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喜多方事業所長 照田 伸二

昭和電工(株)喜多方事業所は1939年(昭和14年)に昭和
電工(株)の前身である日本電気工業(株)が喜多方の地に
電解工場の建設を始め、1944年(昭和19年)にアルミニウム
の生産を開始して以来、70年以上にわたり、この喜多方の
地で事業を展開してまいりました。

これもひとえに地域の皆様やお客様をはじめとする喜多
方事業所を取り巻く皆様のご支援、ご協力の賜物と感謝申
し上げます。

昭和電工グループでは本年より中期経営計画「Project
2020＋」をスタートしました。「豊かさと持続性が調和する社
会の創造に貢献」することをめざし、CSR(企業の社会的責
任)活動を推進しております。

当事業所でもこの方針に則り、全てのステークホルダーの
皆様に安全・安心・感動をご提供できる事業所をめざし活動
しております。

豊かな自然に恵まれた喜多方の地で事業活動を行うため
に、環境保全、防災、安全衛生、地域貢献等の取り組みを
行っております。

本レポートは昨年の活動実績をまとめたものです。ご一読
いただければ幸いです。

当事業所は今後ともアルミ
合金製品の開発及び製造を
通じて、環境保全に配慮した
事業活動を行い、社会の健
全な発展に貢献していきま
す。
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◆ 実行体制



 

 
 
  

環 境 方 針  
 

[基本理念]  
昭和電工㈱喜多方事業所は飯豊山系の豊かな水の恵みを受け

て広がる会津盆地の北部に位置している。当事業所は、アルミ

ニウム合金製品の開発及び製造を通じて、環境保全に配慮した

事業活動を行い、社会の健全な発展に貢献する。  

 

［基本方針］  
１．環境関連の法規制、その他の要求事項を遵守すると共に技術

的に可能な範囲で、経済性を配慮して自主管理基準を設定 

し、環境の改善に努める。 

  

２．事業活動及び製品の環境に与える影響を的確に捉え、環境目

    的及び目標を設定し、継続的な改善を図る。  

 

３．事業活動が環境に与える影響の中で、特に以下の項目につい

て優先的に活動し、環境保全と汚染の予防に取り組む。  

  ①下流域で、灌漑用水と合流する排出水の水質管理に努める。

②大気の排出管理の向上に努める。  

③事業活動で発生する廃棄物の削減とリサイクルを推進する。

④生産性・収率・品質等の向上により省エネルギー・省資源に

努める。  

 

４．全従業員への教育と啓発活動により、環境保全に関する意識

 の向上を図る。  

 
— この環境方針は、要求があれば社外に公表する —  

２ ０ １ ６年 １月 １日  

昭和電工株式会社 喜多方事業所  

事 業 所 長    照 田 伸 二  
 

(原紙承認済) 



 

 
 
  

労働安全衛生方針  
 

［基本理念］  
昭和電工㈱喜多方事業所は、人間尊重と安全最優先を基本とし

て、アルミニウム合金製品の開発及び製造を通じて、安全・衛

生に配慮した事業活動を行い、社会の健全な発展に貢献する。

  

［基本方針］  
1. 労働安全衛生マネジメントシステムを機軸として、災害及び

疾病予防を実行すると共に、労働安全衛生マネジメントシス

テム及びそのパフォーマンスを継続的に改善する。  

 

2.労働安全衛生関連の法規、その他の要求事項を順守すると共

 に、技術的に可能な範囲及び経済性を配慮して、安全確保に

向けた管理面、設備面の改善を図る。  

 

3.ＲＣ行動計画書に基づき、リスクアセスメントを徹底し、重

大リスクの低減活動を推進する。  

 

4.全従業員への教育と啓発活動により、労働安全衛生に関する 

意識の向上を図る。  

 

 

 
— この労働安全衛生方針は、要求があれば社外に公表する —  

 

 

