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　２０１４年版ＣＳＲサイトレポートを発行するに当たりご挨拶申し上げます。

平素は昭和電工（株）龍野事業所の事業活動に、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し

上げます。

　龍野事業所は１９７１年より関西の３工場が龍野に集約され操業を開始しました。

永年蓄積してきた広範囲な独自技術により成長分野である自動車・環境・電子材料向け

など合成樹脂製品の関西における生産拠点として、有用な製品の提供を通じて社会に貢

献すべく活動しております。

　当事業所は周囲を新幹線と山陽本線に囲まれた交通の要所にあり、また豊かな自然、

瀬戸内海につながる揖保川が流れていることから、環境負荷を積極的に低減させるシス

テムとして２００４年に「ＩＳＯ１４００１」を取得し、省エネルギー・廃棄物削減・

排水管理・環境に配慮した製品開発に取り組んでいます。

　また、一人ひとりの意識改革を目指し、２００７年にスタートしたＴＰＭ活動も昨年、

ＴＰＭ優秀賞を受賞し、地域貢献や安全衛生、環境への取り組みに対し、評価を頂くこ

とができました。２０１４年２月にはＴＰＭ活動ＰＡＲＴⅡを開始し、更なる進化に向

け、現在活動を進めているところです。

　更に安全と健康の確保が企業活動の基盤をなすものと考え、２０１４年１月に労働安

全衛生マネジメントシステム「ＯＨＳＡＳ１８００１」を取得し、継続的なリスク低減

活動を展開中です。

　今後とも社会的責任を全うし地域との共生により、持続性ある事業所にするため、

日々活動を続けてまいる所存ですので、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、ご指導を頂ければ幸いでございます。

昭和電工株式会社

龍野事業所長

前田　廣幸

事業所長ご挨拶
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　龍野事業所では、日本で最初に量産化技術の開発に成功した不飽和ポリエステル樹脂と
ビニルエステル樹脂、この樹脂をベースにしたコンパウンド（ＢＭＣ、ＳＭＣ）、接着用
として合成樹脂エマルジョン、アミノ樹脂、溶剤系樹脂（ビニロール®）、脂肪族ポリエ
ステル樹脂（生分解性樹脂ビオノーレ®）を生産しています。
　また、同敷地内には関連会社のハイパック株式会社があり、チャック付きポリエチレン
袋やチャックテープも生産しています。
　当事業所の製品の多くは中間製品ですが、最終的には身近なところで見かけるものの部
材として数多く使用されています。一例を下表に紹介します。

　　　

事業紹介

不飽和ポリエステル樹脂 ・浄化槽

・液状樹脂 第一製造課 ・人造大理石

・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

・漁船

・ﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ等

・コンパウンド 第三製造課 ・自動車

ＢＭＣ （ﾗﾝﾌﾟﾘﾌﾚｸﾀｰ等）

ＳＭＣ ・ﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾊﾟﾈﾙ

第一製造課 ・耐食用FRP（ﾀﾝｸ等）

・ﾗｲﾆﾝｸﾞ・ﾍﾙﾒｯﾄ

・ﾚｼﾞｽﾄｲﾝｷ（ﾌﾟﾘﾝﾄ基板）

第二製造課

・紙加工               　　 ・粘着

 

溶剤系樹脂 ・土木               ・遮熱塗料

（ビニロール®）  

 

脂肪族ポリエステル樹脂 第一製造課 ・農業用マルチ・ボトル

・発泡材等

ハイパック ・食品用途　　　　　　　　　　・大型製品防湿・防水用途

（関連会社） （ボイル食品用）              （工場内保管・輸出梱包用）

・チャック袋

・チャックテープ ・医療用途

（嫌気培養用）

　　　　　　　　　　　　　　　　密閉ｼｰﾙ部

製　　　品 用　　　　　　　　　途

ビニルエステル樹脂

製造部署

（生分解性樹脂ビオノーレ®）

・一般接着             　 　・住宅建材

アミノ樹脂

合成樹脂エマルジョン
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１） 環境マネジメントシステム
　環境マネジメントシステムの国際標準
規格であるISO14001を2004年に取得し、
龍野事業所環境方針に基づき、継続的改
善を行っています。
　同システムは3年ごとに更新審査があ
り、2013年に3回目の認証更新を受けて
います。

