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伊勢崎事業所長　ご挨拶

　昭和電工株式会社伊勢崎事業所は１９６９年（昭和４４年）から、４０年以上に亘りこの地で

プラスチックの一つである熱硬化性樹脂の製造を中心に操業を続けて参りました。

これは地域の皆様をはじめとし、多くの皆様のご理解とご支援、ご協力の賜物でございます。

改めて心から感謝申し上げます。

　現在伊勢崎事業所で製造されている樹脂はスマートフォンのモニターやオートバイ用の

ヘルメット、お風呂のバスタブ等様々な生活必需品の中でご使用頂き、皆様の生活のお役に

立っております。

　当事業所におきましては更なる操業基盤強化の為、「機能性高分子技術を核に、社会を

豊かにし、お客様に感動頂ける製品を提供する」をミッションと定め、事業所一丸となって様々

な取り組みを進めております。「お客様に感動頂ける」という部分には、地域の皆様を始め

この事業所に関連する方々にオープンな事業所となり、安全・安心をご提供し、感動頂きたい

という思いも含んでおります。

　安全・安心をご提供する為、防災、減災の取り組みをはじめ、化学物質の安全な取り扱い、

環境負荷の低減、省資源、省エネルギーを実現するための様々な活動を行っております。

更に、工場見学や出前授業、インターンシップの受け入れ等、当事業所をご理解いただく

様々な活動も行っております。

　この「伊勢崎事業所ＣＳＲサイトレポート」は、２０１５年一年間のこれらの取り組みと実績に

ついてまとめたものです。皆様に読みやすい、ご理解いただきやすい紙面づくりを心掛けて

おります。このレポートが伊勢崎事業所の諸活動をご理解頂く一助になり、皆様から、率直な

ご意見・ご要望を頂ければ幸甚でございます。

　　伊勢崎事業所長　宮村　亮
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伊勢崎事業所概要

　伊勢崎事業所は、群馬県と埼玉県の県境を流れる利根川に沿って位置する八斗島工業団地

に製造拠点を構えて生産活動を行っています。

□　伊勢崎事業所の立地   □　所在地・敷地面積

□　伊勢崎事業所の製品

　      伊勢崎事業所は、不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、アクリル樹脂の

      製造と開発を行っています。末端製品として一般の方の目に触れるものではないですが、

      皆様が日常的に使用するものに部材として使用され、社会に貢献しています。

≪製品使用例≫

住宅関連 自動車関連 電子材料関連
不飽和ポリエステル樹脂 ビニルエステル樹脂 アクリル樹脂 ビニルエステル樹脂

○ユニットバス　 ○合併浄化槽 ○ランプリフレクター　 ○液晶ディスプレイ用カラーフィルター ○プリント基板

・壁材SMC ベース ・外殻ＦＲＰ ・バインダー ・バインダー ・絶縁性保護膜
・洗い場裏打ち ・分散剤
・内面仕切板
・バスタブ裏打ち

所在地
群馬県伊勢崎市

富塚町１０１９

６０,４４０ｍ2

敷地面積
2015年12月31日現在
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無事故・無災害事業所の実現のために

伊勢崎事業所 環境・安全衛生方針

　昭和電工株式会社伊勢崎事業所は、製品の製造・開発において、地球環境への調和

と地域との共生を進め、安全・安心で持続可能な社会の形成に貢献すると共に、従業員、

協力企業従業員、その他の関係者すべての人が安全・安心、かつ健康で快適な職場を目指し

以下の環境・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が協力し、

事業所の環境・安全衛生活動を推し進めていくものとする。

　　１．化学製品の設計から物流までの段階で、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。

　　２．伊勢崎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。

　　３．職場での安全衛生活動（危険予知、指差呼称、ヒヤリハット、災害水平展開、巡視、

　　　　５Ｓ等）を継続的に改善し、より良い安全衛生文化の醸成に努める。

　　４．設備・機械、作業、取扱化学物質のリスクアセスメントを全ての従業員の参画の下、

　　　　実施し、リスク低減活動を継続的に実施する。

　　５．環境、安全衛生に関する法令と事業所規程をよく理解し、遵守する。

　　６．作業マニュアル、薬傷防止保護具の完全着用など、決められたルールを守り、

　　　　不適合があれば現状に即して速やかに見直す。

　　７．作業環境測定、健康診断、メンタルヘルス対応、健康相談等を確実に実施し、

　　　　その結果に基づく作業、および作業環境の改善を推進する。

　　８．事業所の環境及び労働安全衛生管理システムを適切に実施・運用して、

　　　　環境安全衛生管理水準をスパイラルアップする。

この環境・安全衛生方針は、従業員及び関係請負人その他の関係者全てに

周知すると共に外部から要請があった場合には、これを開示する。
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無事故・無災害事業所の実現のために

