
大分ＲＣレポート2016 

昭和電工株式会社大分コンビナート 

環境・安全の取り組み／社会との関わり 
社会貢献企業実現に向けて 



ごあいさつ 

 平素は大分コンビナートの事業活動にご理解とご協力を

賜り、感謝申し上げます。第10回目となりますが、「大分

ＲＣ（レスポンシブル・ケア＊注）レポート 2016」をお届け

いたします。 

 当社は「国際社会の一員としての責任を果たす」を経営

理念に掲げ、その達成のために「レスポンシブル・ケアに関す

る行動指針」を定めています。大分コンビナートでは、年初

にレスポンシブル・ケア行動計画を定め、その実績を評価し

て次年度の計画に反映し、継続的改善を図っております。 

 大分コンビナートの2016年度の最重要課題は、『コンプライアンスの徹底と「安全・安定・安心プ

ラント」の実現』です。 

 安全・安定操業が、供給責任を果たすうえでの大前提であると同時に、競争力の基盤であることを

再度認識し、行政関係の皆様方のご指導、地域の皆様方のご支援を受けながら、着実に諸課題

を解決していく所存でございます。 

 当社グループ全体の活動は、「昭和電工グループ CSR＊注レポート」 として毎年公開しております

が、大分コンビナートのレスポンシブル・ケア活動について、2015年度の実績と最近のトピックスをまとめ

たものが当レポートです。 

 当レポートの内容の主なものは、環境保全への取り組み、産業廃棄物の削減及びリサイクル化、 

化学物質の排出削減、保安防災の取り組み、労働安全等の取り組み、品質保証に対する取り組み、 

地域とのコミュニケーションなどです。 

 当レポートをご覧いただき、皆様方のご意見、ご感想をいただければ幸甚でございます。 

                     

昭和電工株式会社 大分コンビナート代表 

                   

レスポンシブル・ケア、CSRとは 

レスポンシブル・ケア：化学物質を扱う事業者が、化学物質の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルに 

              わたって「環境・安全・健康」を確保し、その改善を図っていく自主保全活動 

ＣＳＲ：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的責任のこと。 

      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。 
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●優良危険物関係事業所 消防庁長官表彰 

 受賞 

2016年6月6日、平成28年度危険物安全大会が開催され、コン
ビナートのユーティリティー部門が、優良危険物関係事業所消防庁
長官表彰を受賞しました。 
この表彰は、自主的かつ積極的に危険物の安全管理の推進に努
めるとともに危険物の保安に関する行政の推進に協力し、国民生
活の安全の保持に顕著な功績のあった事業所に贈られるものです。 

（ユーティリティー部門の皆さん） 

●安全優良職長厚生労働大臣顕彰 受賞 

2015年1月13日、平成26年度安全優良職長厚生労働大臣顕
彰式典が開催され、コンビナート製造部門の運転員が、安全優良
職長として厚生労働大臣より顕彰されました。 
この顕彰は、高い安全意識を持って適切な安全指導を実践してき
た優秀な職長等を顕彰して、企業内外における評価を高め、安全
の活性化を図ることを目的とした制度です。 

●「コンビナートシンポジウムin大分」開催 

2016年1月20日・21日、九州経済産業局・大分県・大分市・大
分コンビナート企業協議会主催の「平成27年度コンビナートシンポ
ジウムin大分」及び見学会が大分市で開催されました。 
シンポジウムには国内のコンビナート企業各社、経産省や自治体等
の行政機関、大学など、産官学の関係者約180名が集まり、石油
精製・石油化学業界の現状と将来展望に関する講演や大分県で
の取り組みの紹介、パネルディスカッションが行われました。パネルディ
スカッションには竹内大分コンビナート代表がパネリストとして登壇し、
昭和電工の取り組みを紹介するとともに、国内外戦略・環境問題
対応・地元経済への貢献などについて他のパネリストと討論しました。
日本のコンビナートを取り巻く状況は、国内需要の減少や海外との
競争激化に対応するため変革期を迎えています。今後もこのような
機会を通じ、コンビナートの持続的な発展のため、さらなる連携により
競争力の向上を図ってまいります。 

