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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。

2016年1月～2016年12月に2017年の情報を付け加えています。

環境データの一部は、2016年4月～2017年3月のものです。

会社概要

大王 宏
1985年11月
460百万円
331名（2016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
設 　 立
資 本 金
従 業 員
拠 点
事 業 内 容

：
：
：
：
：
：

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）

森川 宏平
1939年6月
約140,564百万円
連結　10,561名　単独　3,690名（2016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　

ＣＳＲレポート２０１７の発行にあたり、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。塩尻工場は、四季折々の姿を見せる

日本アルプスを望み、日本海に注ぐ千曲川の源流の地に

あり、富山工場は、豊かな海の幸に恵まれた富山湾に

面し、後ろに立山連峰を望む富山平野にあり、横浜工場

は、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。

本年の目標の一つに「安全・安定操業」の項目を掲げ、

災害・事故「０」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事が、当社の事業活動へのご

理解とご支援をいただける事に繋がると考えています。

当社で製造している製品の多くは素材・部材です。皆様

が直接目にする機会は多くありませんが、社会の発展を

支える必要不可欠な製品であり、当社の製品をお客様へ

安定的に供給する責務があります。

当社が持つ、高付加価値の製品・技術・サービスを提供

し、社会課題解決に貢献する企業を目指します。当社の

活動にご理解いただくとともに、忌憚のないご意見や

ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

オールセラミックスで
日本の機械工業や鉄鋼業の発展を
縁の下で支えていきます。

編集方針

本レポートは、お客様、地域社会、取引先、従業員の皆様を対象に作成して
います。昭和電工グループの考えるCSR、「全社員が、経営理念のもと『私
たちの行動規範』に基づき誠実に行動し、事業活動を通じて社会に貢献する
こと」をご理解いただくためのコミュニケーションツールの一つです。発行
して４年目となる今年は、本冊子を手にとった方に少しでも興味を持って
もらい、素材メーカーである当社がどのように社会とつながっているか、
CSR活動の取り組み事例を挙げながら出来る限りわかりやすく報告する
ように努めています。特集は、「創る安全で労働災害、設備事故、環境トラブ
ルの未然防止に努める」、「地域社会の期待・課題を的確にとらえ、企業活動
で貢献する」、「当社製品が社会の中でどのように使われているか」について
まとめています。

代表取締役社長

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
。

CONTENTS
拠点紹介

■ 拠点紹介

■ あなたのそばにSDC！

p.03／p.04

p.05／p.06

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特集

■ 特集❶ 「創る安全」活動
■ 特集❷ ステークホルダーとの対話

p.07／p.08
p.09／p.10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

組織統治

■ 私たちの行動規範・コンプライアンス
■ 取締役会／監査役監査／遵守評価／内部監査

p.11
p.12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

環境

■ エコ事業所認定／廃棄物適正管理委員会／廃棄物置場
■ リサイクル実例／廃棄物削減の取り組み
■ 環境データ／排出ガスの監視
■ 水質データ／発電設備の紹介

p.19
p.20
p.21
p.22

・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公正な事業慣行

■ CSR調達／CS調査 （顧客満足度調査） p.23・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

消費者課題

■ マネジメントシステムの取得／品質保証体制 p.24・・・・・・・・・・

■ 人権教育／労働組合との対話
　 改善提案制度・ヒヤリハット／熱中症予防教育
■ 緊急事態への対応

●  自衛消防活動　●  消防設備点検　●  緊急時処置訓練　●  備蓄管理　●  防災訓練

p.13
p.14

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 安全教育の取り組み

■ AED講習／場内安全パトロール／安全審査
　 3工場交流会
■ 改善活動  ●  SDK-S活動　●  TPM活動　●  オアシス活動
　 ビジネスマナー
■ 人材育成の取り組み／4S活動への取り組み
　 危険体感教育