労働安全・衛生

　伊勢崎事業所は、『労働災害ゼロ』の実現に向けて、職場での安全衛生活動（リスク
アセスメント、ヒヤリハット、災害水平展開、安全体感、危険予知活動、巡視、５Ｓ）を
継続的に改善し、より良い安全衛生文化の醸成に努めるべく取り組みを実施しています。

□安全衛生活動
（１）リスクアセスメント活動
　　 作業における潜在的な危険性・有害性を洗い出し、予防・除去・低減するための活動を
　　 行っています。作業手順に沿ってのリスク抽出と改善を行うとともに、『新たに発生する
　 　作業』と 『作業内容が一部変更する作業』について重点的にリスク評価を実施しています。

（２）ヒヤリハット活動
　　 災害や事故には至らなかったが、ヒヤリとしたり、ハッとした体験を共有して、再発防止と
　　 ともに同じ原因による災害の発生を防止するための活動を行っています。
　　 ヒヤリハット体験は災害防止のための貴重な財産であるとの考えのもと２０１１年より体験
　　 報告件数の増加を目標に活動しています。
　　 ２０１５年は事業所の従業員が減少し、報告件数が減少しましたが、ひとり当たり年間２４件
　　 の活動目標は達成しました。
      水平展開の対象となるもの、参考になる
　　 視点のヒヤリハット報告については、
　　 安全衛生委員会で情報共有して、事業所
　　 の安全意識向上、危険点の改善に活用
　　 するとともに提出者の表彰も行っております。

（３）災害水平展開活動
　　 他事業所や協力会社で生じた災害は、職場安全衛生会議で、原因、対策案、類似作業
　　 について話し合い、水平展開しています。

グッドヒヤリ選出の例

【状 況】 製造移管作業時に製造課より

使用する原料の安全性に関して指摘を

受けた。開発や別事業所では普通に使

用している原料のため、安全性に関して

別段気にしていなかったが危険有害性

を有する原料を扱っていることを再認識

した。 

【状 況】計量時に計量容器を開けたら

中に色の付いたゲル物があった。 

これでは品質に影響がでるのではとヒヤ

リ。 

【状 況】同じ階の局排設備から異音がし

ているのを発見。急いでスイッチを切り工

務技術Ｇにみてもらったところ、プーリー

部のガタが原因と判明。発見が遅れてい

たら重大な故障に繋がったかもしれな

い。 
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件 ヒヤリハット提出件数 

３１ 年/人 

２４ 年/人 
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（４）安全体感研修
　　 危険な状態、危険な作業を
　　 実際に体験することで、
　　 危険に対する意識が高くなり
　　 安全作業が身につきます。
　　 安全教育の一環として外部
　　 機関で模擬体験の研修を
　　 行っています。

（５）ＫＹ（危険予知）活動
　　 作業開始前に、その作業にどんな危険が潜んでいるかを事前に予測して防止する活動
　　 を行っています。

（６）熱中症対策
　　 夏季の作業では熱中症発生が懸念されます。WBGT計（暑さ指数計）の設置、
　　 予防サポート（予防教育、水分補給、塩分補給飴、冷却グッズ）と声掛けで予防しています。

□安全祈念行事
　　 ２０１０年７月１日に発生したフェノール等噴出事故を風化させないため、毎年同日を
　　 「伊勢崎事業所安全祈念日」として、安全祈念行事を行っています。
　　 ２０１５年度は事業所長による訓話『噴出事故の振り返り』、リスクアセスメント発表会、
　　 ヒヤリハット表彰、ＡＥＤの取り扱い（安全講習）、フォークリフトの安全講習を行いました。

サークル活動発表サークル活動発表

フォークリフト安全教育 ＡＥＤ取り扱い実習

粉じん爆発体験 巻き込まれ体験 
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無事故・無災害事業所の実現のために

防災訓練

　伊勢崎事業所は、事業所内での火災や有害物質漏洩等の緊急事態が発生した場合に
備え、事故の拡大防止、消防等行政機関への通報、避難を含めた訓練を定期的に行って
います。
　また、２０１５年度は伊勢崎市消防本部のレスキュー隊にご協力を頂き、反応釜(製造設備）内
の清掃作業中に、熱中症や酸欠により作業員が動けなくなった状況を想定した
救出訓練を行いました。