（パネルディスカッションの様子） 



 
昭和電工グループ環境方針 

環境に配慮したコンビナート運営 

 ISO14001の認証 

大分石油化学コンビナートを構成する昭和電工グループは、地球環境と地域に調和した環境改善に努めます。 

１．その活動、製品及びサービスに係わる環境影響の評価を行い、環境負荷の低減を目指し、環境保全に努め 

   ます。 

２．環境に関する法規制・協定等を遵守し、環境汚染の予防に努めます。 

３．地球環境問題についても、下記を重点項目として積極的に推進します。 

  ・省資源・省エネルギー 

  ・廃棄物の減量・再資源化 

  ・化学物質の排出削減 

  ・温室効果ガスの排出削減 

４．事業活動を通じて、関係諸官庁・地域住民とのコミュニケ－ションを図り、地域社会に貢献します。 

５．目的・目標及びレスポンシブル・ケア行動計画を設定し、定期的に見直し、製品の開発から廃棄に至る全ての 

   過程における環境管理活動のシステムとパフォーマンスの継続的な改善を図ります。 

６．広報活動及び環境教育を通じて全従業員に環境方針を周知させ、環境に関する意識向上を図るとともに、 

   協力企業従業員へも環境方針を伝達し、理解と協力を要請します。 

 環境モニター制度 

2 

環境 

ISO14001の認証を受けています 

ISO14001とは環境マネジメントシステムの国際規格であり、 

企業等組織がその活動、製品及びサービスが環境に与える影響を 

低減するように配慮し、継続的改善をしていくための「しくみ」のことです。 

昭和電工大分コンビナートでは1998年に認証取得しています。 

環境モニター制度を導入しています 

コンビナートの環境面でお気付きになったどんな小さなことでも、 

遠慮なく情報をお寄せいただくことを目的とした制度です。 

16名のモニターの皆さんと定期的に連絡をとらせていただくことで 

コミュニケーションの充実を図っています。  



資源の利用と環境の負荷 

大分コンビナートの事業活動に伴う 

主な資源の利用と環境への負荷は次のとおりです。 

環境に配慮したコンビナート運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  工業用水 
      751万ｍ３/y 
   (ﾃﾞｰﾀは昭和電工㈱単体） 
 

原材料 
  （ナフサ等） 
    254万t/y 
 

エネルギー  
(原油換算) 
600,903kL/y 

大 

分 
コ 

ン 

ビ 

ナ 

ー 

ト 

大気放出 
CO2     1,144kt/y 
SOx *注   101t/y 
NOx *注    993t/y 
ばいじん     7.3t/y 

製品 
ｴﾁﾚﾝ 
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 
酢酸ﾋﾞﾆﾙ 
ｱﾙﾐ加工製品 

排水負荷 
COD*注  58t/y 
全窒素   28t/y 
全りん       1t/y 

 産業廃棄物 
 大分ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ外排出 
        1,223t/y 
（うち埋立処分量24ｔ/y) 

               
（ﾃﾞｰﾀは昭和電工㈱単体） 

大分ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ 
内部有効利用1) 

（ﾃﾞｰﾀは昭和電工㈱単体） 
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環境 

1)：生産活動に伴って発生する製品以外の生成物、 
    廃熱や廃棄物を大分コンビナート内の他の施設の熱源等に利用しています。 

SOx, NOx,CODとは 

SOx：有害大気汚染の指標。硫黄を含む燃料を燃焼する場合に発生する。呼吸器系に影響がある。 

NOx：有害大気汚染の指標。燃料や廃棄物燃焼時に空気中の窒素（N2)が酸化して発生する。光化学スモッグの原因になるともいわれている。  

COD：水質の指標。水中の有機物を酸化するために必要な酸素量を示したもの。 



環境負荷低減の取り組み 
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環境 

 大気汚染物質・水質汚濁物質排出量の推移 
 大気汚染物質のSOxは2000年比約91%減少、NOxは約18%減少しました。 
  NOxは生産量増加に伴い、2014年と比較し排出量は増加しました。 
 主に水質の有機物による汚れ具合を示すCODは、2015年にCOD負荷の大きいプラントを 
 停止したことによりCOD発生量が大きく減少した結果、2000年比約58％となりました。 
   

