
昭和電工株式会社東長原事業所 

ＣＳＲサイトレポート２０１５ 

■レポートの報告対象期間：2014年1月～2014年12月に2015年の情報を付加 
■掲載グラフデータ：集計期間は各グラフによる（※各グラフに注記） 
  

出前授業 

ハイシリカゼオライト製造プラント 

ＡＯＩ‐ＶＭパイロットプラント竣工式 

納涼祭 



 昭和電工（株）東長原事業所は、１９３２年（昭和７年）に当社創始者である森矗昶が、当事業所の 

前身である日本沃度（株）広田工場として創業を開始して以来、８０年以上に亘りこの会津若松市河 

東町東長原の地で様々な事業を展開して参りました。 

 これもひとえに地域の皆様やお客様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様のご支援、ご協力  

の賜物にほかなりません。心から御礼申し上げます。 

 さて現在、昭和電工グループでは、社会貢献企業実現に向け、ＣＳＲ（企業の社会的責任）をすべて 

の活動の根幹においた事業活動を行っています。お客様の期待に応える製品・サービスを提供すると 

ともに、国際社会に健全で持続的な発展に貢献することが、当社グループが果たすべき大きな社会的 

責任との認識に立ち、全社員がグループ行動規範に基づき、行動しております。 

 当事業所においてもこの方針に則り、地域の皆様やお客様をはじ 

めとする全てのステークホルダーの皆様に安全、安心を与え、信頼 

される事業所をめざして、様々な取り組みを行っております。本サイ 

ト版ＣＳＲレポートは、当事業所における昨年１年間の事業活動全 

般について、できるだけわかりやすく記載したものになります。 

 ぜひ、このレポートをご一読いただき、皆様から率直なご意見、 

ご要望などお寄せ頂ければ幸いです。 

トップメッセージ 

トピックス 

■ ユニオン昭和(株)会津工場完成!! 

 昭和電工グループの関係会社であるユニオン昭和(株)が
ハイシリカゼオライトの製造拠点として、東長原事業所の敷地
内に「ユニオン昭和(株)会津工場」を設立し、2014年11月
に製造プラントが完成しました。 

 関係者を含め約50名の参加のもと盛大に竣工式並びに安
全祈願祭が開催され、ユニオン昭和(株)大井代表取締役
社長（現会長）より、無事故・無災害・短期間で完成させたこ
とへの感謝と、当工場が昭和電工グループの今後の更なる
大きな発展の要であるとの挨拶がありました。 

 今後もプラントの安全運転を最優先に、万全を尽くしてまい
ります。 

■ハイシリカゼオライト：合成ゼオライトの一種。高い疎水性があり、排ガス処理や脱臭用吸着材として使用されている。 

東長原事業所長 佐々木 透 

 2008年のホスゲン漏洩事故以来停止していたＡＯＩ-ＶＭパイ
ロットプラントの運転を再開しました。 
 再開に至るまで、近隣地区の皆様を対象とした説明会や見学
会を行い、ＡＯＩやプラントについての解説をしました。設備に不
具合が発生した場合の安全対策に関する質問では、安全装置
の多重化や情報伝達システムなどの対応策を説明し、ご理解
いただくことができました。 
 安全祈願祭並びに竣工式を無事執り行った後、安全第一の
もとに試運転を重ね、順調に運転をしています。 
 

■AOI-VMパイロットプラント運転再開!! 
■ＡＯＩ：塗料・コーティング材料向け合成樹脂の原料 

ＡＯＩ-ＶＭパイロットプラントの視察 

プラント前での安全祈願祭の様子 



安全衛生 

の取り組み 
■安全衛生方針  

東長原事業所 安全衛生方針  

 昭和電工株式会社東長原事業所は、従業員、協力企業従業員、その他の関係者全ての安全と健
康確保が企業活動の基盤であるとの認識のもと、安全、健康で快適な職場を実現するため、次のと
おり安全衛生方針を定める。 

 また、この方針の実現のため、従業員、協力企業従業員、その他の関係者全ての協力を求め、事
業所の安全衛生活動を推し進めていくものとする。 

 基本方針 

 １．安全第一を徹底し、事故・災害ゼロを継続する。 

 ２．働く環境を改善・維持し、業務上疾病ゼロを継続する。 

 ３．全員参加による安全衛生活動を推進する。 

 ４．相互注意の精神を大事にし、職場の仲間を事故・災害から守る。 

 ５．従業員一人ひとりの心身の健康を大切にし、明るく活気ある職場づくりを推進する。 

■東長原事業所 従業員・協力企業の災害発生状況 

 2009年6月12日の休業災害発生以降、休業・不休災害ゼロを継続中です。従来のヒヤリハット活動、
危険予知活動、災害事例水平展開活動等に加え、2009年から事業所全体でリスクアセスメントに取り
組み、2010年3月にはOHSAS18001の認証を取得しました。今後も、事故を未然に防止する「創る安
全」活動を更に推し進め、安全文化の醸成を図っていきます。 