２） 環境負荷の概要（２０１３年）

環境関連の取り組み

   資源消費  環境負荷 

 重油 ２,３６８ｋℓ 
 電気 ９,１６１千ｋWh 

 ＣＯ２   １１．６ｋｔ 
 ＮＯＸ   ２８．６ｔ 

 ＳＯＸ   ５０．３ｔ 

 ＣＯＤ   ０．３２ｔ 
 全窒素  ０．１６ｔ 
 全りん   ０．００１ｔ 

 地下水   ３７３ｋｍ3 

 上水道水  ４０ｋｍ3 

 場外排出量 ７７３ｔ 

  原料、資材 

  水 

  大気 

  エネルギー   排水 

  製品 

  廃棄物 
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３） 監視機器・低減活動
　龍野事業所では周辺環境の汚染予防として、異常を早期に検知し素早い対応がとれるよ
うに監視機器を設置しています。また、環境負荷低減のための取り組みも推進しています。

◆監視機器
　　事業所の排水は、雨水等の一般排水と製造に使用した
　工場排水があります。工場排水は、事業所内で凝集沈殿
　及び微生物分解処理により有害物を処理してから排出し
　ています。排水路は24時間体制で監視しており、通常と
　異なる数値が検出された場合、直ちに水門を閉め事業所
　外へ有害物が排出されることを防いでいます。
　　大気へ放出される排ガスは、主にボイラー、焼却炉で
　燃料を燃焼させた時に出る排ガスです。最適な燃焼状態
　になるように運転管理と定期的な排ガス測定を行い、環
　境負荷物質の監視に努めています。
　　また、事業所の臭気には細心の注意を払っており、
　発生源となり得る箇所の特定と対策を推進するため、
　敷地境界付近の6箇所に臭気センサーを設置して臭気異
　常を感知できるようにしています。

◆低減活動
　廃棄物の削減
　　事業所では報告書や会議資料等で多くのコピー用紙が使用されています。また、原材料
　の包装用フィルムや袋などには多くのプラスチック製品が使用されています。
　　今まで廃棄していたこれらコピー用紙やプラスチックフィルム等を事業所内でできる限
　り再利用し、廃棄物の削減に努めています。また、最終的に発生したコピー用紙やプラス
　チックの廃棄物は、リサイクル用として地域企業に出荷し、トイレットペーパー等に再生
　され、それを当社で再利用しています。

４） 環境負荷低減に貢献する製品
◆生分解性樹脂「ビオノーレ®」
　　プラスチックのもつ使い勝手のよさと、自然環境
　の中で水と炭酸ガスに分解される環境適合性とを両
　立させた素材が、生分解性樹脂「ビオノーレ®」です。
　　ビオノーレ®はすでに、フィルム、シート、フィラ
　メント、不織布、ラミネート、発泡成形品、射出成
　形品として商品化され、着々と実績を築き上げてい
　ます。

排水路の自動開閉式水門 

臭気センサー 

農業用マルチフィルム 

リサイクル用コピー用紙 リサイクル用シュレッダーダスト 
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◆遮熱塗料 　

　　真夏の直射日光を受けた屋根の表面温度は70℃以上
　になることもあり、室温も上昇してしまいます。遮熱
　塗料を塗ると太陽光線を反射するため、屋根面の温度
　が低くなり、空調の負荷を低減することで、省エネに
　つながります。
　　また、散水にて冷却している屋外貯蔵タンクに遮熱
　塗料を施工すれば、内部の液温上昇が緩和され、散水
　が不要になることもあります。
　　当社の遮熱塗料は、耐汚染性に優れ、遮熱効果の持
　続性が高いことが特長の製品です。

（実証例）
　・屋根に施工

◆水系ライニング材
　　上下水道処理施設の老朽化対策として、設備の更新ではなく、改修を行うケースが増え
　ています。改修用材料は有機溶剤や有害物を含んでおり、工事作業者への毒性が懸念され
　ていることから、有機溶剤や有害物を使用しない優れた水系材料を開発しました。人だけ
　でなく、環境にも優しいこの製品は日本全国の上下水道処理施設に使われ始めています。

◆バッテリー用接着剤
　　最近流行りの電動アシスト自転車や電動バイク、電気自動車のバッテリー用接着剤を開
　発中です。従来は人体や環境に有害な有機溶剤を用いた接着剤が主流でしたが、「人や環
　境に優しい製品を創りたい」という信念のもと、有機溶剤を使わない水系の接着剤を開発
　することができました。現在、ユーザーと実用化に向け、検討を進めています。

屋根表面温度   ：約15℃低下

屋根裏空間温度：約16℃低下

空 調 電 力      ：約33%省エネ

屋根表面温度 

赤外線  

 