 環境監視体制 

大分コンビナートでは、排水・大気・臭気・騒音・
に関して、24時間常時監視を行っています。通常
と異なる数値が検知された場合は、パトロールや、
各プラントからの報告で状況確認し、必要な措置
を行う対応をとっています。 

  

2000年（基準年） 2000年（基準年） 

（昭和電工㈱単体） （昭和電工㈱単体） 



 CO2削減の取り組み 

 省エネルギーの取り組み 

（昭和電工㈱単体） 
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環境 

大分コンビナートでは、温室効果の大きいCO2

排出量の削減に取り組んでいます。 
2015年度はプラント稼働率が上昇したため、
CO2排出量が上昇しました。 
その結果、京都議定書*注基準年（1990年
度）と比較して、CO2排出量が約93.3%とな
り6.7%の削減となりました。 
  

大分コンビナートは、省エネルギーを重要課題とし
てとらえ、生産プロセスの見直し、運転最適化や
熱回収の設備改造等による省エネルギーを推進
しています。 
製品の生産に必要なエネルギー量を示すエネルギ
ー原単位＊注は、弊社プラントとＮＳスチレンモノマ
ー㈱殿のプラントとの間で、SII*注の複数事業者
間の省エネルギー事業*注を実施しており、2013
年度からエネルギー原単位の低減効果が顕現し
ています。2015年度は稼働率が高かったため、エ
ネルギー効率が高くなり、1990年度と比較し、
15%削減となりました。 
  

京都議定書、エネルギー原単位、SIIとは 

京都議定書：気候変動枠組条約の目的を達成するため、京都で開かれた第3回締約国会議(COP3)にて採択された議定書のこと。 

温室効果ガス排出量について数値目標を国別に設定した。1990年を基準とした場合の、2008年～2012年の間の日本の削減目標は6%。 

エネルギー原単位：製品を製造するときの使用エネルギー量を製品生産量で割ったもの。小さいほどエネルギー効率がよく、環境への負荷が 

            小さくなる。 

SII：一般社団法人環境共創イニシアチブ（Sustainable open Innovation Initiative）の略称。環境・エネルギー制約及び経済的社会的環境
の変化から生じる課題解決に向け、オープン・イノベーション等をもって、技術革新と市場創出を主導することを目的とする一般社団法人 

     複数事業者間の省ｴﾈﾙｷﾞｰ事業：複数の事業場間でエネルギー等を相互融通し、エネルギーの効率化を図ることを目的としたSIIの事業 

1992-1994年度平均 

環境に配慮したコンビナート運営 

地球温暖化防止・省エネルギー 
への取り組み 

1990年度（基準年） 

6.7%減 

15%減 

（昭和電工㈱単体） 



廃棄物管理の取り組み 

 廃棄物削減 

 廃棄物処理の管理 
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環境 

発生した廃棄物の約半数は場内にある鶴崎共同動
力㈱によって焼却処理され、大部分はサーマルリサイク
ルされます。残りの廃棄物については、外部へ処理委
託を行い、適切な処理を施し、一部はセメント原料や
道路舗装材料等として再生しています。 
  
外部へ廃棄物処理委託する場合には、①~③の手
順を社内規程で定め、廃棄物が適正に処理されるよ
うにしています。 
 

 ①委託処理業者に廃棄物の性状等の情報   

  を提供し、処理方法について情報交換する 

 ②処理前に委託処理業者の施設を訪問し、       
  処理方法や保管状況の確認を行う 
 ③処理が適切か社内審査を行う 
  
委託後も、定期的に委託先業者を訪問し、処理状
況の確認に努めています。廃棄物管理状況や処理状
況が不適切と判断した場合は、委託を打ち切るなどの
処置を行い、環境汚染、事故等を起こさないよう管理
をしています。 
 

   

大分コンビナートの生産活動によって生じる 
埋立処分廃棄物の削減に取り組んでおり、ゼロ
エミッション（廃棄物発生量に対する埋立処分
率1%未満）達成を目標としています。 
 2013年度、2014年度は新規プラント建設や
大型定期修理等の影響で増加し約0.8～
0.9%となりましたが、ゼロエミッションは継続して
います。 
2015年度は埋立処分量の削減検討を行い、
一部の埋立処分廃棄物は、中間処理を実施後
有効利用を開始しました。これによって、埋立量
は減少しました。 
これからも廃棄物及び埋立処分量の削減を推
進してまいります。 
  