【用語説明】 
■ヒヤリハット活動：ヒヤリハットは、重大な災害や事故には至らないものの、そのことに直結してもおかしくない一歩手前の事例・  
            体験で、「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりする事が由来。これを事前に抽出する事で事故を未然に防ぐ活動。 
■リスクアセスメント：リスクの大きさを評価し、そのリスクが許容できるか否かを決定する全体的なプロセスの事。 
■OHSAS18001:労働安全衛生に対する取り組み姿勢を従業員と社会に示すことができるマネジメントシステム規格。 

■目標！休業災害・不休災害ゼロ！ 

■最新データ集計期間：2013年12月16日～2014年12月15日 

■優良事業場賞を受賞 

 会津労働基準協会主催による「平成25年度会津地区産業安全衛生大会」
において、当事業所は職場の安全衛生管理に努めた成績が優良であることが
認められ、優良事業場として表彰されました。その他にも、安全功労者賞や衛
生標語の優秀賞として従業員が表彰されました。これからも従業員一同、更
なる安全衛生管理に努めていきます。 

漆塗りが施された表彰状 
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労働災害発生状況 

従業員  休業 従業員  不休 協力企業  休業 協力企業  不休 



環境負荷 

削減の取り組み ■循環型社会の実現を目指して 

■環境方針 

社会・環境との調和 
 行動指針 
 １．川崎事業所および東長原事業所は、市民の一員としての自覚をもち自然と地域との共生をめざす。 
 ２．化学製品の設計から生産までの段階で廃棄物や環境負荷の削減、省資源、省エネルギー等環境保全に配慮し 
   た活動に努める。 
 ３．川崎事業所及び東長原事業所の活動が環境に及ぼす影響を認識し、継続的な改善と汚染の予防に努める。 
 ４．環境に関する法規およびその他の要求事項を順守するため、自主管理基準を設定し、環境の保全に努める。 
 ５．具体的な目的、目標を明確にして環境管理活動を推進し状況の変化を反映させるべく定期的に見直しをする。 

■ゼロ・エミッションの取り組み 
 

 

 当事業所は、循環型社会実現のために産業廃棄物の最終埋立処分量をある一定レベル以下に下げるゼ
ロ・エミッションの取り組みを行っています。産業廃棄物の有効利用等を進め、2006年以降、ゼロ・エミッショ
ン（最終埋立処分量が産廃発生量の１％以下）を継続中です。 

 

 

 アルミ缶をリサイクルすると、原料から新たに地金を製造する際と比較して、97％ものエネルギー量を削減
できます。また、回収収益金を利用して地域の福祉団体等へ寄付する事を目的としたチャリティー参加者を
増やす取り組みをしています。 

■アルミ缶回収活動の推進 
■最新データ集計期間：2014年4月～2015年3月 

■最新データ集計期間：2014年1月～12月 

回収数 
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産業廃棄物最終処分量 
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環境負荷 

削減の取り組み ■汚染物質排出の低減 

■東長原事業所の大気汚染物質排出状況 

■東長原事業所の水質汚濁物質排出状況 

■化学物質排出量削減への取り組み 

 ボイラーの燃料として、2006年末より硫黄分の少ないＡ重油に変更し、硫黄酸化物（SOx）の排出量を大 
幅に減少させることが出来ました。また、窒素酸化物及びばいじんを含め、排出濃度は法定基準を大幅に下 
回りました。 
     

 製造工程で発生する汚染度の高い廃液のほとんどは専門業者に廃棄物処理委託をしているため、河川に
放流する排水は主に工程で使用する冷却水や洗浄水、あるいは雨水となります。水質汚濁物質の排出総量
には大きな変化はありませんが、他の物質も含め末端排水口での汚濁物質濃度に関して法定基準より厳しい
自主管理値を設定して維持・管理をしています。 

【用語説明】 
■ＣＯＤ：化学的酸素要求量。水中の被酸化性物質を酸化するために必要とする酸素量を示したものである。水質   
       の指標であり、酸素消費量とも呼ばれる。この値が大きいほど水質汚濁の程度も大きい事を示す。 
■ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量。水中の有機物などの量を、その酸化分解のために微生物が必要とする酸素の 
            量で表したもの。この値が大きいほど水質は悪いと言われる。 
■Ｓ Ｓ：水中に浮遊している物質量の事を言う。その数値が大きいほど水の濁りが多い事を示す。 
■ＰＲＴＲ法：有害性が疑われる化学物質が、どこから、どのくらい、環境（大気・水域・土壌など）中へ排出されている   
        か、廃棄物などとして移動しているかを把握し、集計・公表する仕組み。  