遮熱塗料 

特殊顔料使用 
赤外線を反射し発熱を抑える 

この資料に記載されたデータや事項は弊社での実験値や調査に基

づくものです。 

従って、作業現場の結果を確実に保証するものではありません。 

70.0    

65.0    

60.0  
  

55.0  
  

50.0    

45.0    

40.0    

35.0    

30.0  
  

 施工面：実験棟 

温度/℃ 

未施工面：作業棟 

58.0℃ 

43.0℃ 

ライニングとは？ 

 コンクリートを腐食などから守るために被覆すること。この被覆材のことをライニング材と呼びます。 

電動アシスト自転車 

電気自動車 
車載用バッテリー 
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５） 環境負荷データ
◆水質関係（2013年1月～12月）
　　CODとは「化学的酸素要求量」のこと
　であり、水中の有機物を化学的に分解し
　た際に消費される酸素の量で表され、数
　字が高いほど有機物が多く、汚濁が進ん
　でいることを示します。
　　窒素、りんは、植物性プランクトンの
　栄養源であり、赤潮の原因物質とされて
　います。
　　いずれの項目も排水中の濃度を連続測
　定にて管理しており、総量規制値も遵守
　しています。

◆大気関係（2013年1月～12月）
　　ばいじんは燃焼の際に発生・飛散する
　微細な物質です。
　　SOXとは硫黄酸化物のことで、燃料中
　の硫黄分が発生源となります。
　　NOXとは窒素酸化物のことで、光化学
　オキシダントの原因物質とも言われ、
　燃料の燃焼などにより発生します。
　　いずれも呼吸器系への健康被害を起こ
　す可能性がある物質で、排ガス中の濃度
　に対する規制がありますが、適切な燃焼
　状態の管理を行うことで規制値を遵守し
　ています。
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◆地球温暖化対策（2013年4月～2014年3月）
　　燃料の燃焼など、エネルギーを生み
　出す時に、地球温暖化の原因とされる
　二酸化炭素（CO2）が排出されます。
　　工場の稼働率が上がり、生産が増え
　ればエネルギー使用量が増え、CO2排
　出量も増えてしまいます。
　　しかし、龍野事業所では、製造工程
　の短縮、蒸気トラップの交換、屋根等
　への遮熱塗装による電力量削減、エア
　コンの温度設定の変更等による省エネ
　ルギー活動を通じてCO2低減を図り、
　抑制目標値をクリアしています。

◆産業廃棄物削減（2013年4月～2014年3月）
　　事業所では、廃棄物を減らす
　ために使えるものは捨てずに再
　利用する、ペーパー類はリサイ
　クルするなどの努力をしていま
　す。また、事業所内の焼却炉で
　焼却処理できるものは処理して
　減量化を行っています。
　　事業所内で処理できない廃棄
　物については、外部へ処理を委
　託していますが、最終埋め立て
　処分する廃棄物の量を発生量の
　１％以下にすることを目標とし
　て低減活動に取り組んでいます。 0.0%
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産業廃棄物 発生量と埋立処分量 

発生量 埋立処分量 埋立処分率 

目標 
1%以下 

  2014年1月に新規設備を備えたプラネタ工場が完成し、竣工式を執り行いました。 
 本プラントは、主に上下水道施設のライニング材料を製造する予定で、年間720トン 
 の生産能力を有しています。また、当事業所で生産するこのライニング材料は水系 
 であり、環境負荷の少ない製品として大手企業に採用されています。 
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１） 消防訓練
　龍野事業所では、万一の災害に備えて消防訓練と防災訓練を
毎年計画・実施しています。
　２０１４年もたつの消防署との合同訓練を開催し、初期消火
訓練・負傷者搬出訓練・公設消防との情報伝達訓練等を実施し
ました。
　今後も災害のない事業所、万一の際は適切に対応できる事業
所を目指して、地域社会と一体となって取り組み及び改善を行
っていきたいと思います。

２） 平成２６年度 消防庁長官表彰を受賞！！
　２０１４年６月の危険物安全大会にて平成２６年度優良危険
物関係事業所として、「消防庁長官表彰」を受賞しました。表
彰式には当事業所から前田事業所長と防火管理者の山中工務技
術GLが参加しました。
　今回の受賞で気を緩めることなく、今後も危険物施設の維持
･管理に努め、安全安定操業を継続していきます。
※写真左より、山中GL(工務技術)、前田事業所長

３） 自衛消防競技会で３位入賞！
　２０１３年１０月にたつの市防火協会主催の第８回自衛消防
競技会が開催され、屋内消火栓の部に事業所から４名が出場し
ました。
　活動中のスムーズな動作と大きな声、そして適切な指差呼称
が評価され、結果は３位入賞となりました。
※写真左より、内海さん(製造)、倉田さん(開発)、奥村さん(品証)