□総合防災訓練

□救出訓練

□流出事故訓練

公設消防の指導による放水訓練 現地対策本部 負傷者発生を想定した訓練 

事前打合せ 製造設備からの救出訓練 製造設備からの救出訓練 

流出液回収訓練 現地対策本部 訓練進行の様子 
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環境保全のために

環境負荷低減への取り組み

　伊勢崎事業所は、合成樹脂を製造するために、原料、資材や電気・天然ガス等の
資源やエネルギーを消費します。
　また、生産活動に伴って、排ガス・排水・廃棄物等の環境負荷が発生するため、
環境に及ぼす影響を継続的に低減することに取り組んでいます。
伊勢崎事業所は、環境マネジメントシステムを構築し、２００３年８月にＩＳＯ１４００１
認証を取得しています。

８６８８トン

８６８８トン

８６８８トン

ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量

ＣＯＤ：化学的酸素要求量

ＳＳ　：浮遊物質

２０１５年度

ばいじん排出量 

          ０．８トン 

 
（２０１５年１月～２０１５年１２月） 

硫黄酸化物排出量 

            １．８トン 

 
（２０１５年１月～２０１５年１２月） 

産業廃棄物 

        ６６０トン 
 
（２０１４年４月～２０１５年３月） 

排水量  
             １,７０３,０８７トン 

ＢＯＤ ３．１トン 

ＣＯＤ ６．２トン 

ＳＳ  ２．６トン 
（２０１５年１月～２０１５年１２月） 

窒素酸化物排出量 

            ５．７トン 

 
（２０１５年１月～２０１５年１２月） 

 

製品 
  

二酸化炭素（ＣＯ2）排出量 

エネルギー起源  １０,８５６トン 

非エネルギー起源 ８,６８８トン 
（２０１４年４月～２０１５年３月） 

 資源消費  環境負荷 

出 荷 

大気への排出 

水域への排出 産業廃棄物処理 
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環境保全のために

環境負荷データ（大気関係）

　 伊勢崎事業所から大気中へ放出される大気汚染物質には、ボイラーや焼却炉より
排出される窒素酸化物（ＮＯｘ）、硫黄酸化物（ＳＯｘ）、ばいじんがあります。
　 大気への環境負荷を低減するため、２００６年に燃料を重油から天然ガスへ転換し、
ＳＯｘの排出量を大幅に削減しました。
　 尚、２０１５年９月以降、事業所組織の分社化により、発生源はボイラーが主となり
大気への環境負荷は更に低減しています。

環境負荷データ（水質関係）

　 伊勢崎事業所外へ排出される水は、雨水等の一般排水と、製造に使用した冷却排水が
あります。排水は２４時間体制で水質の監視を行って、排水口から事業所外に排出しています。
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。

監視体制（排ガス、排水、臭気、騒音）

　 生産活動にともなう排ガス、排水、臭気、騒音
について２４時間体制で自主監視し、通常と異
なる数値が検出された場合は、警報により
周知され、直ちに処置できる体制になっています。
　 また、監視をするだけでなく、臭気発生源を
囲い込み、排ガス処理装置へ導くなどの低減
措置も行っています。

事業所外へ排出する水門
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廃棄物環境負荷の低減

　 伊勢崎事業所から排出する廃棄物は、
２０１５年９月のフェノール樹脂事業分社化に伴う
る焼却炉の移管により増加していますが外部処理
する廃棄物の有効利用を進め、２０１１年から
ゼロエミッション（最終埋立処分率１％以下）
を継続しています。

ＰＲＴＲ対象物質の排出量

　伊勢崎事業所では、該当物質（スチレン、
トルエン、フェノール、ホルムアルデヒド等）
の排出量等を把握し、排出量の抑制に
取り組んでいます。

アルミ缶リサイクル活動

　 昭和電工グループは、グループ全体でアルミ缶
リサイクル活動に取り組んでいます。アルミ缶の
リサイクルはアルミ資源の有効活用に加え、アルミ
ニウム製造時の電気使用量も原料鉱石から生産
する場合に比べて９７％削減することができます。
　 伊勢崎事業所では２０１０年１０月より回収
活動を開始し、２０１３年からは近隣自治会で分別
回収されるアルミニウムの回収も開始しました。

　 得られた収益は社会貢献活動に活用し、自治会
への還元や地元の福祉団体などへ寄贈しております。
２０１５年度は地元の小学校へラミネーターと書画
カメラを寄贈しました。