●  安全教育　●  安全帯着用教育　●  協力企業への安全教育　●  保護具講習会　●  禁札教育

p.15

p.16

p.17

p.18

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人権・労働慣行

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

■ 地域清掃活動／納涼祭
■ プラスチックリサイクル活動／アルミ缶リサイクル活動
　 工場長表彰の取り組みについて
■ 工場見学会／ストレスチェック制度
　 健康増進の取り組み
■ レクリエーション／次世代育成支援
　 各種施設の開放

■ 2017年 CSR行動計画
■ ＣＳＲレポート２０１６ アンケートの声／編集後記

p.25

p.26

p.27

p.28

p.29
p.30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・



03 04SHOWA DENKO CERAMICS CSR REPORTSHOWA DENKO CERAMICS CSR REPORT

1933年

1943年

1946年

1959年

1969年

1983年

1983年

1987年

10月

10月

10月

4月

8月

1月

11月

1月

日満アルミニウム株式会社として

アルミニウムの製造を開始

日満アルミニウム株式会社を昭和電工株式会社に

吸収合併し昭和電工株式会社富山工場となる

カーバイド、石灰窒素肥料の製造を開始

高炭素フェロクロムの製造を開始

高炭素フェロニッケルの製造を開始

溶融シリカの製造を開始

スポンジチタンの製造を開始

球状アルミナの製造を開始

昭和電工セラミックス  沿革

1988年

1994年

2000年

2006年

2007年

2009年

2014年

2014年

2015年

7月

3月

5月

11月

7月

1月

1月

10月

10月

高純度酸化チタンの製造を開始

空気分離装置の受託生産を開始

光触媒(高純度酸化チタン誘導体)の製造を開始

ガラス用研磨剤（SHOROX®）製造受託開始

NEDO「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」に参画

NEDOプロジェクトによる

可視光応答型光触媒の量産試作を開始

昭和電工セラミックス株式会社に商号を変更

東北金属化学(株)吸収合併によるSHOROX®生産を移行

横浜工場設立

拠点紹介

塩尻工場は、梓川水系に水力自家発電（赤松
発電所）を擁し、その電力と豊富な地下水を
使って研削砥石、研磨布紙等に使われる研削材、
あるいは耐火物、機械加工用の切削工具に使
われる超高圧材料、絶縁部材や放熱部材に使わ
れるフィラー材などを製造し、日本の機械・造船・
自動車・鉄鋼業からエレクトロニクス分野まで
幅広い産業の発展を縁の下で支えています。
２０１７年工場目標「設備・インフラの強靭化と
効率化追求」を掲げ、「安全・安定操業」と「継続
的発展」を実現させる基盤強化を目指し、赤松
発電所更新によるクリーンな電力の安定的
供給、場内物流の効率化による省エネを重点
課題として取り組んでいきます。さらに、無事 塩尻工場長 西原 孝人

長野県
本社・塩尻工場

長野県塩尻市大字宗賀１
３００,０００m2

163名　　　

所 在 地
敷 地 面 積
従 業 員 数

：
：
：

故・無災害、リサイクル推進、ゼロエミッション
（P.19参照）の継続などの取り組みを工場の
文化として根付かせるべく、「人、モノ、文化　全
てをショールーム化」の方針のもとに、工場で働
く人財の教育にも注力して参ります。
多くのステークホルダーの方々に工場を訪れて
いただき、私どもの活動にご理解を賜りますこと
を強く願っております。

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８４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、グローバルトップ製品
を生産しています。2017年工場目標『安全で
美しい工場にする』を掲げ、『災害・事故「０」
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る工場を目指
しております。
一方でこれまでTPMとして改善活動を進めて
きましたが、2017年より工場独自活動として 富山工場長 小口 孝浩

富山県
富山工場

富山県富山市西宮町3-1
２１０,０００m2

96名

所 在 地
敷 地 面 積
従 業 員 数

：
：
：

『きときと活動』を開始しています。工場目標を
各職場毎の目標にブレイクダウンし、工場の
ショールーム化と高い顧客指向性を意識した活
動等も取り入れています。
富山工場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
一同まい進することが、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。

