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２０１５年１０月 

 横浜事業所長 高橋行彦 

 当社は経営理念のもと、「社会貢献企業」の実現を目指しています。そのため
に、年初に経営方針並びにレスポンシブル・ケア※（ＲＣ）活動方針を定めて一年
間実行し、その結果を年末に評価、次年度の計画に反映することで、継続的改善を
図ってまいりました。 
 

 当事業所においても事業活動によって生じる環境負荷を持続的に低減させるシス 
テムを構築し、２００２年にＩＳＯ １４００１の認証を受けています。当事業所の
環境活動は、目標を定めて活動しており、その成果は着実に環境負荷低減につな
がっています。 
 

 大気や水質などの環境問題については、２００６年３月に横浜市と環境保全協定
を締結し、法の規制値よりも厳しい自主基準値を設定し、その値を守るべく２４時
間連続監視することで、横浜の空や海の環境保全に努めています。 
 
 これからも、事業活動は地球環境に
負荷を与えるという認識のもと、省エ
ネルギー、廃棄物削減、リサイクル推
進等に取り組んでまいります。今後も
引き続き環境に配慮した事業活動を進
めてまいりますので、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。 

品質マネジメントシステム 

ＩＳＯ ９００１認証 

環境マネジメントシステム 

ＩＳＯ １４００１認証 
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※ レスポンシブル・ケアとは：製品のすべてのライフサイクルにおいて、健康・安全・環境に配慮す
ることを経営方針のもとで公約し、自主的に環境安全対策の実行、改善をはかっていくこと。 

事業所長メッセージ 



横浜事業所の概要 

水酸化アルミニウム・アルミナ 

  製造フロー 

製品
サイロ

苛性ソーダ

ボーキサイト

①混合粉砕②溶解③赤泥分離

⑥白泥分離

⑦ろ過 ⑧焼成

水酸化アルミニウム製品

アルミナ製品
アルミナ製品

④冷却⑤析出

２ＮａＡｌＯ２ ＋ ４Ｈ２０　　　　　　Ａｌ２Ｏ３・３Ｈ２Ｏ ＋ ２ＮａＯＨ

Ａｌ２Ｏ３・３Ｈ２Ｏ　　　　　Ａｌ２Ｏ３ ＋ 3H2O
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ボーキサイト鉱石を原料とする製造工程で発生する廃棄物（赤

泥）の海洋投入処分ができなくなるため、2014年9月に主要設

備を停止し、新たにインドネシアに建設したプラントからの生

産供給に移行しています。 

赤枠内が生産を停止し、インドネシアに移行した工程 

難燃材 

プリント基板 

半導体封止材 

水酸化アルミニウム用途 

ハニカム 

セラミックス 

１９３３(昭和８)年 

 日本アルミナ工業所設立 

 明礬（みょうばん）石を原料としてアルミナ 

 生産開始 

１９３８(昭和１３)年 

 原料をボーキサイトに全面転換 

１９７１(昭和４６)年 

 アルミナ６２万トン設備完成 

１９８５(昭和６０)年 

 電解用アルミナ生産停止 

 （以降全量ケミカルアルミナに転換） 

２００２(平成１４)年 

 ＩＳＯ ９００１・１４００１認証取得 

２０１０(平成２２)年 

 インドネシア工場移転計画プロジェクト始動 

２０１３(平成２５)年 

 ＴＰＭ優秀継続賞受賞 

２０１４（平成２６）年９月３０日 

 主要設備停止 

２０１５（平成２７）年 

 インドネシア工場からの供給開始 

■敷地面積 約１８４，０００㎡ 

■従業員数 １０２名 

      （２０１５年９月１５日現在） 

カーペット 

壁紙 

アルミナ用途 

多くの車載基板にも使われて
います。 

人工大理石 

碍子 

電線被覆材 



トピックス 

インドネシア 

プラント稼働 

インドネシアのカリマンタン島にあるタヤン地区に建設した

プラントが稼働し、製品の供給を開始しました。 
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赤道 

タヤン（現地） 

横浜事業所のシンボルであった80mの煙突が移動式足場による

工法で撤去されました。 
 

    

インドネシアのプラントより

輸送船で事業所の岸壁に製品

が運ばれてきます。 
 

    

シンボルの煙突撤去 

横浜港 
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温室効果ガス排出量の推移 

（エネルギー起源Ｃ０2） 

横浜事業所ＲＣ活動 

当事業所の温室効果ガス排出量は、昨年の主要設

備の停止に伴い、大幅に減少しました。 

本年も、使用電力制限や節電等を含め、さらなる

ＣＯ２削減に努力してまいります。 

温室効果ガス削減 
      の取り組み 
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アルミ缶回収量 