２ ０ １ ６年 １月 １日  

昭和電工株式会社  喜多方事業所 

事 業 所 長  照 田 伸 二  

 
（原紙承認済） 



２０１５年の排ガス測定値

※Ｈ１２．１月に改正されたダ
イオキシン類対策特別措置法に
より新たに設置された設備は新
規制値を適用しています。

大気汚染防止法に基づき、
ＳＯx、ＮＯx、ばいじんは年に
２回、ダイオキシンは年に１回
測定しています。

法規制値を大幅に下回る数
値で推移しており生活環境の
保全に努めています。

騒音の規制基準は、「第４種
区域の工業専用地域」に該当
し、年に１回測定を行っていま
す。

定められた基準を超えないよ
う努めています。

２０１５年の騒音測定値

BOD：生物化学的酸素要求量
COD：化学的酸素要求量
SS ：浮遊物質量

工場から排出される工業排
水は、毎月１回水質測定を行っ
ています。

事業所からの排水は農業用
の水源として利用されているた
め適正に管理を実施していま
す。

◆ 大気

◆ 騒音

◆ 水質

項目 単位 実績値 規制値

SOx K値 0.006～2.1 17.5

NOx ppm 27未満～130 180

ばいじん ppm 0.01未満～0.04 0.2

ダイオキシン
（旧規制値）

ng-
TEQ/㎥

0.00000066～2.8 5

ダイオキシン
（新規制値）

ng-
TEQ/㎥

0.012～0.068 1

朝・夕 昼間 夜間

規制基準値 60ｄB以下 65dB以下 55dB以下

測定結果 49ｄB～59ｄB 46ｄB～58ｄB 46ｄB～53ｄB
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２０１５年喜多方事業所排水分析値

BOD 分析値 COD 分析値 SS 分析値
BOD・COD規制値 SS規制値
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◆ 産業廃棄物量の削減

◆ 省エネ

◆ アルミ缶リサイクル活動

缶

アルミ缶回収量
２００２年からアルミ缶のリ

サイクルに取り組んでおり、
事業所内や従業員の家庭ま
たはその地域団体から発生
する使用済アルミ缶を回収し
収益金を得ています。その
収益金は地域団体へ還元し
たり、外部団体へ寄付したり
しています。

事業所では、産業廃棄物
の有価物化及びリサイクル
の推進により産業廃棄物排
出量の削減に取り組んでい
ます。

３年間で約３５％産業廃棄物
排出量を削減!!
埋立量も約４０%削減!!

産業廃棄物排出量の推移
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※エネルギー原単位とは？

単位量の製品などを生産するのに必要な電力・熱（燃料）などエネルギー消費量の総量のことで、一般に、省エ
ネルギーの進捗状況の指標として使用されます。エネルギー原単位の値が小さいほど、省エネルギーが進んで
いるといえます。

生産性・収率・品質等の向
上や既存設備の改善を行い
省エネルギー・省資源に努め
ています。また、事務所、工
場内天井灯の照明を今後、Ｌ
ＥＤ化する予定です。

エネルギー原単位推移
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２０１５年は生産量の減少及
び生産性の悪化、品種構成の
変化によりエネルギー原単位
が若干上昇しました。

(t
)



事業所敷地内から発生する恐れのある黒煙や臭気を早期に発見し、対応できるよう
溶解炉煙突には黒煙センサー、臭気の発生源を調べるための風向風速計を敷地境
界に取り付け、煙や風向きをカメラやモニターの確認などで常時監視しています。

臭気【風向風速計・監視モニター】

黒煙【監視カメラ・黒煙センサー・監視モニター】

◆ 大気（黒煙・臭気）監視体制

工場北側の風向風速計

溶解炉煙突の監視カメラ

溶解炉煙突の黒煙センサ－

風向風速監視モニタ－

溶解炉煙突の監視モニター



事業所内の排水経路にｐH計・油膜計・濁度計を設置して常時監視を行っています。
また、２系統ある排水経路には、異常排水があった場合には自動的に動作する緊急
遮断弁(ロトルク)を設置しており、異常排水を保留池へ移送する仕組みとなっていま
す。

排水経路に設置された各監視計

執務室に設置された排水記録計と監視モニター

◆ 排水監視体制

異常時緊急遮断弁(ロトルク)

ｐH監視計

油膜監視計

排水記録計と監視モニター 執務室で常時監視

記録計で異常の
無い事を

確認・記録!!

最終排水口を確認す
る監視モニター!!