   

（昭和電工㈱単体） 

産業廃棄物処理場の現場監査を行っています 

産業廃棄物処理委託先を訪問し、委託している産業廃棄物が
適切に処理されているかを定期的に確認しています。 

2000年（基準年） 

埋立処分率目標 



化学物質排出管理の取り組み 

 化学物質排出量推移 
  

 

 PRTR*注対象物質排出管理 
  

（昭和電工㈱単体） 
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環境 

 大気への排出 
        11t/y 
 

 2015年のPRTR対象物質の排出状況を示します。 

  

  

PRTRとは 

PRTR： Pollutant Release and Transfer Registerの略。化学物質排出移動量届出制度のこと。有害性のある多種多様な化学物質が、どのよう
な発生源から、どのくらい環境に排出されたか、 あるいは 廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する
仕組み。化学物質排出把握管理促進法に基づく報告等が定められている。 

大分コンビナートでは、化学工業企業の責任と
して化学物質の排出管理・排出量削減に積極
的に取り組んでいます。 
大気への排出や廃棄物に含まれて排出される
化学物質削減のため、製造工程を見直したり、
洗浄吸収塔で吸収し焼却炉で燃焼処理を行
うなどの対策を行っています。 
一例として、PRTR対象物質の大気への排出
量と、生産工程で発生する廃棄物として排出さ
れる量の推移を示します。PRTR対象物質を含
む廃棄物のほとんどは場内の焼却炉で焼却処
理を行っています。 
  

産業廃棄物として 
（ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ内処理） 
         約2.8t/y 
 
 

産業廃棄物 
として 
      0.008t/y 
 
 

 公共用水域 
 への排出 
            0t/y 
 

 土壌への排出 
          0t/y 
 

環境に配慮したコンビナート運営 

（昭和電工㈱単体） 



大分コンビナート保安管理方針 

安全で安心できるコンビナートを目指して 

 設備保全活動 

大分コンビナートは保安管理方針を定めて、周辺地域から信頼されるように保安確保を徹底します。 

１．保安管理目標やその達成に向けた保安管理計画を策定して保安管理活動を実施します。保安管理目標や保安 

   管理計画は定期に見直します。 

２．保安管理活動結果を定期に評価し、保安管理システムの必要な見直しを行ってシステムの継続的改善を図ります。 

３．事業活動において保安に影響を与える潜在的な危険源を特定し、事故の予防を行います。 

４．高圧ガス保安法をはじめとする保安関係法令や関連規程類を遵守します。 

５．緊急事態を想定して予防措置や緩和措置を講じ、防災体制を維持向上させ防災訓練に努めることによって 

   非常時に備えます。 

６．すべての就業者に保安管理方針の周知を行い、安全教育によって保安意識の高揚を図ります。 

７．保安管理活動を通じて関係諸官庁や地域住民とコミュニケーションを図り、地域社会の安全を確保します。 
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保安 

防災 

【地震対策に関して】 
 大分コンビナートでは、過去に国内各地で発生した大地震を契機として、設備の耐震対策を積極的に実施して
います。 本年4月16日に発生した「熊本・大分地震」において、大分県中部で「震度5弱」、コンビナートでも「加
速度72.8gal」を観測しましたが、各プラントの設備、生産活動への影響は無く、安定した運転を継続しています。
大地震の際に問題となる浮き屋根式タンクのスロッシング＊注についても、既に必要な対策を完了させており、その結
果、今回の地震においてもスロッシングによる浮き屋根の破損や、浮き屋根上への内容物の漏洩等のトラブルは発
生していません。 
 今後も大分コンビナートは、今回の地震の結果に安心することなく、「南海トラフ大地震」に備えるべく、設備全体
の耐震検討を更に進め、設備災害の未然防止の強化に努めてまいります。 

