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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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横浜工場

高橋 行彦
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8
189,000m2

80名（男64名、女16名）

工 場 長
所 在 地
敷 地 面 積
従 業 員 数

：
：
：
：

富山工場

小口 孝浩
富山県富山市西宮町3-1
２１０,０００m2

93名（男８４名、女９名）

工 場 長
所 在 地
敷 地 面 積
従 業 員 数

：
：
：
：

本社 兼 塩尻工場

会社概要

大王 宏
長野県塩尻市大字宗賀１
３００,０００m2

171名（男135名、女３６名）

1985年11月
460百万円
344名（2015年12月31日現在）
本社（塩尻工場）、富山工場、横浜工場
研削材、耐火材、超高圧製品、成形体製品、フィラー材、
酸化チタン、光触媒等の製造、販売

社長兼工場長
所 在 地
敷 地 面 積
従 業 員 数

設 　 立
資 本 金
従 業 員
拠 点
事 業 内 容

：
：
：
：

：
：
：
：
：

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。

CSRレポートの報告対象範囲
昭和電工セラミックス（株）塩尻工場・富山工場・横浜工場としています。
2015年1月～2015年12月に2016年の情報を付け加えています。

昭和電工セラミックス株式会社（昭和電工株式会社の100％子会社）

市川 秀夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
1939年6月
約140,564百万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連結　10,561名　単独　3,690名（2015年12月31日現在）　　　　　　　　　　　　　
東京都港区芝大門１-１３-９
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

社 　 長
設 　 立
資 本 金
従 業 員
本社所在地
主 要 製 品

：
：
：
：
：
：

昭和電工株式会社　
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代表取締役社長 兼 塩尻工場長

大王 宏

本社・塩尻工場長野県

昭和電工セラミックス株式会社『ＣＳＲレポート２０１６』を発行するに当たり、一言
ご挨拶申し上げます。
当社は、豊かな自然環境との相応が求められる地に国内３拠点を構え、セラミッ
クス事業の幅広い展開を図っております。
昨年１０月より当社に加わった横浜工場は、ご存知の通り東京湾を含む自然環境
と機能性に優れたビジネス空間が共存する環境未来都市にあります。本年の工場
目標の第一番目には、いずれも「安全・安定操業」の項目を掲げ、災害・事故ゼロ
の達成、環境保全活動に取り組んでおります。地域の皆様方をはじめ全てのス
テークホルダーの方々にご安心いただくことが、当社の事業活動へのご理解と
ご支援をいただけることに繋がると信じているからです。
本レポートは、皆様方と私どもを結び、コミュニケーションを深めていただくことを
目的に今年も作成いたしました。ご興味を持っていただけたら、更に工場見学へ
も足をお運びいただく等、皆様との交流が深まるきっかけになればと願っており
ます。是非とも沢山の方にお読みいただき、忌憚の無いご意見やご指導を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

塩尻工場内には溶融炉が８基あります。工

場の中心部とも言われる溶融炉では昼夜

問わず作業が進められています。

溶融炉

1951年１月より稼働している歴史ある

発電所。塩尻工場で使用する電力の一部

をまかなっています。

赤松発電所

工場を守る最後の砦。濁度計、pＨ計を

設置し２４時間体制で水質を監視して

います。異常が起こるとブザーにて知ら

せてくれて、自動的に遮断して予備槽へ

流れ込みます。

最終沈殿池

1949年に建てられた建物。昔の面影を

残しながらも現在も使用しています。

中はまるで小学校にタイムスリップした

かのような作りで懐かしさを感じる方も

多いです。

北事務所

工場に欠かせない地下水。工場内には

３ヶ所の深井戸、６ヶ所の水槽があり場内

の色々な場所に供給しています。水槽に

はカモが時折姿を見せ羽を休めている姿

がよく見かけられます。

第8深井戸
1 2 3 4 5

1911年　諏訪電気工業（株）として創業

1933年　炭化ケイ素（C・GC）製造開始

1938年　溶融アルミナ（WA）製造開始

1950年　赤松発電所竣工

1978年　立方晶窒化ホウ素（SBN）製造開始

1998年　ＩＳＯ14001認証取得

塩尻工場 沿革

1999年　ＩＳＯ9001認証取得

2003年　中国連雲港昭菱磨料有限公司を設立

2006年　ＴＰＭ優秀賞第１類受賞

2010年　第1種無災害250万時間記録証取得

2010年　OHSAS18001認証取得

2014年　昭和電工セラミックス㈱設立
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長年培ってきた技術で、幅広い分野に製品を提供。

塩尻工場では、鉄鋼関連、自動車、機械加工関連、エレクトロ
ニクス関連など幅広い産業分野に製品を提供しています。
長年培っ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、砥石・研磨布紙等に使われる研磨材、研削材、耐

火材や独自の超高圧・高温技術を用いて、切削加工や機械
加工などに使われる超高圧製品、成形体製品や放熱用途に
使われるフィラー材製品を製造しています。

鉄鋼関連分野

用途：研削材・耐火材

砥石 レンガ

エレクトロニクス関連分野

用途：フィラー材

スマートフォン

生活関連分野

用途：成形体製品

メカニカルシール

自動車・機械加工関連分野

用途：超高圧製品

切削工具

用途 超高圧製品



富山工場長

小口 孝浩

富山工場富山県

富山工場は、1933年アルミニウムの国産化要請に基づき、富山の東岩瀬港尻に
日満アルミニウム（株）が産声をあげて以来、本年６月を以って創立８３周年を迎え
ました。
現在は、超高純度酸化チタンや球状アルミナ、光触媒材料、ガラス用研磨材など
セラミックス材料を中心とした事業構造に変化しています。
2016年の工場目標は、『安全で美しい工場にする』を掲げ、『災害・事故ゼロ必
達！』『環境に配慮した設備』を目標に我々の事業活動が長く信頼され続けられる
工場を目指しております。
富山のこれまでの足跡を顧みて、今日ある所以を認識し、未来の発展に向かって
従業員一同邁進することが、ご支援いただいた方々への恩に報いることと確信
しております。
関係各位の当社に対するご理解を更に深めていただき、今後とも
ご指導賜りますよう心よりお願い申し上げます。

まいしん

かえり ゆえん
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1933年　　日満アルミニウム㈱創立

1935年　　アルミニウム生産開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1983年　　溶融シリカ生産開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

1983年　　スポンジチタン生産開始　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

1987年　　球状アルミナ生産開始

1988年　　高純度酸化チタン生産開始

富山工場 沿革

2000年　　光触媒製品生産開始

2002年　　ISO9001認証取得

2003年　　ISO14001認証取得

2006年　　ガラス用研磨材製造受託開始

2011年　　OHSAS18001認証取得

2014年　　昭和電工セラミックス㈱設立

製品粒子径の異なる5系列のライン。24

時間体制で休みなく運転を行っていま

す。製造工程はPCモニター上で遠隔操作

しており、ナノサイズの粉体を扱うため厳

重な管理のもとに生産されています。

酸化チタン製造工場

酸化チタンの製造工程で排出されるガス

は、製造設備別に5系列の処理設備に送

られ24時間中央制御室でのモニター管

理のもと、無害化処理され大気へと放出

されています。

排ガス処理設備

設備の老朽化による能力不足を解消するた

め2014年6月より新設備を稼働しました。

製造工程で発生する廃液の全ては、一旦排

水処理設備に集められ中和・沈殿処理を経

て無害化され公共用水へと排出されます。

排水処理設備

各工程で使用された排水は、敷地北側と南側に位置

する第二・第三浄水場を経由して公共用水へ排出さ

れます。pH・SS・BODを常時監視し水質の管理・維持

に努めています。第三浄水場は、小学校のプール程

の大きさがあり水鳥の憩いの場にもなっています。

浄水場

日本海側最大級、高さ40ｍの精留塔を有

する空気分離設備です。（受託生産設備）

夜間電力を活用し効率良く稼働していま

す。

ASP製造設備
1 2 3 4 5

1

6

2

4

5

3

原料をLPGバナー熱源による2基の溶融

炉に投入し製品の乾燥・篩・袋詰めまで

一貫した昼夜連続運転を行っています。

お客様のご要望に応じ多品種多様なロット

に対応した生産を行っています。

球状アルミナ製造工場
6

富山工場の主な製品は、高純度酸化チタン、球状アルミナならび
光触媒用途に用いられる光触媒用超微粒子酸化チタンです。いず
れも比表面積が大きく、μ（ミクロン）～n（ナノ）レベルの極めて
細かい見た目は白色の粒子です。高純度酸化チタンは携帯電話、
PC、ゲーム機や薄型テレビ等に使われる積層セラミックコンデン
サーの原料として使われ、球状アルミナも同様にIT産業には欠かせ