◆ 排水異常時等緊急事態対応訓練

事業所では、事故及び緊急事態の発生を予防するとともに、万が一発生した場
合の環境への影響を緩和し、かつ排水経路に異常な排水が流入しないよう、緊急
備品の準備及び対応手順を確立して訓練を実施しています。

漏洩箇所からの油拡散を防ぐ訓練

６月１７日に取引企業１２社出席の下、安全会議を開催し、同時に場内での油流出
事故を防止するための油漏洩防止訓練を実施しました。こうした取り組みを継続的に
実施し、事故を起こさないよう安定操業に努めていきます。

取引企業様協力で行われた油漏洩防止訓練

土嚢と吸着マットを運搬する訓練



◆ 工場排水地下浸透防止対策

事業所では環境負荷低減の取り組みとして、工場排水の地下浸透を防ぐための工事
を計画的に実施しています。

２０１５年は西側排水路の対策工事を行いました。防水シート埋設及び自然石籠マット
の設置によりコンクリート構造物の使用を抑え、自然に調和した景観を実現しました。

また、事業所から流れる工場排水は下流域にある地域の方々の農業用水として使用
されていることもあり、日頃から環境問題を起こさないように監視しています。今後も、万
が一の事故を防ぐための工事を行い、環境負荷低減に努めて参ります。

施工箇所全体 自然石を使用した籠マット

９月の全国防災月間に際して、９月１６日に従業員と場内協力企業６社を含む、総勢
２２０名が参加して「総合防災訓練」を行いました。
震度５強の地震が発生した事を想定し、本番さながらの
避難・点検・救助等の各種訓練を実施しました。

負傷者の救出訓練

自衛消防隊の出動訓練

対策本部で情報を集約!! 反省会の様子

場内放送で地震発生が伝えられると、出勤者全員が各
避難場所へ避難し、安否確認が行われました。

本事務所の緊急対策本部では、従業員安否の把握、
緊急事態の把握・指示訓練などにあたりました。訓練終
了後には反省会を開催しました。

今後とも、万が一への備えを具体化していきます。



２００８年の休業災害発生以降、６年間休業・不休災害ゼロを継続し、（一社）日本
化学工業協会より無災害事業所として３年連続して確認証を頂いてきました。２０１５
年は、安全管理の充実徹底に努め極めて優れた安全成績をおさめたということで優
秀賞を頂きました。

しかし残念ながら同年の１２月に外部協力企業の方に災害を発生させてしまいまし
た。今後は今まで以上に事業所全体で安全管理の向上に努めていきます。

（一社）日本化学工業協会
からいただいた優秀賞

◆ 労働災害発生状況（従業員・協力企業）
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◆ 社内特別教育『フォークリフト実技訓練』を実施

事業所では、以前からフォークリフトの安全運転操作の欠如
により、災害には至らないまでも物損などの「ヒヤリ」が発生し
ていることを受け、再発防止の視点でフォークリフト実技訓練を
行いました。

フォークリフト運転資格取得時の運転技能講習と同じ実技訓
練用コースを場内に設置し、交替勤務者が参加しやすいように
スケジュールを配慮し、訓練を1日当り3回開催しました。

1回当たりの参加人数は 大5名とし、講習時間は1.5時間と
しました。

訓練は実技チェック表を使用し、正しい運転方法・基本心得
の再認識・フォークリフト運転技術の向上の項目について確認
し、終了後には参加者から
・「安全確認を忘れてしまった。」
・「基本を大切にして運転したい。」
・「今後は、より慎重に運転をしたい。」
などの感想がありました。

今後も些細なヒヤリも見逃さず、安全を追求していきたいと思
います。 実技訓練の風景



◆ 「喜多方いきいき健康づくりプラン」講演会実施

質問に解り易く回答する講師

生活習慣病改善へ手がかりを得る

８月２５日、会津保健所主任栄養士・小針講師を招
き、 健康講演会を開催しました。

事業所健診で血中脂質、血圧、肝機能の３つの有所
見率が本年も高かったことから「食生活と生活習慣病
について」を講演テーマとしました。

脂質の取りすぎは肥満になりやすく、動脈硬化や脂
質異常症（高脂血症）の原因
になること、また食塩の取りす
ぎは高血圧や胃癌になりやす
くなること等、普段の食生活か
ら注意することの大切さを学び
ました。疾病予防につながる
大変有意義な講演会でした。

10月22日、喜多方市内にある(医)昨雲会飯塚病院の臨床心理士・星講師をお招きし
「ラインケアとセルフケア」と題してメンタルヘルス講演会を実施しました。

ご講演では、メンタルヘルスをめぐる社会状況や、「ストレスとは何か」について概要
をご説明頂いた後、管理職が取り組む職場支援である「ラインケア」、働く人自らが自
身の心の健康をチェックする「セルフケア」について、ご説明いただきました。