スロッシングとは 

スロッシング：容器内の液体が外部からの比較的長周期な振動によって搖動すること。 

浮き屋根式屋外タンク シーバースに着桟した船よりナフサを受入れ 



 防災訓練 

9 

安全で安心できるコンビナートを目指して 

保安 

防災 
緊急時対応力強化 

 コンビナート地区における「事故・災害」を想定し、日常的に防災訓練を行っています。2015年度は総合防
災訓練を2回実施し、その内1回は、大分市東消防署と連携した訓練も行いました。大分コンビナート非常
対策組織と関連する公設機関との連携がスムーズに行われました。  

    （以下の写真は、2015年12月に大分市東消防署と実施した総合防災訓練の様子） 



昭和電工グループ安全・衛生方針 

大分石油化学コンビナートを構成する昭和電工グループは、安全・衛生に関する改善活動に努めます。 

１．無事故、無災害を目指し、安全をすべてに優先します。 

２．安全・衛生に関する法規制等を遵守します。 

３．安全を確保するため、安全教育の重要性を認識すると共に、運転・設備管理の維持向上に努め、 

   一人ひとりが責任ある行動を行います。 

４．製品や取扱い物質の安全性に留意し、事業活動のあらゆる段階にわたって、化学物質の安全性と関係する 

   人々の健康障害を防止します。 

５．快適な職場の実現を目指すと共に、メンタルヘルスケア＊注及び健康保持・増進活動を積極的に推進します。 

６．事業活動を通じて関係諸官庁・地域住民とのコミュニケーションを図り、地域社会の安全を確保します。 

７．目的・目標及びレスポンシブル・ケア行動計画を設定し、定期的に見直し、製品の開発から廃棄に至る 

   全ての過程における安全管理活動のシステムとパフォーマンスの継続的な改善を図ります。 

８．広報活動及び安全・衛生教育を通じて全従業員に安全・衛生方針を周知させ、安全・衛生に関する意識向上を 

   図ると共に、協力企業従業員へも安全・衛生方針を伝達し、理解協力を要請します。 
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安全 

衛生 

メンタルヘルスケアとは 

メンタルヘルスケア：心の健康の保持増進のための取り組みのこと 

OHSAS18001の認証を受けています 

労働安全衛生を設備投資等の“ハード面”だけではなく、人の側面を考
慮した“ソフト面”を含めて、災害の事前予防を行うことのできる経営管理
（マネジメント）の仕組みを構築していくものです。 

 そのための基準が、OHSAS18001認証規格です。OHSAS18001
規格の基準にのっとり、体制整備することで、第三者認証機関による認
証取得を受けることができます。 大分コンビナートでは2009年に認証を
取得しています。 



 労働災害件数の推移 

 日常の労働安全維持の取り組み 
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安全で安心できるコンビナートを目指して 

労働安全維持活動 
安全 

衛生 

「凡事徹底活動」の取り組み 

不安全行動を行わない文化を醸成するための活動として、「凡事徹底活動」に取り組んでいます。 

不安全行動を起こさないための重要な要素である、「ルール遵守」「エラー防止」「コミュニケーション」を 

身近な行動の中で実践し、緊急時においても安全な行動ができる様、日常の活動の中で取組んでいます。 

（上の写真は、階段の手すりを確実に持って昇降し、躓き防止を促す標示類や凡事徹底に関する標語です） 

2012年から従業員・協力企業従業員の休業・不休災害ゼロを継続しています。 



品質保証に関する取り組み 

お客様から信頼される品質 

 ISO9001の認証 

 2016年度大分コンビナート品質目標 

 品質クレームの推移 

品質 

品質で築く 顧客の信頼 
       ・ISO9001＊注に基づいた、全員参加による品質保証 

       ・業界最高水準の品質確保 

       ・たゆまぬ教育・訓練、啓発活動による品質感度の向上 

 

大分コンビナートでは、品質方針をもとに年度ごとの
品質目標を掲げ、お客様に安心して使っていただけ
る製品提供を目指しています。 

【品質目標】 

  ・事業場内原因クレーム “ゼロ” 

  ・事業場外原因クレーム “ゼロ” 

  ・新規製品の品質クレーム “ゼロ” 
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ISO9001の認証を受けています 