 当事業所では化学物質排出把握管理促進法（略称：PRTR法）に基づき、調査対象物質について、大気・
水域への排出量及び産業廃棄物に含まれて事業所外に移動する量を調査・把握して、行政に報告していま
す。2014年度には、調査対象物質のうち年間１t/年以上の取り扱いがあった10物質につき排出量・移動量
を報告しました。2014年度の法定化学物質の排出量合計は1tとなり、2008年度21tに比較し大幅な削減と
なりました。 
 
 

■最新データ集計期間：2014年1月～12月 

■最新データ集計期間：2014年1月～12月 
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大気汚染物質排出状況 
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水質汚濁物質排出状況 
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防災 

の取り組み ■事故・災害に備えて 

■総合防災訓練 

 当事業所内で火災・爆発・有害物質漏洩等の緊急事態が発生した場合に備え、より大きな事故への拡大
防止、消防署・警察署・近隣への通報連絡、避難誘導、負傷者救助・応急処置等を確実に行なうため、事業
所内各企業と共同で総合防災訓練を年２回（春・秋）実施しています。例年、会津若松消防署十文字出張所
のご協力をいただいています。 

 

 

 

■応急手当推進事業所 

 当事業所には緊急時に救急車が到着するまでの間、応急の救命措置のできる従業員がいます。また、Ａ
ＥＤ（自動体外式除細動器）を場内企業と共同で設置し、応急手当推進事業所にも認定されています。
2013年より、湯野上発電所にもAEDを設置しました。総合防災訓練終了後、会津若松消防署十文字出張
所職員の方より普通救命講習を受け、心肺蘇生法とAEDの使用方法について学びました。 

       佐藤所長より訓示 

非常対策本部の訓練模様 

負傷者の搬送訓練 

ＡＥＤ使用方法についての実技 十文字出張所職員による普通救命講習 



湯野上発電所 

旭ダム ■クリーンエネルギー 

■湯野上発電所・旭ダム概要 

■水圧鉄管更新工事完了 

■発電機・水車等取替工事 

上流

戸石川よりダムへ注水

戸石川水路

本隧道 大川水路橋

観音川水路橋

観音川隧道

下流
阿賀川本線に発電水合流

　　　　発　電　所　取　水　フ　ロ　ー　位　置　図

旭ダム

観音川取水ダム

上流水位計

戸石川取水ダム

水槽

湯野上発電所

放水口沈砂池

旧発電機（２基） 

 湯野上発電所にある水圧鉄管は、
発電所建設当初より約80年使用さ 
れてきました。 
 長年の使用により鉄管内部の摩耗と
外部の劣化が進んだため、2013年よ
り更新工事に着工し、2本の鉄管の更
新が昨年秋に無事完了しました。 

更新が完了した水圧鉄管 

「水圧鉄管更新工事」に引き継き、今年は発電機と水車を更新します。 
 それに伴い、昨年末に「発電停止式並びに工事安全祈願」を行いまし
た。長い歴史に幕を降ろした発電機ですが、私たちの総力を結集し、安
全第一・無事故・無災害で工事を完遂させ、今秋には高効率の発電機
にて再稼働する予定です。今後とも、地域あっての発電所との思いで、
地域の皆様から期待され、信頼される発電所を目指してまいります。 

発電停止式の様子 

阿賀川水路橋 



地域 

との関わり ■地域との共生を目指して 

■地域交流 

●納涼祭 
 事業所内で働く方々の慰労と地域の皆様との交
流を目的に、毎年8月の第一金曜日に開催してい
ます。今年も沢山の方にご来場いただきました。 
 従業員や協力企業の方々の手作りの屋台は例
年通り大盛況。地元出身の民謡歌手を招いての 
ステージショーやミニＳＬ等の子供向けアトラクショ
ンも大好評でした。 

■公共的配慮 

●クリーンデイ 

 地域の皆様のご理解があって事業活動が継続 

できることへの感謝と、気持ちの良い環境の中で 

仕事をしたいとの思いから場内企業と常駐協力企
業各社、ＯＢの方々と共に春と秋の毎年２回、事 

業所周りの清掃活動を行っています。 

 

■人材育成 

●出前授業 
 小学校等を対象に、実験を通じて事業所への 
理解を深め、また化学に興味をもっていただくこと
を目的に2010年度より出前授業を行っています。
今回も地元河東学園小学校５年生に対し「ゲルの
生成」と「物質の三態」（写真）の実験を行いました。 
  

■地域文化 

●アルミ缶回収活動 
 当社グループを挙げて取り組んでいるアルミ缶回
収活動では、地域の福祉団体や学校からの持ち込
みも受け付けています。アルミ缶は1缶1円で買い取
り、福祉団体の事業資金として、また従業員等から
チャリティーとして集めた収益金は、地域の福祉に
役立てていただいております。昨年は社会福祉協議
会へ掃除機を２台贈呈しました。 

■本レポートに関するお問い合わせ・発行元      昭和電工株式会社 東長原事業所 総務グループ 
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