ない原料で集積度の高いチップから発生する熱を拡散させる放熱
用フィラー材等、様々な機器に使用されています。また、酸化チタン
の光触媒（活性）はVOC(揮発性有機化合物）分解・消臭、抗菌・
抗ウィルス、防汚・防曇などの優れた特性を活かし様々な用途での
製品開発が進められており｢地球環境の改善｣｢生活環境の向上｣に
向けた多様な分野での応用が試みられています。

スマホ・PCなどの身近な最先端機器に、
『環境』を考えることから携わる。



横浜工場長

高橋 行彦

横浜工場神奈川県

横浜工場は、2015年10月に昭和電工セラミックスの仲間入りをいたしました。
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。一方、80余年続いたボーキサイト原料からのアルミナ
生産に2014年9月終止符を打ち、産業廃棄物であったBR(ボーキサイト残渣)の
海洋投入中止、大型焼成炉停止に伴う原燃料の大幅削減など、環境負荷低減に
大きく貢献しました。現在は放熱や難燃用途のフィラー材を中心に開発・
製造を行い、エレクトロニクス、自動車産業などを中心に低環境負荷社会を目指す
お客様のニーズにこたえた製品の提供をさせていただいております。
ひきつづき、災害・事故・コンプライアンス違反ゼロの必達、省エネルギー、リサイ
クル推進、廃棄物削減による環境負荷低減、お客様の満足度の向上に取り組む
ことで、信頼され続ける工場を目指していきます。

横浜工場長

高橋 行彦
クル推進、廃棄物削減による環境負荷低減、お客様の満足度の向上に取り組む
ことで、信頼され続ける工場を目指していきます。
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横浜工場は、お客様のニーズに最大限こたえるべく製品の粒径、表面
処理、反応性を制御する加工ラインで、水酸化アルミニウム、アルミナ
製品を製造しています。これらの製品は、難燃材としてカーペットや壁
紙に、人工大理石の充填材としてキッチンカウンターやバスタブなど
身近な暮らしの分野で使用されています。また、産業面では機械的特
性、耐浸食性などに優れた素材特性をいかして、プリント基板や碍子
または各種セラミックス製品など幅広い用途に使用されています。

がいし

優れた特性をもつ素材で、
身近な暮らしや産業に貢献。

工場に降った雨水は、雨水処理設備で浄水

化して排水溝に放流します。

排水溝では、このように処理された浄水を

各種測定器で、常時監視しています。

排水溝（第一工場）

蒸気を発生させて、各工程の熱源として

使用しています。都市ガスを使用するこ

とで、CO2と窒素酸化物の発生を抑制し、

酸性雨の原因となる硫黄酸化物を発生し

ない環境にやさしい設備です。

パッケージボイラー

直径約３メートルのドラム式粉砕機に原

料を入れてアルミナボールで粉砕をしま

す。７台のボールミルが稼働している姿は

壮観です。

ボールミル

電子材料用充填材製造工程では、丸み状

アルミナ（AS）を製造します。焼成・解砕・

純化等、様々な工程を経ることで、充填材

として優れた機能を発揮します。 

AS工程

横浜の観光名所である、みなとみらいと

横浜ベイブリッジが望めるバースです。全長

約270mのバースには外国から原料や製

品を運んできた大型船が着岸をします。

バース
1 2 3 4 5

１９３３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年  原料をボーキサイトに全面転換

１９７１年  アルミナ６２万トン設備完成

１９８５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年  ＩＳＯ９００１・１４００１認証取得

横浜工場 沿革

２０１０年  インドネシア工場 移転計画プロジェクト始動

２０１３年  ＴＰＭ優秀継続賞受賞

２０１４年  ９月３０日 主要設備停止

２０１５年  インドネシア工場からの供給開始

２０１６年  １０月１６日 昭和電工セラミックス株式会社 横浜工場設立
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3工場トップ座談会特
集

大王 宏
代表取締役社長・塩尻工場長

顧客志向で
「セラミックスのことなら何でもやる」

専門性のある会社へ

小口 孝浩
富山工場長

目指す方向の明確化と
熱意で必ず成果は出る

高橋 行彦
横浜工場長

3工場でお互いを知り、話をして
解決策や成功事例を探してほしい

Profile ［ 大王 宏 ］
出身：鹿児島県
休みの日の過ごし方：
買い出しから始まり、
普段できない
手の込んだ料理をつくります。

Profile ［ 小口 孝浩 ］
出身：長野県
休みの日の過ごし方：
週末は野球の応援に出かけます。
好きなプロ野球チームは、巨人。
バイクに最近また乗り始めました。