「ラインケア」の説明では、管理職自らが心に余裕を持っていないと支援は行えない
ことを特に強調されていました。

「セルフケア」を行うための手がかりとして、参加者全員が各自「ストレスチェック」
「コーピング特性簡易尺度」の測定に取り組みました。「コーピング特性簡易尺度」は、
ストレスに対する自分の対処の方向性を示すもので、「気分転換」「解決のために人に
相談する」など、様々な対処方法の中から、自分にとってどの方法が適しているのか
知ることができます。参加者は、職場での自分の立場を踏まえながら回答に取り組
み、それぞれの「セルフケア」の手がかりをつかもうとしていました。

今後も事業所で働く皆さんの健康を増進する取り組みを推進していきます。

・・・食生活と生活習慣病について（外部講師１回目）・・・

講演会でも身体を動かしリフレッシュ

・・・メンタルヘルス講習会について（外部講師２回目） ・・・

熱心に講演内容を聞く参加者ストレス・チェックシートで自己診断



◆ 「太陽光発電所竣工セレモニー」開催

９月８日、事業所敷地内にて太陽光発電所の竣工セレ
モニーが開催されました。

この発電所は、会津電力(株)様の要請により事業所内
遊休地に建設したものです。会津電力(株)様は、『自然エ
ネルギーを活用し、地域の自立を目指す』という理念を掲
げ、会津地区で２０か所を超える太陽光発電を手がけて

おり、今後は水力発電やバイオマスエネルギーの活用な
ども計画されているとのことです。

今後とも、地域の発展に向け、皆様との関係を深めてい
きます。

テープカットの様子

事業所では、定期的に事業所周辺の清掃を実施しています。

３月３０日は雪解け後の清掃を実施しました。清掃当日は、久々の作業となるため、作
業前の安全ミーティングを行い、想定されるリスクとそれを防ぐための行動目標を一人
一人出し合いました。

歩道や駐車場には、飲料缶やペットボトルが散乱している他、飛ばされてきた可燃ゴ
ミもたくさんありました。

◆ 事業所周辺の清掃活動

６月１５日には、普段行っている清掃エリアを少し拡大し、会社から喜多方駅前までの歩
道（約１キロ）を清掃しました。

線路沿いの排水溝には、上流より流れてきたと思われる枝や板、布やビニール袋、中に
は３メートルもあるホースなどのゴミが溜まり、水の流れを悪くしていました。今回は、この
排水溝を重点的に清掃し、水の流れも改善され、とてもきれいになりました。

今後も、継続的に美化活動等を実施していきます。



◆ 工場見学会開催～近隣６行政区役員の皆さん来場

７月１１日、近隣行政区役員(６行政区・２０名)を対象とした工場見学会を実施しま
した。

照田事業所長の挨拶の後、事業内容の説明、安全・環境対策の説明を行いまし
た。工場見学では、大気の排出管理システムのひとつである溶解炉の黒煙センサー
や排水管理の状況をご紹介し、鋳造、鍛造、押出の製造ラインを見学していただき
ました。

見学のあとは、喜多方事業所の６０年史より抜粋した工場建設時から現在までの
工場や周辺の様子が分かる写真をスライドでご紹介し、現在と昔の状況を比べてい
ただきました。昼食を摂りながらの意見交換では、地域の方からは、
・「場内の排水経路に泳いでいる鯉の姿で水質管理の状況が分かった」
・「アルミ製品でも、作っている製品が自動車部品関係であることを初めて知った」
などの感想をいただき、ほかにも、アルミ合金に関する様々な質問なども寄せられ、
事業内容や環境への取り組みに関心を持っていただきました。

今後も、地域の皆様に、工場の取り組みを理解していただけるよう努めていきま
す。

生産設備のご説明

食事をしながらの意見交換

事業内容のご説明

喜多方事業所６０年の歩み
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『アルミ太郎』
当社の正門を入ったところにアルミ製の像が置かれております。この像には『アルミ太郎』という

名がついております。「昭和電工のアルミニウムを世界に冠たるものにしたい」という当時の工場
幹部及び従業員の熱い願いのもと、彫刻家の佐藤恒三氏により制作され、1954（昭和29年）年に
設置されました。アルミ太郎が腰掛けているのは、上記の世界に冠たるものにしたいという思いか
ら地球を模したものだといわれています。