ISO9001とは品質マネジメントシステムの国際規格であり、 

企業等組織が製品の品質保証に加えてお客様満足の向上を 

継続的に改善していくための「しくみ」 のことです。 

昭和電工グループでは1997年5月に認証を取得し、 

2010年5月に1SO9001－2008年度版へ移行しました。  



                              

安全・安定を担う人づくり 

教育に関する取り組み 

●社外発表 
 
業務の改善や効率化に日々取り組んでいます。 
その成果や取り組みは社外でも発表します。 
社外の方にも理解してもらえるように紹介の仕方を
工夫しています。 
 

 

 

 

●職場代表診断 
 
コンビナート代表が率先し、各職場の年度目標の
進捗状況を確認し、意思疎通を図っています。 
代表が確認することにより、各職場の士気が上がり
活気ある場となっています。 

●事業所間交流 
 

事業所間で自主保全活動している内容を紹介
して、互いが有効な手段を修得し、活動の活性
化を図り、設備の信頼性・安全性の向上に取り
組んでいます。 
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人材 

育成 

●若手教育 
 
製造・保全部門などに配属された入社3年目までの
従業員は3年間をかけて、8回の専門技術教育を
受けて、必要な基礎を学び日々の生産活動に従
事しています。最後の教育では受講者全員に3年
間を振り返って1分間のスピーチをしてもらい、成長
度を確認しています。 
 

 

 



地域社会とのコミュニケーション 

地域社会とのコミュニケーション 
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●本場鶴崎踊り大会への 
 参加 
 
四百有余年の歴史と伝統を誇る我が郷土の代表
的民俗芸能である鶴崎踊りを保存育成するとともに
親睦の場として、コンビナート各社の事業場長や従
業員が毎年参加しています。（2015年は大分石
油化学コンビナート、及びうたつみ会で40名参加い
たしました） 

●コンビナート見学会開催 
 
地域の皆様方との相互理解を深め、コンビナートの 
事業に対して更なるご理解をいただくために行って 
おります。 （2015年 4回実施 約122名見学） 
 
その他、国内外の学生のインターンシップ（就業体
験）受け入れも行っています。 

●ＲＣ地域対話・ 
 環境モニター会議の開催 
 
企業として安全・環境の取り組み（自主活動）の 
情報公開による透明性の重視、近隣地域の皆様 
との意見交換を行うことで、地域と企業のつながりを 
深め、相互に共生していくための活動として開催し 
ています。 
●環境モニター会議 
         2015年12月 7日（ 16名参加） 
●第10回RC地域対話 
          2016年 2月26日（192名参加） 
 

社会 

貢献 

ＲＣ地域対話 
の様子 

環境モニター会議 
の様子 



社会貢献の取り組み 
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地域社会とのコミュニケーション 

●出前授業の開催 
 
次世代を担う子供たちに、「理科の不思議、面白さを 
伝えたい」という思いから地域の小中学校に若手技術 
者を派遣し、面白くて不思議な化学実験や環境保全 
の大切さを知ってもらう実験授業を行っています。 
 
      2015年 4校 11回 （生徒 約363名） 

 

●アルミ缶リサイクル活動 
 
環境問題を自分自身の問題と捉え、身近なところでの 
活動を通して社会的責任を果たし、環境を守るために、
従業員によるアルミ缶回収を行い、収益金の一部を
「社会福祉法人焼雲会」知的障がい者の就労継続
支援施設「ウインド」に寄付しました。 
   （2015年 昭和電工大分コンビナート、及び鶴崎共同動力の実績） 

                  ●従業員参加率      100％ 
                        ●回収本数    114,318缶 

●クリーン活動（ゴミ拾い）の 

 開催 
地域の環境美化を目的として、「日本一きれいなまち 

づくり」活動に参画し、コンビナート各社、協力企業が 

一致協力して主にコンビナート周辺道路のクリーン 

活動を実施しています。 

           2015年 1回実施 （495名参加） 

社会 

貢献 



昭 和 電 工 株 式 会 社 
鶴 崎 共 同 動 力 株 式 会 社 

 

お問い合わせ先 
昭和電工株式会社 
大分コンビナート 環境安全部 
Tel：097-521-5131 
Fax：097-521-7738 