Profile ［ 高橋 行彦 ］
出身：大阪府
休みの日の過ごし方：
最近はもっぱら飼っている犬と
たわむれています。犬種はコーギー。
散歩にも行きます。

昨年１０月に横浜工場が加わり３工場

（塩尻、富山、横浜）として新生昭和電工

セラミックス（以下：SDC）がスタートし

ました。

今まで以上に“連携”によるシナジー効果

（相乗効果）を発揮し、組織力を高めてい

くためには何をしなければいけないの

か、そして期待することとは――

各工場のトップが「SDCの連携」をテーマ

に語り合いました。

それぞれの強み・特色を
生かして
Q：まずは、就任されて数か月経過しまし

たが、どのようなことがそれぞれの工場の

強み・特色だと感じていらっしゃいますか？

高橋：お互いの関係に関わらず、割とみん

な意見を出すよね。会議でも現場でも、日

常会話でも。工場長にも気軽に声をかけ

るし、「風通しがいい」。問題が起こったら、

すぐ報告が上がってくるし。でも、逆に

言い合いで終わっちゃう、とも言われる。

小口：「強み・特色」で言うと、富山の県民

性の真面目、っていうことかな。みんな

仕事はコツコツやるし、粘り強く努力し

ますね。

大王：工場としては、色々な製品があるっ

ていうこと。仮に何かの販売が振るわなく

ても、ほかの製品でカバーできて助け合

うことができる。そのせいなのか分からな

いけど、応援とか助け合いの文化が、自然

に生まれているのかもね。

「職人」的な深さから
技術の幅のある人材へ
高橋：横浜だけじゃないけど、昔は職人気

質の人が多くて、それぞれに深いこだわ

りがありましたよね。今は変わってきて、

深みがなくなってしまったのかもしれな

いけど。

　だから昔は、それぞれの工場間の垣根

が高かった、とも言える。仲間というより

は、ライバルで。でも、今はそれもなくなっ

てきて…。

大王：職人的な深さの時代から、今は「広

く浅く」という感じになってきたかもしれ

ないけど、悪いことではなく、スタイルの

違いで、今は技術の幅のある人がたくさ

んいて、動きやすくなっているかもしれな

い。だから、部署が違ってもお互い助け合

うようにしていきたいよね。

顧客志向性と
工場のショールーム化
Q：大王社長は、目指す工場のイメージと

して“ショールーム”を掲げられています

が、それはどのようなものでしょうか？

大王：“ショールーム”というのは、つまり

は顧客志向性で、技術的なこと以外にも、

工場に来ていただく人に気持ちよく見て

いただきたい、気持ちよく帰っていただき

たいということも含まれる。

　例えばデパートなどでは、いかに丁寧

にあいさつしてくれるか、応対してくれる

かということが、そのデパートの評価に直

結するけど、工場も同じ。ここの工場に

行ったら、すごく気配りのきいた丁寧な対

応をしてくれた、ということは、すごく価値

があって、営業担当がする営業活動と同

じくらいの価値があると思う。

　それは、ちょっと片づけをするなど、

ちょっと気を付ければ我々ができること

なので、しっかりやらないといけない。

小口：富山でも年初から徹底的に取り組

んでいて、お客様以外の取引業者の方に

も積極的にあいさつしたり、丁寧に対応

するということを工場全体でやり始めて

います。

大王：従業員一人ひとりが工場の代表の

ようなものなので、どこにいても、きちん

さらなる連携が生み出す新生“昭和電工セラミックス”のチカラ

とあいさつができるというのは基本に

したいね。

高橋：ほかの工場の人から「横浜の工場

の人はみんな元気ですね」とか「あいさつ

ができてますね」と言われる機会があっ

て、きちんとあいさつができるようにやっ

てきて良かったなと、ものすごくうれし

かったですね。

小口：少し前に、顧客志向性という観点か

ら、お客様のもてなし方を学ぶ「マナー教

育」というのをやったんですが、いざ実践

しようとすると、できないことがあるんで

すよね。教わったことを実際自分で練習し

てみないと、できない。あいさつも同じ

で、実際声を出す練習をしないと出ない

のかもしれません。

大王：これから、率先してあいさつしてい

る人を“あいさつマスター”というようにし

て、お手本にしてもいいかもしれないね。

3工場の連携による
シナジー効果
Q：それでは、本日の本題である連携に

ついてお話を伺いたいと思います。今ま

でも2工場でのシナジー効果（相乗効果）

ということが言われてきましたが、それが

昨年10月に3工場になり、さらなるシナ

ジー効果が生まれることが期待されて

います。

　まだ3拠点になって日も浅いのですが、

現時点で感覚的に掴んできているものは

ありますか？

小口：具体的に進んでいるのはフィラー

プロジェクトで、フィラー製品が3工場に

あるので、集まってやり始めています。こ

れが一つの先行事例だと思っているんで

すけど。製品に関してお互い開発を含め

て動いて、次に技術的な製法を知って、そ

れで何かつくるものができればいいな、

と思っています。
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高橋：最初に考えたのは、「3つの工場の