0

50,000

100,000

150,000

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 

(缶) アルミ缶回収量 

ラミネータ―と書画カメラの寄贈 

39% 

30% 

19% 

9% 3% 

2014年度主要排出物質内訳（大気・水域合計） 

（2014年4月～2015年3月） 

ホルムアルデヒド 

フェノール 

スチレン 

トルエン 

その他 

 
総排出量 

４．１トン 
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地域・社会とのコミュニケーション

事業所見学の実施

　 伊勢崎事業所では、地域の方と従業員の家族の方に向けての事業所見学会を毎年交互
に行っております。
　 ２０１５年は１０月に近隣の三地区の方々を対象に事業所見学会を行いました。
　 また、７月には伊勢崎市内在住の小学生親子を対象とした伊勢崎市主催のイベント
「Ｍａｄｅ　ｉｎ　いせさき企業・工場　親子見学会」に工場見学受け入れ企業として参加しました。

□事業所見学会

□Ｍａｄｅ　ｉｎ　いせさき企業・工場　親子見学会

15 
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5 

81 

10 
5 

２０１３年（前回） 

全く臭わない 

あまり臭わない 

やや臭い 

臭い 

非常に臭い 

製造設備をご紹介 

排水設備見学 

地域のみなさんと記念撮影 研究開発の現場をご紹介 

製造設備をご紹介 末端製品をご紹介 

事業所内の臭気が減少しているという感想をいただきました 

小学生親子のみなさんと記念撮影 伊勢崎事業所紹介 製造設備見学へ出発 
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地域社会への貢献

□様々なイベントに出展して企業アピール

　 ２０１５年３月　「いせさき銘仙の日」
   ２０１５年５月　「第６４回利根川水系連合・総合水防演習」
   ２０１５年１１月　「Ｍａｄｅ　ｉｎ　いせさき　製品展示会」

　 昭和電工について多くの方に知っていただくために、２０１５年は３つのイベントに企業
ブースを出展し、昭和電工グループの様々な製品を多くの方にご紹介しました。
多くの方にご紹介させていただきました。
　 今後も昭和電工グループが社会貢献企業であることを市民の皆様に発信し、地域から
信頼される事業所を目指してまいります。

□韮川をきれいにする会への参加
　 伊勢崎事業所からの排水は、韮川を経由して利根川
へと流れていきます。事業所にとって関わりの深い大切
な川です。
　 ２０１３年より、近隣自治体会が主催する「韮川をきれ
いにする会」の活動に伊勢崎事業所有志が参加して
います。自治会の方々と親睦を深めながら、普段
お世話になっている川の清掃活動に積極的に参加
しています。

□事業所納涼祭
　 伊勢崎事業所はアイカＳＤＫフェノール（株）と共催で、２０１５年９月に納涼祭を行いました。
　 近隣住民の方々及び従業員・ご家族・協力企業の方、約４００名の方に参加を頂きました。

いせさき銘仙の日に植物工場を展示 総合水防演習に防災製品を展示 製品展示会に自動車部材を展示 

韮川緑地帯の草刈りの様子 

近隣地区による催し「富塚町銭太鼓」 部署対抗競技の勝者にエール 出店でお子さんとふれあい 
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従業員の交流

従業員の健康増進

□労使合同球技大会開催
　 伊勢崎事業所と昭和電工ユニオン伊勢崎支部の共同開催で、初となる労使合同球技大会
が行われました。
　 バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、ドッジボールの５種目を行いました。

□健康指導会
　 栄養指導、体組成測定、運動実践の内容で健康指導会を行いました。
栄養指導では、実際にバランスのよい昼食をいただきながらご飯の適正量を体験し、
　 できるだけゆっくり食べるよう指導がありました。運動指導では真剣に取り組み沢山の汗をかき
楽しい時間を過ごしました。

□ソフトボール大会
　 伊勢崎事業所では毎週水曜日に「ノー残業デー」を推進しています。
ノー残業デーの夕方にソフトボールで汗をながしました。

気持ちのよい汗をかいた後の一枚 ドッジボールは一番盛り上がりました 若手に負けずに頑張りました 

普段食べ過ぎていることが判明 昼食会のメニュー 食後の運動指導 

長打をねらって真剣です フライを取って思わず笑みが 気持ちのよい汗をかいた後の一枚 
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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　伊勢崎事業所　総務グループ

　 　　　　　〒３７２－０８３３　　群馬県伊勢崎市富塚町１０１９
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