４） 安全衛生の諸活動
　ヒヤリハットや危険予知活動を中心とした安全諸活動を展開して、２００３年以降休業災
害ゼロを継続しています。また、過去の災害事例や他事業所の災害･事故の横展開を行い、
類似災害の防止や一人ひとりの安全意識向上を図っています。
　しかし、微傷災害は毎年数件発生しており、この状況を改善するため、労働安全衛生マネ
ジメントシステム「OHSAS18001」を２０１４年１月に認証取得しました。現在は災害･事
故撲滅を目指し、継続的なリスク低減活動を事業所全員で実施しています。

５） 安全体感教育
　２０１４年５月に事業所構内にて「安全体感教育」を開催しました。この教育には協力企
業の方も含め、所内の半分以上が参加しました。
　教育内容は４つの危険体感（高所作業、玉掛け作業、電気取扱作業、回転体作業）を実施
し、それぞれの項目で普段行っている作業や設備の危険性を再認識するというものです。新
たな発見も数多くあり、この教育内容を活かした活動を各職場で展開中です。
　今後もこのような五感に訴えかける教育を継続して行い、より安全で働きやすい事業所と
なるよう取り組んでいきます。

保安防災・安全衛生活動

安全帯によるぶら下がり体験 落下する人形を安全ネットで救助 回転ロールと綱引き 

負傷者搬出と合同本部の様子 

表彰式後の記念撮影 

競技活動中の３名 
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１） 家族見学会
　２０１４年３月に従業員のご家族向けの工場見学会を開催し
ました。本見学会は、実際に働いている仕事場を家族が見る機
会として、一昨年より開催しています。
　龍野事業所の製品を知ってもらうための実習を行ったり工場
でどうやって製品を作っているのか見学をしてもらいました。
今年の参加者は小学生の子供たちが多く、全員が親の仕事内容
や大きな設備・機械に釘付けでした。
　今後も龍野事業所をより身近に感じてもらう機会として、家
族見学会を継続していきます。

２） 事業所見学会
　２０１４年２月に龍野商工会議所主催の「龍野産業･文化ツ
ーリズム周遊ツアー」ご一行２８名をお招きし、事業所見学会
を開催しました。
　今回は「地域環境改善に取り組む」というテーマで選定して
頂いたこともあり、事業所で製造している生分解性樹脂ビオノ
ーレ®を用いた農業用フィルムや盛夏に冷房の電力削減に貢献
する遮熱塗料などを紹介させて頂きました。
　今後も地域の方々へ事業活動を知って頂く機会として、事業
所見学会を継続していきます。

３） トライやるウィーク
　２０１３年１１月、龍野西中の２年生４名に各職場の就業体
験をして頂きました。龍野事業所では地域活動の一環として毎
年数名の生徒さんを受け入れています。
　一週間の体験の中で「仕事」の楽しさや大変さを皆さん感じ
られたようです。
　今後も地域の将来を担う中学生の体験･成長する場の提供を
行っていきます。

４） アルミ缶リサイクル
　当社グループではビールやジュースのアルミ缶を製造してい
ます。そのアルミ缶を回収･リサイクルすることで、限りある
資源と製造時のエネルギーを節約できます。そのため当社グル
ープを挙げてアルミ缶回収活動に取組んでいます。
　龍野事業所でもアルミ缶回収BOXを事業所の中に設けて、全
員参加で取り組んでいます。アルミ缶回収にて得られる収益は、
社会貢献活動として地域の福祉団体への寄付を予定しています。

５） 事業所周辺一斉清掃
　毎年田植え前の時期に、事業所内だけでなく事業所周辺の用
水路の掃除と草刈り清掃を従業員全員で実施しています。今年
は雨模様の中での作業となりましたが、予定通り事業所内外を
きれいにすることができました。
　今後も清掃活動を継続し、地域の方々と良い関係が築けるよ
う努めていきます。

地域社会とのコミュニケーション

家族見学会参加者の皆さん 

事業所紹介の様子 

事業所内のアルミ缶回収BOX 

就業体験の様子 

用水路清掃の様子 
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≪本レポートに関するお問い合わせ先・発行元≫
　　昭和電工株式会社　龍野事業所　総務グループ
　　〒679-4155
　　　兵庫県たつの市揖保町揖保中251-1
　　　　　Ｔｅｌ　：　0791-67-1111
　　　　　Fax　：　0791-67-0655

　　　［表紙写真　龍野事業所の空中写真]
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