製品を混ぜたものを、まずつくってみよ

う」ということだったよね。それに取り組む

ことで必然的に人の交流が生まれて、お

互いの工場の製品を知ることができた。

お客様は3工場で共通なのに、技術者や

営業職の人間は別々に動いていたりする。

これはお客様視点に立っていないよね。

視野を広げ交流すると
気づきがある
Q：3工場で発想の仕方など、違うことが

ありますか？例えば、今のフィラープロ

ジェクトの中でも、技術者同士が意見交

換して“気づき”がありますか？

高橋：それが出てこないと、やっている意

味がないよね。ほかの工場がやっている

ことは、普段触れたことがないものだし、

そこから始めよう、ということだと思う。

大王：色々なものを合わせよう、というこ

とが全社的にできていないと思う。ただ

人が集まるだけではなく、もっとどっぷり

やらないといけない。だから、そういう意

味ではフィラープロジェクトは理にかなっ

ている。プロジェクト化して、そこに人が

いる、っていう風にしないとなかなか進ま

ないかもね。

　例えば、フィラーの熱伝導率がどうだ、

ということも、すべてのことに絡められ

る。それを連携してやると、お客様がどこ

の部分にも興味を持ってくれる、というこ

とにつながる。そうすると昭和電工（以

下：SDK）グループのセラミックス事業部

の掲げる「One  s top  shopp ing  

company」※という基本方針にも重なる

んだけど。さらに、今度はそれをカタログ

化して、お客様に提示するというショー

ルーム化が求められる。

比較対象があることで
自工場を客観視できる
Q：ほかにも、3工場になったことの利点

はありますか？

大王：比べてみることって結構大事で、

比較対象があると自分たちを客観視でき

るから、そういう意味で3工場あることは

非常にいいことだと思う。2工場だけだと

比較しづらいけど、他の二つ、つまりは

多数派に対して「うちの工場はここがで

きていないな」とか、より客観的に見る

ことができるから。

良いことも悪いことも
水平展開
Q：それでは、連携する際に課題や障壁と

なるようなものはあると感じますか？

大王：まず3工場の連携のためには、お互

いの考えていることを知る、ということが

大切だと思う。

小口：壁や障壁があるとすれば、個人の

気持ちや考え方で、例えば自工場だけ

で課題を解決できるという錯覚とか、他

部署の力を借りることへの抵抗感とかで

すかね。

　さっき社長も仰ったけれど、比較対象

があった方が、お互い向上していけますね。

Q：「広い視野で見る」ということは各現場

に浸透していると思われますか？

小口：自分たちが何をやっているのか伝

える、ということが大事で、良いことも失

敗したことも情報共有することが必要で

すね。

高橋：3工場としてSDCになったので、

困っていることに対する答えや、ほかの工

場でやっている良いことを積極的に見つ

けて、取り入れていってほしいです。

大王：この3つという数だから、コミュニ

ケーションをとり、しっかり連携することが

可能だと思う。

　あとは、面倒くさがらずに他工場からも

意見を聞くことが大事だし、トップがそれ

を評価しないといけない。距離的なもの

はあるけど、なるべく直接話す機会をつく

らないといけないだろうね。

やっていることが明確な会社
専門性のある会社へ
Q：連携により見えてくるSDCの将来像

とは、どんなものですか？

大王：「セラミックスならSDC」というよう

な、セラミックスのことなら何でもやる、

という専門性をもった会社に伸ばして

いきたい。お客様にも、「こういうことを

やっているんだ」ということが明確になっ

ている、わかりやすい会社じゃないといけ

ないと思います。「昭和電工セラミックス」

という名前をつくり、さらに昨年3工場に

なったので、各工場の力を結集して、この

名前でしっかり認知されるようにしたい

ですね。

Q：最後に、従業員の方に向けてメッセー

ジをお願いします。

SDCの一員という自覚を持って
積極的なコミュニケーションを
高橋：やっぱり隣を知ることから始めな

きゃいけないと思いますね。そのために、

手をなかなか挙げられない人の支援をし

てあげたい。

　横浜としては、SDCの一員であると

いう自覚をもっと持てるように変えてい

きたいですね。

あるべき姿を明確に
良いと思ったことをすぐやる
小口：目指す方向をしっかり決めて、熱意

があれば、必ず仕事の成果は出る、と考え

ています。熱意をもってやってほしいと

思っています。あるべき姿を明確にして、

よく考えて、良いと思ったこ

とをすぐやるという姿勢で

すね。この「すぐやる」とい

うのは私のモットーで、い

いことだと思っています。

一歩前に出ると、前に前に

進んでいけます。

　せっかく3拠点になった

ので、参考になることは工

場の外に必ずあるんだとい

う思いで、どんどん学びに

いってもらいたいですね。

工場の違いを“壁”と考え

ずに、愚直に目標達成に 左から小口富山工場長、大王代表取締役社長・塩尻工場長、高橋横浜工場長。

向かってやっていってほしいと思ってい

ます。

自然発生的に
連携が生まれる土壌づくり
大王：目指すべきところは、3工場の中で

大げさな音頭をとらなくても、自然発生

的に部署間とか共通の意志を持った人た

ちが、いつでも話をしているという状態に

したいね。

　当然、物理的には離れてるんだけど、今

やWeb会議とか顔を見ながら話をでき

るツールもあるし、例えば朝の会議とか、

ちょっとした会議も一緒にやっちゃうと

か、どんどん気楽にやっていって、普段の

日常会話が成立したりとか、今月こういう

ことがあるんだとかコミュニケーションが

とれる、それぐらいの雰囲気になることが

理想形かな。

　SDCでは3拠点が物理的な距離を感じ

させない動きをいつもしている、という

ことで、良い事例になって、SDKグループ

の中でプラスにしていきたい。

　我々三人で支援をして、その方向に

もっていこうと思う。今年は3拠点でSDC

になった元年だから、来年はもっと良く

なった、確かに連携できるようになった、

という実績を出したいね。

※SDKに相談すれば、適切な解決方法を提案してくれる。
　そのような価値を提供できる企業体

樹脂充填

CB

富山工場富山工場富山工場

昭和電工セラミックス各拠点での生産製品

塩尻工場塩尻工場塩尻工場

UHP®

横浜工場横浜工場横浜工場

AS

CB=球状アルミナ
UHP®=六方晶窒化ホウ素粉末
AS=丸み状アルミナ 応用例 ： 放熱シリコンシート

CFプロジェクト：セラミックス フィラープロジェクト
フィラー材を扱っている昭和電工グループの各拠点（塩尻、富山、横浜、セラミックス

事業部、融合製品開発研究所）の技術者を中心に結成されたプロジェクト

樹脂に充填することで、熱伝導性を付与でき、電子・電気
機器の放熱部品として用いられる。

放熱フィラーとは

※SDKに相談すれば、適切な解決方法を提案してくれる。
　そのような価値を提供できる企業体
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地域から信頼され、地域や社会に貢献する企業として
リサイクルや地域清掃活動、コンプライアンス教育などに取り組んでいます。

贈呈式の様子

アルミ缶リサイクル活動

各家庭から出たアルミ缶を持込、工場内で購入した飲料（アルミ缶）をアルミ缶

専用BOXに入れて、全従業員がアルミ缶リサイクル活動に参加しています。

塩 尻 富 山 横 浜

2015年寄付実績

塩尻工場 ： 市内の中学校に電子ピアノ、スピーカーを寄贈（82,000円相当）
富山工場 ： 市内の小学校に収益金全額寄付（96,779円）
横浜工場 ： 神奈川新聞厚生文化事業団に収益金全額寄付（56,040円）

工場見学会の様子

工場見学会

当社では、お客様、地域の方々、学校関係者、行政関係者等様々な方に製品、

安全・環境への取り組みを知ってもらうために、工場見学会を随時実施してい

ます。今後も工場見学会を継続していきます。

2015年来場者数

塩尻工場：１３６名 ／ 富山工場：１３９名

塩 尻 富 山

マレットゴルフの様子

各種施設の開放

塩尻工場のグラウンド・体育館・マレットゴルフ場は従業員の健康づくり、レクリ

エーションの他、年間を通じて小中学校のクラブ活動や近隣地域のスポーツ大

会、イベントにも利用されています。また、グラウンド横にあるバーベキューコー

ナーは、春から秋にかけて従業員や地域の皆様に懇親会や慰労会の場所として

大勢の方にご利用いただいています。塩尻工場では２０１５年度、延べ４００名の方

が各種施設を利用しました。

塩 尻 富 山

エコキャップリサイクル活動

ペットボトルのキャップをはじめとしたプラスチック製品の回収活動を行っています。回収されたプラスチック類は、形状別に

分別し専門業者に買い取っていただき、その売却益は買取業者を経由して日本赤十字社の活動に役立てられています。ま

た、プラスチックゴミをリサイクルすることにより廃棄焼却時に発生するＣＯ₂の抑制にも役立っています。

富 山

燃やせばただのゴミ

分別して賢く利用
すればリサイクル

ＣＯ₂

清掃活動の様子

地域清掃活動

横浜工場では最寄り駅であるJR新子安駅から工場までの通勤経路のクリーン

活動を２ヶ月に１回実施しています。この通勤経路は当社のみならず近隣の企業

の通勤経路となっていて、各社が協力して清掃活動に取り組んでいるので、毎

日気持ちよく通勤が出来ています。塩尻工場は「エコ・ウォーククリーン塩尻大

作戦」、富山工場は「みんなできれいにせんまいけ大作戦」、「ふるさと富山美化

大作戦」と銘打った一斉清掃活動に参加しています。

塩 尻 富 山 横 浜

2015年活動実績

塩尻工場 ： 6/27「エコ・ウォーククリーン塩尻大作戦」５３名
富山工場 ： 7/17「みんなできれいにせんまいけ大作戦」１５名、8/28「ふるさと富山美化大作戦」１６名
横浜工場 ： 通勤経路のクリーン活動（２ヶ月に１回、年６回）延べ６０名

インターンシップの様子

次世代育成支援

次世代を担う高校生、大学生に工場見学や現場研修を通して作業体験していただ

いています。学習レベルに応じた様々な技術や新たな取り組みを体験していただ

くことで化学への理解と興味を深める一助となることを目的としています。

塩 尻 富 山

２０１５年受入数　

塩尻工場 ：５名（高校生・大学生）　　富山工場 ：２名（聴覚支援学校）



ストレスチェック制度

2015年１２月１日から、労働安全衛生法の一部を改正する法律により、

ストレスチェック制度が施行されました。

①働く人がストレスによって心の健康を損ねることを未然に防止する

②働く人が自分自身のストレスに気づいて対処する

③働きやすい職場の実現

以上３項目が大きな目的です。当社では、定期健康診断と合わせて簡単

な質問に対して回答するストレスチェックを実施していきます。今後も

働く人の心の健康を守る取り組みを実施していく計画です。

塩 尻 富 山 横 浜

働く人のストレスは、自分で気付かないうちに抱え込んでしまうケースや、疲れていても
まだ大丈夫と頑張ってしまうケースもあります。自分だけでは解決できない内容である
ことや、ストレスをためやすい性格、自分の考え方のくせもあるかと思います。ストレスを
ためないために、職場で周囲の人に目を向け、日頃からコミュニケーションをとりやすいよう
に職場の環境を改善していくことが求められます。働く人同士が支え合い、元気のない人
にはさりげなく声をかけられる心のゆとりを、それぞれが持てるように努めてまいります。

従業員の声

ストレスチェック制度を機に自分自身を見つめ直し、心のゆとりを目指して

塩尻工場 健康管理センター  岡田 佳子

仕事のストレス要因
職場における
心理的負担

心身のストレス反応
心理的負担による
心身の自覚症状

周囲のサポート
上司、同僚

などからの支援

① ストレスチェックを受ける

② 結果通知を受け取る（受検者全員）

③ 高ストレスと判定されたら

④ 面接の申し出

⑤ 面接指導（医師等）

検査項目

⑥ 業務上の措置の実施（必要な場合）
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人権教育の様子

人権教育

昭和電工グループは、経営理念で掲げた社会貢献企業の実現に向け従

業員が働きやすい職場作りを進めるため人権教育を実施しています。

2015年はパワハラや職場での男女差別問題をテーマにしたショート

ケースを使い、職場ごとにディスカッションを年2回実施しました。従業

員が正しい人権意識を身につけるため、引き続き人権尊重に積極的に

取り組みます。

塩 尻 富 山 横 浜

企業倫理・コンプライアンス教育

昭和電工グループでは、社会的責任を果たすため従業員一人ひとりが行動の規範とすべき内容を「私たちの行動規範と

実践の手引き」としてまとめ、各部署でディスカッションを行っています。

その項目は、人権・労働慣行・環境・公正な事業慣行等、多岐にわたり、それらを実践するためには個人として何をするべきか

を考えさせ自発的な行動を促すものになっています。

塩 尻 富 山 横 浜

MPプログラムの様子

新入社員研修

人材育成の取り組み

当社では、求める人材像を明確にし、教育体系を見直しました。

以下の施策により、能力開発に意欲的な企業風土をつくっていきます。

① キャリアプランシートの導入により、個人の能力開発意欲、
 　上司の人材育成意識を高める
② 各職層に必要な知識を提供する階層別研修の充実
③ 職場を担う主力中堅社員育成を目的とした選抜研修の新設
④ 社員が知識の幅を広げる機会を提供する教育通信の定期配信

