質不使用証明 
・品質・購買・顧客オーダー・在庫管理など 

・セールスレポート 

品質保証への取り組み 
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各種防災活動を定期的に開催し、外部への行事にも積極的に参加しています。 

火災の予防及び火災・大規模地震、その他事故・災害による人命の安全、被害の軽減、二次的災害発生 

の防止を図るため、日頃から訓練を行っています。 

塩尻市防火管理協会が主催する自衛消防技術大会に、毎年参加しています。 

ビルの３階で負傷者が倒れているという想定で訓練は行われ、実践を想定した緊迫感ある訓練となってい 

ます。今後も、防災活動に積極的に取り組んでいきます。 

総合防災訓練の様子 

自衛消防技術大会の様子 

・総合防災訓練 

・塩尻市自衛消防技術大会 

社会性報告 

・ 事 業 所 見 学

地域の方々、学校関係者等様々な方が事業所見学に訪れます。 

２０１2年は１００名以上の方が事業所見学に訪れました。 

事業所を少しでも知っていただけるよう、今後も事業所見学会を継続していきます。 

高校生を対象とした工場見学の様子 
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寄付の様子 

・アルミ缶リサイクル活動 

・マレットゴルフ場 

塩尻地区で働く全従業員がアルミ缶リサイクル活動に参加しています。 

アルミ缶リサイクル活動で集められたアルミ缶の売却代は全額、塩尻市 

社会福祉協議会へ寄付しています。2012年は、49,902円寄付しています。 

今後も、アルミ缶リサイクル活動を通じ地域貢献を進めていきます。 

塩尻事業所の土地の一部を地域の皆様に貸し出し、マレットゴルフ場として 

地域の皆様に活用いただいております。マレットゴルフ場の維持管理は、平 

出区マレットゴルフ協会で行っています。マレットゴルフ場には全部で35ホー 

ルあり平日でも大勢の方に利用いただいています。 

平出区マレットゴルフ協会 

会長 丸山 勇氏 

丸山氏からの一言 

平出区マレットゴルフ場は1980年に

設立し今日に至ります。現在会員数

300名を超え地元以外の方々にも口

コミで広がり月、1,000人近い方が来

場されます。今後も大勢の方に使用

してもらえれば幸いです。 

旧鉄柱撤去後の整備した遊歩道 

送電線の一部が山際に立っており、以前より景観、樹木接触回避、周辺への安全性が課題と

なっていました。今回、課題解決のため送電線の移設を計画しました。 

送電線を４本から２本にし、３０ｍの嵩上げを行いました。この結果、全ての課題を解決し地域の

方々にも満足いただけるような移設工事となりました。今後も、送電線近隣に住む皆様方の声を

聞きながら、赤松発電所の維持管理に努めていきます。 

・送電線周辺整備 

コース案内図 マレットゴルフ場コースの一部 
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・手話勉強会 

 

 手話勉強会に参加して、3ケ月経ちます。手話を全く

知らなかった私でも少しづつ手話に慣れてきました。挨

拶、日常会話を中心に覚えることはたくさんありますが、

コミュニケーション力を養うために日々勉強会に参加し

ています。今後は、手話検定に挑戦していきます。 

手話勉強会の様子 

総務部、品質保証課を中心に毎朝手

話の勉強会を実施しています。 

5月29日 毎年恒例となりました昭和電工塩尻OB会定期総会が開催されました。 

この塩尻OB会は、毎年５月に開催され、会社関係者含め約９０名が出席しました。OB会総会ではOB会

役員の改選、総務部長より事業所概況説明、懇親会の場では事業所長挨拶がありました。塩尻OB会は

現在会員数524名在籍しています。 

・ O B

大王事業所長挨拶の様子 ＯＢ会総会の様子 

 障害をもった方の雇用にも積極的に努めています。採用した後も、職場に定着し長く勤務をしていただくための取組 

 みを行っています。聴覚に障害をもった社員と周囲とのコミュニケーションを図るための手話勉強会はその一例です。 

参加者の吉田さん 

 

 平成24年4月から手話勉強会を始めました。私は耳に難

聴を持っており、事務業務でコミュニケーションに問題があ

りました。日々変化する事務業務の中で情報がスムーズに

伝わるには、声によるコミュニケーションが必要でした。そこ

で声によるコミュニケーションへ近づける方法を考え、「皆さ

んに手話を覚えて頂くこと」を提案しました。今後も手話勉

強会を通じコミュニケーション力を高めていきます。 

講師の赤羽さん 

・地域社会との関わり 

グラウンド・体育館・マレットゴルフ場は、従業員の健康づくり・レクリエーションに使われるだけでなく、昼・夜・年間

を通じて地域の皆さんや学校のクラブ活動に利用されています。また隣接するジンギスコーナーも春から秋にかけ

て大勢の方に利用していただいています。 

高校新体操部の練習風景 少年野球チームの練習風景 



・ＳＤＫ-Ｓサークル活動の取り組み 

健康づくり推進（レクリエーション） 

健康づくりの一環として年２回（ソフトボール・ソフトバレー）大会を行い日頃の運動 

不足の解消、職場内外の方々との懇親を深めています。 

昭和電工グループは２０１３年から「昭和電工グループいきいき健康づくりプラン」 

と称する健康増進活動を４分野の健康目標と施策をベースに、実施しています。 

①生活習慣病の予防 

②こころの健康づくり 

③生活習慣病の改善 

④健康診断と事後のフォローの確実な実施 

健康教育の様子 

 塩尻事業所では、地元の高校生を対象としたインターンシップの 

受入を行っています。毎年、３日間に亘り現場実習や自主保全活 

動等を行い、実際の製造現場での仕事を体験していただいています。 

 

インターンシップ受入の様子 

ソフトボール大会の様子 

（上）サークル活動報告会の様子 

（左）サークル活動発表会の様子 

 事業所全体で推進するＳＤＫ-Ｓ活動には現場 

のサークル活動が欠かせません。自職場の抱える 

課題を解決するためにサークルを作り日々活動し 

ています。また、サークル活動の発表として定期 

的にサークル活動事業所発表大会を開催してい 

ます。今後も、引き続き各部署で抱えている課題 

に取り組んでいきます。 

・インターンシップ受入 

・健康増進活動への取り組み 

15 
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場内外には、３台（製造詰所、受付、体育館）のAEDを保有し万一の時に備えております。 

体育館 

受付 

製造詰所 

・備蓄管理 

・AED設置状況 

塩尻事業所では、災害時に備え飲料水、マジックライス（非常用保存食）の備蓄をしています。 

また、事業所内には災害時に無償で中の飲料水が取り出せる「災害救援自動販売機」を２台設置しています。 

 

災害救援自動販売機 

・コンプライアンスの取り組み 

備蓄品（飲料水、マジックライス） 

社内講習会の様子 

 法令・社内ルールの理解と遵守のため、「関税法講習会」、

「下請法＆改正請負・派遣法講習会」を実施し、担当業務に関

する法令・協定・会社の規程・規則等や、正しい手続きの仕方

を確認・理解しました。また、毎年1月には企業倫理月間と称

し、全従業員がルールを理解、議論し1人ひとり何をするべき

か考える期間を設けています。 

今後も、法令を遵守することはもとより、高い倫理観をもって行

動します。 
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