廃棄物削減・リサイクル 
          の取り組み 

アルミ缶回収 

産業廃棄物削減 

主要設備停止後、一時的に埋立量が増加しましたが、ゼロエミッションを継続中です。 

    ゼロエミッションは、埋立率(埋立量/総発生量)≦１％で達成としています。 
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産業廃棄物外部埋立量及び埋立率 
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横浜事業所ＲＣ活動 

環境負荷低減 
   の取り組み 

大気 
昨年９月の主要設備の停止に伴い、
NOX、ばいじん排出量は大幅に削減
されました。 

水質 
事業所から公共用水域に排出するす
べての水は、横浜市の規制値よりも
さらに厳しい自主基準値を設定して
管理しています。 
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横浜事業所ＲＣ活動 

労働災害ゼロ 
に向けた取り組み 

労働災害発生状況 

２００３年に発生した不休災害（転倒）以降
は、無災害を継続しています。 

日常の安全活動として、作業前の危険予知活動
を必須としています。 

また、労働安全衛生マネジメントシステムを独
自に運用し、安全衛生リスクアセスメントにて
不安全箇所や不安全作業について、その危険度
を評価し、対策の優先順位を決めて実施してい
ます。 

教育 

安全の基本となる、作業者の危険に対
する感性の向上や基本ルール遵守の徹
底を目的として、実際の作業をビデオ
に撮り、危険点を抽出するなどの安全
活動を実施しています。 

職場では毎朝、安全朝会を実施して、
その日の作業における危険点を考慮し
た作業方法を全員で決めています。 

事業所及び職場単位で、毎月、安全・
衛生に関する問題点や基本ルールの遵
守状況などについて話し合い、改善を
進めています。 

また、協力企業と一体となった安全教
育を積極的に実施しています。 
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無災害継続中 

ビデオを活用した 

安全活動 

協力企業との合同による 

工事安全大会 



横浜事業所ＲＣ活動 

保安防災 
に向けた取り組み 

自衛消防隊は、定期的に、油火災や油が洩れたこと
を想定した訓練等を実施しています。消防設備の点
検と合わせて、いつでも効果的な初期消火ができる
ようにしています。 

事業所全体の訓練では、訓練の目的や内容を毎
回変えながら、年に１回実施しています。 
 

自衛消防隊訓練 

防災訓練 
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横浜市神奈川区 

消火技術訓練会に参加 



健康の維持増進に向けて、 

さまざまな取り組みを 

行っています。 

特定保健指導対象者のうち、希望
者が参加しました。 

外部機関に管理栄養士の派遣を依
頼し、対象者が自ら目標を決め、
減量に励むことができました。 

また、今後ストレスチェックにつ
いても対応していきます。 

横浜事業所ＲＣ活動 

健康増進 
への取り組み 

特定保健指導 

健康増進を目的とした 

ハイキング等の実施 

メンタルヘルス講習会 

メンタルヘルス講習会では、ストレス
への対処法や、うつ病などについて、
外部講師を招いて学んでいます。 

従業員とその家族を対象にハイキングなど
を開催しています。 
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衛生関係 

毎年、全国労働衛生週間に防じんマスク
の正しい使い方について、外部講師を招
いて講習会を実施してます。 



横浜事業所ＲＣ活動 

地域社会とのコミュニケーション 

クリーン活動 

近隣区域のゴミ拾いを２か月に１回、定期的に実
施しています。 

目に見える活動を継続することで、環境美化に対
する感度の向上を目指すとともに、地域イベント
などにも積極的に参加しています。 

昭和電工株式会社 横浜事業所 ２０１５年 ＣＳＲサイトレポート 

  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 横浜事業所 環境安全グループ 

   〒221-8517 横浜市神奈川区恵比須町８番地 

   TEL 045-453-5111 FAX 045-453-5004 10 

アルミ缶リサイクル活動 
環境問題を私たち自身の問題ととらえ、
身近なところでの活動を通して社会的責
任を果たすため、横浜地区で働く全従業
員参加によるアルミ缶リサイクル活動を
行っています。 

また、利益の一部は神奈川新聞社歳末助
け合い運動に寄付するとともに、特に高
いリサイクル実績を挙げた従業員および
協力企業を毎年表彰しています。 

従業員向け花火観賞会 

今年初めて、従業員と協力企業の方に岸
壁を開放し、横浜みなとみらいで行われ
た花火大会の観賞会を開催しました。 