塩 尻 富 山 横 浜

求める人材像

専門能力

企業人としての基礎知識

コミュニ
ケーション
能力

改革改善

不撓不屈 広い視野

表彰式の様子

工場長表彰の取り組みについて

当社では、資材購入や作業改善によるコストダウン、環境へ配慮した

先進的な取り組み、技術開発、品質改善などの活動により企業利益や

付加価値の創出に著しい成果を上げた部門・個人に表彰制度を設けて

います。受賞対象となった事例は、社内の至る所で取り組んでいる日頃

の地道な活動や、問題意識を持って取り組んだ成果の一例であり、その

取り組みを広く社内へ周知し功績を讃えることで次なる創出活動を

生み出すモチベーションの向上にも一役買っています。

塩 尻 富 山 横 浜

2015年度表彰実績（塩尻）

最優秀賞１件　
第一製造課焼結、第一技術開発グループ（研耐）、工務課「SR-Ⅱ系キルン増設と垂直立上げ」

優秀賞２件　
第一製造課、SCMグループ　「安価原料使用によるコストダウン」
ふれあいパーティ実行委員会　「オープン型ふれあいパーティの開催」

階層

経営職層

SDCアカデミー

OJTサポート

専門能力・原理原則

Off-JT教育

専門能力（会社側からサポート）
コミュニケーション能力 企業人としての基礎知識

S職 SDCキャリア
プラン制度

選抜研修 LPプログラム

選抜研修
MPプログラム
・Main Player（一人前）
LPプログラム
・Leading Player（主力）

MPプログラム
スキルアップ研修
・ロジカルコミュニケーション
・スキルアップ
・スキルアップ研修選定

ディスカッション研修
・職場紹介
・工場課題選定

共通教育
※集合・座学教育でなく
　必要な教育用レポート
　を短いサイクルで発信
※簡単で読み易く
※月ごとに担当部署を
　決め情報を発信

キャリアプラン
シート

K職

トレーニー
～1年

事務
製造
技術
工務

班長
4GD

5GD

6GD

プレゼン研修

LP-S

LP-K

OPLSシート

ビジネスマナー

人権・トピックス

製造OP（原理原則）

KYシート

社会人基礎知識
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ソフトバレー大会の様子

レクリエーション

健康づくりの一環と社員同士の親睦を図るためにソフトボール大会、ソ

フトバレーボール大会を実施しています。また、スポーツ以外のレクリ

エーションとして軽運動、健康運動教室（簡単にできるストレッチ）も実施

して大勢の社員に参加していただき、日頃の運動不足解消や、普段あま

り顔を合わせない方とも交流する機会になっています。

２０１５年１１月２１日に「塩尻・富山工場の社員同士の交流・親睦を図りコミュ

ニケーションを活性化させ塩尻・富山地区を盛り上げよう！」をテーマに両

工場合わせて３４名の従業員が参加し、富山市で交流会を実施しました。

塩 尻 富 山

歩け歩け企画の様子

健康増進の取り組み

昭和電工グループは「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実施しています。

横浜工場では、京急金沢文庫駅から約１時間の道のりを歩いて目的地

の動物園まで行きました。園内では、動物や植物とふれあいながら

ウォーキングを楽しみました。日頃運動不足の方で、これをきっかけに

軽いウォーキングを始められた人もいます。次の企画を楽しみにして

いる方もいるほどの人気イベントになっています。

塩 尻 富 山 横 浜

発表会の様子

SDK-S 活動

ＳＤＫ－Ｓ活動とは塩尻工場で推進している全員の力を結集し工場目標

を達成する活動です。各課・グループの課題の中で重要なテーマは

チームをつくり、メンバーが知恵を出し合いながら取り組みを進めてい

ます。年２回の発表会、年３回の報告会・テーマリーダー会では毎回活

発な議論が行われます。年２回の発表会では、会場に来られない方のた

めに製造現場の休憩室にWeb会議システムのパソコンを設置し、仕事

の合間に発表会の聴講ができるようにしました。２０１５年は５０テーマ、

５０人のテーマリーダーを中心に活動を推進しました。

塩 尻

現場での取り組み紹介

TPM 活動

ＴＰＭ活動とは生産の効率を阻害するあらゆるロス、ムダを徹底的に排

除することで、災害ゼロ・不良ゼロ・故障ゼロを目指し、生産効率を極限

まで高めていく活動のことを指しています。この活動は、生産・開発・設

備・管理部門など全員参加活動であり、現場では自主保全活動として

活動版やワンポイントレッスンシートなどを活用しながらサークル活動

を展開しています。

富 山

※TPM ＝ トータル・プロダクティブ・メンテナンス／マネジメント活動。
　あらゆるロス・ムダ・コストを削減し、品質と生産性を高める改善活動。

熱中症予防教育

夏場は炎天下の作業ばかりでなく、室内の作業においても脱水症状に陥る例が頻発しています。これらを地域別や年代別の熱

中症の発生傾向や発生の時期など種々統計資料を基に、各職場で教育を行っています。熱中症の症状やその対策にはじま

り、日頃の睡眠や規則正しい食生活などで、体調管理全般に話題を広げ災害の未然防止に努めています。

塩 尻 富 山 横 浜

自己紹介の練習

ビジネスマナー 

あいさつやお礼はコミュニケーションの基本であり社会人としての

最低限のマナーですが、毎日同じ顔ぶれで仕事をしていると“あうんの

呼吸”からか、ついつい忘れがちになります。社会人として欠かすことの

出来ないルールを再確認するために、各部署朝会において教本の読み

合せを行ったり、外部から講師を招き名刺の交換や挨拶のときの姿勢、

適切な言葉の使い方などのマナー講習を実施し従業員一人ひとりの

自覚を促しています。

富 山
改善提案制度・ヒヤリハット

効率よく、働きやすい安全な職場作りを目指し、30年以上前から改善提案・ヒヤリハット事例の提案制度を推進しています。改善

提案は安全・安定運転、安定品質、コストダウン等不都合を意識し、日常の業務の中で改善活動を続けています。ヒヤリハットは

自分が「ヒヤリ・ハッとした体験」を広く周知することで、似たような災害を未然に防止するのに役立ちます。

塩尻工場では毎年、最多改善提案提出者、最多ヒヤリハット提出者ベスト3の表彰し、最多改善提案提出136件/年、最多ヒヤリハット提出

114件/年の提案がありました。引き続き、自職場だけでなくパトロールを通じて職場外の人の目を通してリスク低減に取り組んでいきます。

塩 尻 富 山 横 浜

気づき、工夫したことをメモにまとめながら、たくさん改善提案を提出してきました。
ここ最近の改善で一番印象に残っている案件は、これまでSDS※の作成に使用して
いた旧システムから、新システム「ExESS」への移行に伴いSDSの日本語版を短期間
で作成するため幾つもの改善を提案したことです。ExESSシステムへの基本的情報
の登録は複雑で、マニュアルを作成する必要がありました。マニュアルを作りながら
改善を重ねて、スムーズにSDSが作成できるようにしました。日々の業務の中で、
実施した工夫を報告するという作業の一つとして日々改善提案を提出しています。

従業員の声

業務効率化を意識し、改善提案に取り組む。

塩尻工場 品質保証課 青柳 小百合
※SDS：安全データシート
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総エネルギー消費推移
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廃棄物削減の取り組み

昭和電工グループは、全社を挙げ廃棄物発生量の抑

制及び、ゼロエミッション（最終埋立処分量が廃棄物

発生量の1％以下）の達成を目標に掲げ、外部委託業

者の協力を得て3R（Reduce・ Reuse ・Recycle）

への取り組みを進めています。

取り組みの実現のために、全従業員の協力のもと

廃棄物の分別を徹底し、一部は有価販売して再利用

されています。

担当者は場内をパトロールして廃棄物の保管状況を

確認すると共に、毎年外部委託業者へ出向き、廃棄

物が適正に中間処理・最終処分されているかどうか、

聴き取りと現地確認を行っています。

※ゼロエミッションとは：排出される廃棄物をいかに処理するか
ではなく、それを再利用し、あらゆる廃棄物量をゼロにすること
を社会全体で目指すグローバルな取り組み。資源とエネルギー
をできる限り有効に使用し、環境への排出をゼロに近づけ資源
循環型の社会を目指すもので、国連大学が1994年に提唱した。

エコ事業所認定

2010年より富山県の取り組みとして、廃棄物の減量化、リサイクル推進を目的に「富山県リサイクル

認定制度」が制定され、廃棄物の減量化やリサイクル製品の製造に積極的に取り組む企業をエコ事

業所として認定しています。認定の対象はリサイクル製品、エコショップ、エコ事業所の3部門があり、

富山工場は2007年からのゼロエミッション継続達成やアルミ缶・エコキャップの回収・寄附及び場

内照明のLED化などが評価され、2013年に県内6社目のエコ事業所に認定されました。認定された

事業所は、県の情報誌やHPに掲載され、広く内外へその取り組みが紹介されます。

富 山

排出ガスの監視

工場からは、製品（商品）を作るうえで様々なものが排出されます。たとえば、高熱物を冷やした後の冷却水や、油やガスを燃

焼させた後に出る排出ガス、また、製造工程や工場内で働く人たちが生活する上で発生する廃棄物など、様々なものがあり

ます。横浜工場では、生産工程で発生するガスは、排出ガスを処理する設備を通り無害化されたのちに大気に放出します。24

時間・365日、休まず管理室で常時監視と設備の保守・保全活動を行っています。

工場内の設備は製造課管理室でほとんどの制御と監視を行っています。しかし、
管理室だけでは、現地で起きている小さな変化を発見するのは難しいです。
そこで、私は実際に設備まで足を運んでパトロールをし、日常と違った些細な変
化を見逃さずに早期に処置することで、
トラブルの未然防止を心掛けています。

従業員の声

些細な変化も見逃さない！

横浜工場　製造課  田口 亮

塩 尻 富 山 横 浜
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※温室効果ガスは燃料使用量と他人から供給された電気・熱の使用量から算出さ
　れた排出量を合算し算出します。生産量の増減により変動します。

※横浜：2014年に比べ数値が下がっている要因は、プラント停止によります。
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富 山

温室効果ガス
環境保全を重視し、環境負荷低減のために廃棄物削減の取り組みや排出ガスの監視などを
実施しています。また、安全面では、災害・事故ゼロを目指し安全教育などを行っています。

● 廃棄物処分量 ■外部有効利用   ■埋立処分

■燃料   ■自発電力量   ■買電量
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横 浜

地球温暖化防止及び資源保護の観点から温室効果ガス

排出削減を推進しています。

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。
※富山工場のグラフについては、2009年以前は算定水準が異なるため、
　割愛させていただきます。生産量の増減により変動します。

※横浜：2014年に比べ数値が下がっている要因は、プラント停止によります。
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発電設備の紹介
塩 尻 富 山

工場を稼働させるうえで電力は重要なエネルギー源

ですが、限りあるエネルギーを有効活用するため、再

生可能エネルギーの利用にいち早く着目し活用を進

めています。

塩尻

信濃川水系上流の梓川の水力を利用し、1950年（昭和

25年）運用を開始しました。

自社工場の電力供給だけでなく、地域の方への水利事

業にも広く利用されています。年間33,000MWhを

発電し、これは一般家庭9,000世帯の年間使用量に相

当します。また2013年からは、敷地内に東京ドーム面

積の半分ほどのメガソーラー発電設備を誘致し、年間

180MWhの発電を得ると共に、年間844ｔのCO2の

削減にも大きく貢献しています。

富山

多くの電力を必要とする電解電炉を用いた製造を主

体としていた富山工場は、1954年（昭和29年）電力会

社を主体に民間企業11社が共同出資した発電所を神

通川上流の岐阜県高山市の見座・葛山の2ヶ所に建設

し運用を開始しました（現在は5社の出資）。年間

300,000MWhを発電し、出資会社はもちろん地域の

発展にも貢献しています。

赤松発電所

見座発電所※2014年に比べ数値が下がっている要因は、プラント停止によります。
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富 山

水質
水質汚濁防止法による排出基準や地域との協定に基づく規制値を順守しています。塩尻工場・
富山工場・横浜工場では、地域との規定に基づく規制値より厳しく、自主管理基準を設けています。
環境維持のために、常時監視を行い排水監視の強化に努めています。

ｐＨ（水素イオン濃度指数）
物質の酸性・アルカリ性の度合いを示す物理量でpH1～14の範囲で示される。
pH7を中性としpH7より小さい値を示すと酸性、大きければアルカリ性を示す。
【塩尻】自主基準値：6.2～8.0　【富山】自主基準値：6.4～8.0

T-P（全リン）
リンは窒素とともに水素を富栄養化させ赤潮の原因となる。
リン化合物は窒素化合物と同様に、動植物の成長に欠かせない元素であるが、
水中の濃度が高くなってくると水域の富栄養化を招くことになる。
【横浜市規制値】4mg/ℓ以下　【自主基準値】3.8mg/ℓ以下

SS（水中に浮遊している物質量）
水中に懸濁している直径２ƒÊｍ以下の不溶解性物質のこと。
【塩尻】排水基準：２００mg/l以下

自主管理基準：１００mg/l以下
【富山】排水基準：５０mg/l以下

自主管理基準：５０mg/l以下

T-N（全窒素）
水の富栄養化の程度を示す指標。窒素は水域の富栄養化の原因の一つであ
ることから、富栄養化のおそれのある湖沼、海域について環境基準（全窒素）、
排水基準（窒素含有量）も設定されている。
【横浜市規制値】20mg/ℓ以下　【自主基準値】19mg/ℓ以下

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。

【富山】排水基準：２０mg/l以下
自主管理基準：２０mg/l以下

【塩尻】排水基準：１６０mg/l以下
自主管理基準：６０mg/l以下

COD（化学的酸素要求量）
水の汚染度を示す数値。水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸
化剤の量を酸素量に換算したもので、海水や湖沼水質の有機物による汚濁状
況を測る代表的な指標。
【横浜市規制値】60mg/ℓ以下　【自主基準値】20mg/ℓ以下



環境・安全  Environment and safety

23 24SHOWA DENKO CERAMICS CSR REPORTSHOWA DENKO CERAMICS CSR REPORT

リサイクル実例

廃棄物の分別の徹底、

シュレッダー屑を含む紙

類や廃プラ等の事務系一

般廃棄物の全量リサイク

ル、コピー用紙の裏紙活

用等、様々な取り組みによ

り埋立廃棄物量の削減に

努めています。

塩 尻 富 山 横 浜

ペレット燃料
焼却炉等の燃料に
使用されます

廃プラ 粉砕・混錬成型

再生塩ビ
再度整形し
配管等に使用
されます

塩ビ 選別・洗浄・破砕

ECO-RC砕石
アスファルトの

原料

汚泥 熱処理・篩分・固化

2015年各工場の取り組み

塩尻工場 ： 美化の日を設けて各職場周辺の草取り、5S委員によるゴミ拾い
富山工場 ： 排水溝の清掃 ／ 横浜工場 ： 一斉除草、樹木剪定

排水溝清掃の様子

美化活動

３工場が目標として掲げる“工場のショールーム化”を具現化するため、全部

門・全従業員を動員し場内の清掃活動および工場周辺の美観を維持する活動

を実施しています。

一人ひとりが美化活動に取り組むことで、“おらが工場”たる会社への帰属意識

を高め顧客志向性の向上に努めると共に、昭和電工セラミックスの一員と

しての誇りに繋がることを最終の目標に考えています。

塩 尻 富 山 横 浜

整備後整備前

工場緑化の整備

塩尻工場では従業員による定期的な美化活動、荒地整備で周

辺景観との調和を意識しながら、環境負荷の低減に取り組み、

豊かでより良い地球環境の実現に向けて「緑の保全・創出

活動」に取り組んでいます。２０１５年は荒地整備が必要な箇所

２９ヶ所のうち９ヶ所の整備を実施し、残りの箇所は２０１７年

までに全ての荒地整備を進めていきます。

富山工場では、やぎの飼育による除草を試みました。今後は生物

多様性に配慮し、地域の環境と調和した緑化を進めていきます。

塩 尻 富 山

創る安全

災害が発生しない状況が危険源のない安全な状態とは考えず、全ての作業を対象に積極的に危険源を特定してリスクアセス

メントを行い、災害の芽を摘み取ろうと、“創る安全”活動を進めています。過去の災害事例や典型的な災害事例をもとに、注意

すべき事項をチェックリスト一覧にまとめ、全ての工程に照らし合わせて全員参加でリスク抽出を行っています。

過去の災害の教訓を忘れることなく、漏れの無いチェックを行い、安全を創りこむことにより無事故・無災害に努めています。

塩 尻 富 山 横 浜

教育風景

協力企業への安全教育

工場内で働く協力企業の従業員を対象に、定期的に安全教育を実施し

ています。教育内容は場内作業ルールや各種注意事項の教育の他、業

務内容に合わせた過去の災害事例の共有化を実施しています。また、

新年には安全大会も行われます。

塩 尻 富 山 横 浜

労働安全衛生

4S活動への取り組み

働きやすい安全な職場作りを目指

し、全部門で4S活動（整理、整頓、清

掃、清潔）に取り組んでいます。部署

ごとに選任された推進員を先頭に、

設定した目標を目につく場所へ掲

示し、自発的な取り組みを促してい

ます。

社長・工場長をはじめとしたトップ

が率先し定期パトロールを行い、指

摘・改善することによって、理想とす

る職場創りを続けています。

塩 尻 富 山 横 浜

4Sの
取り組み

整理
必要なものと

不要なものに分けて
いらないものは捨てる

整頓
必要なものが
いつでもすぐに

取り出せるようにする

清掃
掃除をし

ゴミや汚れの無い
状態にする

清潔
ゴミや汚れの
無い状態を常に
保ち続ける

安全と健康の確保を事業活動の基盤と位置づけ、安全衛生を最優先とするため
安全衛生活動に取り組み、事業活動の改善に努めています。
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AED講習

不測の事態を考慮し、場内には数か所にAED（自動体外式除細動器）を設置しています。被災者を発見した時にはどのような

状況下でも誰もが速やかに対応を取ることができるように、外部から専任講師を迎え、意識の確認や心臓マッサージをはじ

めとした緊急処置対応を学びます。また、実際に被災者に見立てたマネキンを相手にAEDを使用する人、救急車を呼ぶ人、ほ

かの助けを求める人と、3人一組の全ての役割を演じることで緊急処置対応のポイントを掴んでいきます。

富 山

講習では、周囲の安全確保から始まり被災者の方の意識確認・心肺蘇生・協力者
の確保、AEDの使用に渡る一連の活動を学びました。座学を終え、一人ずつマネ
キンを相手に実演した際、最初は恥じらいもあり小さな声で指示もあやふやで
したが、要領を得るにつれ徐々に熱が入り、最後は本番さながらの緊張感のある
訓練になりました。発災を目の当たりにしても怖がることなく1分1秒が命取りと
の教訓を忘れずに、迅速な対応が取れるよう配慮したいと思います。

従業員の声

AED講習を受講しました

富山工場 品質保証課  小川 友子

安全交流会の様子

安全交流会

安全への感度を高めるために毎年秋に各工場から選出された担当者が一

堂に集い、意見交換を行っています。会場となる工場では、グループに分か

れ実際の作業工程を見学した後、各自の視点で危険源を抽出した意見を

持ち寄り、討議してまとめ、結果の発表を行います。選出された担当者の

所属や経験・経歴は様々であるため、日頃見落としがちな観点から様々な

意見や指摘が挙げられます。この会に同席した職場担当者や責任者は、

新たな危険源に気付かされると共に、早急に対策をとることで無事故・

無災害の継続に役立てています。

塩 尻 富 山 横 浜

パトロールの様子

場内安全パトロール

法律で定められたパトロールの他、自主的なパトロールを実施しています。パト

ロールは、工場内で定められた規則の順守状況の確認や不安全な状態で放置

されたものがないかなど、様々な視点で厳しくチェックをしています。

対策・改善を求めることもありますが、作業現場で働く従業員の安全意識の向

上はもちろんのこと、健康状態の確認にも繋がっています。

塩 尻 富 山 横 浜

危険体験教育の様子

危険体験教育

作業環境や設備の安全化の進展に伴い危険要因が潜在化し、働く人にとって、

何が危険なのか、どのようなことをすると危険なのかが分かりにくくなってきて

います。職場に存在する危険（守りづらいルール、危ない作業）を具体的に示し、

身近な危険を肌で感じてもらうために、製造担当従業員を対象に危険体験教育

を実施しています。危険体験教育で体験したことで「危険な行為や状態とは

何か？」「ルールを守るとはどういうことか」を再確認し、守りづらいルール、危

ない作業を洗い出し、作業しやすい環境作りに努めています。

塩 尻 富 山 横 浜

化学物質安全教育の様子

安全教育

富山工場では、無事故・無災害を維持するための取り組みとして、新規入構時の

場内安全ルール教育訓練から始まり、日常の作業を安全に行っていただくため

の防じんマスクの適切な着用方法や空気呼吸器の着用講習、環境への配慮を

主眼とした環境啓蒙教育や製品教育、粉じん教育、酸欠防止教育、化学物質の

安全教育があります。

なかでも化学物質の取り扱い量の多い当社では、各回特定の化学物質を題材に

した化学物質安全教室を開催しています。その特性や取り扱いの注意点、被液や

漏洩した場合の対処方法や実際にヒヤリとした実体験を語っていただくことで、

その恐ろしさを共有し、二度と起こさない誓いを次の世代へ引き継いでいきます。

塩 尻 富 山 横 浜

2015年参加者数

富山工場：40名 ／ 横浜工場：41名

保護具講習会

保護具メーカーから講師を招き、職業性疾病の最新情報や、その対策として

の保護具の選定方法を学びました。また、この講習会では日頃から使用して

いる保護具の点検方法と、正しい着用方法を改めて共有化しました。

富 山 横 浜

フィットテストの様子

安全審査

設備の新設、増設、改造、廃止等の工事並びに、試運転を実施する際に、事前にその計画の安全性を審査します。また、環境や

製品品質の面でも影響を評価し、問題点を明確にして適切な対応を図り、外部・内部に対する安全性を確保することを目的

としています。

塩 尻 富 山 横 浜
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対策本部での訓練の様子

防災訓練

当社では各工場内で地震、火事、有害物質の漏出などの災害発生を

想定した防災訓練を実施しています。それぞれの発災時に、各自が

緊急組織体制下で迅速かつ適切な処置が取れるように訓練をします。

横浜工場ではガス漏れを想定した訓練を実施しました。ガス漏れに

よる災害なので、屋外に出られないという特殊な状況の中、対策本部

は室内に設置、情報伝達の方法をメールや電話のみにするなど、地震

や火事などの災害とは異なる手順での訓練となりました。

塩 尻 富 山 横 浜
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消防設備点検

工場内外にある全ての消火器、火災報知機、消火設備の点検を年１回

実施しています。点検では、一つずつ圧力、外観、機能をチェックして

います。２０２２年より使用禁止となる旧型式消火器は、計画的に更新

を実施していきます。

塩 尻 富 山 横 浜

消火器点検の様子

緊急時処置訓練

横浜工場の製造課では毎月１回、緊急時処置訓練を実施しています。

苛性ソーダが排水溝に流出したという想定で異常の発見から始まり、

その対応方法について緊急時処置マニュアルを基に管理室と現地

設備で相互に確認を行います。

塩尻工場では、電炉の異常事態を想定し非常時の初動や建物からの退

避、近接する職場で働く従業員の避難経路や集合場所を確認しました。

富山工場では、作業車からオイルが漏れ排水溝へ流れ込んだケース

を想定し、発見通報から始まり、流出防止のため排水溝への土嚢投入

や堰板挿入、油の吸着・中和処理の訓練を実施しました。

塩 尻 富 山 横 浜

訓練の様子

設備的なトラブルや停電などの有事の際に、関連する設
備事故・環境事故防止対応として速やかに適正な処置
を施せるよう、月1回のペースで訓練を実施しています。
訓練を通して出る疑問などは、日常の運転管理の教育
や、改善につながることも少なくありません。今後も継
続して訓練を実施し、設備事故・環境事故防止に努めて
いきます。

従業員の声

月1回の訓練で、トラブル時に迅速対応を!

横浜工場 製造課

長谷川 伸夫
横浜工場 製造課

尾崎 史人
横浜工場 製造課

平木 義之

消火器操法訓練の様子

自衛消防活動

塩尻工場では、塩尻市防火管理協会が主催する自衛消防訓練会にて、

通報訓練、煙体験、初期消火訓練、消防用設備訓練、応急手当講習会に

参加しています。

富山工場では、富山県が主催する自衛消防操法大会に参加しています。

障害物を排除して119番通報を行った上で、消火器・水バケツで消火を

行い、終わるまでのタイムを競う大会です。

横浜工場では、毎年、神奈川消防署主催の自衛消防隊消火技術訓練会に

参加しています。訓練は消火器操法訓練で、火災発見から消火までの

タイムを競うものですが、指差し呼称を行い、安全も確認しないと大幅な

減点があります。どのような時も、まずは安全確認が大切だと実感します。

塩 尻 富 山 横 浜

備蓄一式

備蓄管理

企業防災の要素の一つである「生命の安全確保」の一環として、防災

用品を備蓄しています。また、地震や津波、風水害などの緊急事態に

あらかじめ備えて、被害を防止し、最小限に止めるための行動や避難

場所を定めています。帰宅困難者への非常用物資として、水・食糧・そ

の他必要物資も備蓄しています。塩尻・富山工場では、停電時にも飲

料を取り出すことの出来る災害対策用自動販売機の他に、災害時に

無償で飲料が取り出せる災害救援自動販売機があります。横浜・富

山工場では、津波に備えて耐震補強された事務所・建屋の上層階

に災害用備蓄一式を保管しています。

塩 尻 富 山 横 浜

災害や事故が起こった場合に備えて、訓練や設備点検、自衛消防活動など
地域や従業員の安全を確保するための取り組みを行っています。



現場の「目で見る管理」
情報の“見える化”への取り組み

塩尻工場、富山工場では、品質管理において「目で見る管理」を進めています。品質管理の状態を“見える化”することで、会社や

職場の情報を、働いている人たち相互に、迅速に伝えることができます。“見える化”された情報は、現場改善活動「SDK-S活動」の

中で使用されたり、工場長・グループリーダーへの報告会資料として使用され、活かされています。「目で見る管理」を従業員全

員で実施・行動することは、お客様への訴求力を高めることに繋がると考えています。

“見える化”された数値情報を見ながら、テーマリーダーは、品質の向上を目指して、管理グラフのバラツキを安定させる方法を

改善テーマに掲げた取り組みを進めています。グループリーダーは、工場目標を達成するために、複数のデータを見合わせなが

ら施策決定しています。いずれの立場においても、製造現場で得られた情報に背景情報などを加えて共有し、品質の向上が進む

よう取り組んでいます。情報の共有、活動の結果については、関係者が一堂に会する会議体（実績検討会やSDK-S報告会、TPM

報告会）の中で議論しています。個人や小グループが、“見える化”を意識しながら、組織全体の目的を自らの担当業務と関連

付けて理解し、品質向上を進めています。

塩 尻 富 山

品質管理  Quality control
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ISO・内部監査の取り組み

当社ではISO9001、ISO14001、OHSAS18001※を取得し、工場内で規定した要領に従い生産活動を行っていますが、これら

がしっかりと規格要求に沿って実施されているか、第三者機関による監査だけに頼らず、社内で選出した監査員により定期監査

を行っています。2014年からは、従来工場ごとに単独で実施していた監査から、監査員を他工場へ派遣監査させる、学びや気付

きの場となる交流内部監査を実施しています。各工場では要求を満たすために培ってきたノウハウや工夫があり、この交流審査

は、それらを社員レベルで学べるまたとない機会となっていると同時に、日頃顔を合わすことのない面々の人的交流ばかりでな

く、お互いが良い点を学び自工場に活かす相乗効果を生み出しています。

塩 尻 富 山 横 浜

品質保証体制

当社は、実用性および安全性に配慮した製品・サービスをお客様に提供するため、法令・規制要求事項を満たした製品、さら

にはお客様に満足いただける製品を提供できる仕組みを継続的に改善しています。

塩 尻 富 山 横 浜

塩尻工場の製造課内部監査に富山工場選抜監査員として出席しました。生産品
も製造工程も大きく異なり工程図を参考に製造工程を理解することからのス
タートでした。審査を進めるにつれ、双方同じような課題や問題を抱えていること
に気付き、解決の糸口になる発想を学んだり、アドバイスをしてみたりと普段と
違った収穫のある監査をすることが出来ました。

従業員の声

交流内部監査に出席しました

富山工場 製造課  平川 薫

実用性・安全性に配慮した製品を提供するため、
品質管理体制の確立、ISOの維持や内部監査などを実施しています。

品質管理体制

グループリーダー

工場示達事項／
マネージャーボード
／環境変化との
ギャップ

・グループ目標／
改善項目／
達成目標との
ギャップ

テーマリーダー

・問題分析
・対策の立案
・解決策の実行

製造現場担当者　
作業現場担当者

数値情報

数値情報

数値情報

フォロー会議

SDK-S報告会
TPM報告会
実績検討会

現場改善活動
（SDK-S活動・TPM活動）

活動結果
「目で見る管理」

情報日々の現場情報
傾向管理グラフ

工場長
部長

課長

主任担当

テーマ
リーダー

見える化

【フォロー会議】
SDK-S活動

TPM活動・報告会

見える化

【フォロー会議】
実績検討会

説明
会 説明会

説
明
会

対話 対話

対話

工場示達事項
マネージャーボード
改善テーマ

工場長・部長

グループリーダー
テーマリーダー

現場担当者

（報告/指示）

※横浜工場は2017年取得予定