横浜工場は2014年9月、80余年続いたボーキ
サイト原料からのアルミナ生産に終止符を打ち
ました。現在は放熱や難燃用のフィラー材料を
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
目指すお客様のご要求に応えた製品を提供
しています。
2017年は昨年にひきつづき、災害・事故・コン
プライアンス違反0の必達、省エネルギー、リサ
イクル推進、廃棄物削減の環境負荷低減、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。また、本年は
新たに工場ショールーム化(安全・きれい・心地
の良い工場の一般公開) と「災害なき横浜
工場」の具体化を目的として、『横浜OASIS
活動』を工場全員で取り組み開始いたしました。
ステークホルダーの皆様にもいつでもご来場 横浜工場長 高橋 行彦

神奈川県
横浜工場

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8
189,000m2

72名

所 在 地
敷 地 面 積
従 業 員 数

：
：
：

いただき、私どもの活動にご理解を賜りますよ
う努めてまいります。
横浜地区では、昭和電工（株）の先端電池材料事
業部・プロセスソリューションセンター、昭和電
工建材（株）などの多岐にわたる事業が敷地内に
配置され、複合的なエリアを構成しております。
今後、アルミナ設備停止後のエリアを活用し、
横浜市、他企業とのJV（ジョイントベンチャー…
共同企業体）も視野に入れ新たな事業展開の
可能性を検討しております。立地と質の高い労
働力を武器に、夢と活気あふれた新生横浜地区
に変貌させたいと考えております。    



※SDC：昭和電工セラミックス（株）

あなたのそばに
※

昭和電工セラミックスの製品は、長年培ってきた技術で皆様の生活を

支えている、さまざまな製品の素材や部材として使われています。

ここでは、産業分野や身近な暮らしに使用されている製品をご紹介します。
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窓ガラス
● 粗粒アルミナ、焼結アルミナ
● 定形耐火物ガラス、ガラスファイバー
● 高アルミナ質磁器

ソーラーパネル
● ラッピング材

碍子
● 電気用アルミナフィラー
　ファインセラミックス微粉
　アルミナ細粒・微粒

がいし

液晶テレビ
● ガラス用
　研磨剤
● 酸化チタン

天井、壁材
● 水酸化
　アルミニウム

床
● アルミナフィラー

カーペット
● 水酸化
　アルミニウム

ゲーム機
● ガラス用研磨材
● 酸化チタン
● 放熱用アルミナ・窒化ホウ素

車
● 水酸化アルミ二ウム
● 放熱用アルミナ
● 電融ジルコニア
● プラズマ溶射材料

カーテン
● 水酸化
　アルミニウム

工業用
アンモニア
● 安水

砥石
● 研削材

切削工具
● 超高圧製品

プリンター
● 低ソーダアルミナ、易焼結性アルミナ
● 水酸化アルミニウム  ● 放熱用アルミナフィラー

キッチンカウンター
● 水酸化アルミニウム（標準粒）
● 高白色水酸化アルミニウム

キッチンマットの滑り止めゴム
● 水酸化アルミニウム

パソコン
● 水酸化アルミ二ウム ● 放熱用アルミナフィラー
● ガラス用研磨材 ● 酸化チタン
● 放熱用アルミナ・窒化ホウ素

スマートフォン
● 放熱用アルミナフィラー ● 基板用アルミナ
● 水酸化アルミニウム ● ガラス用研磨材
● 酸化チタン ● 放熱用アルミナ・窒化ホウ素研削材

ロケット
● ファインセラミックス成形体

電線
● 水酸化アルミニウム

研磨布紙
● 研磨材
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特集❶ 「創る安全」活動

どこの職場よりも
3Sの行き届いた職場にしたい

Q：「創る安全」活動として、どのような

ことをしていますか？  

A：2階部分のポーターに原料を入れる

際、以前は開き扉を、閉められずに作業

していました。現在は、スライドドアに替

え、扉を閉めた状態で作業ができるよう

に改善しました。

また、押し出し成形機の先端についてい

るスクリューを毎日グラインダーで削る

際、以前は床に直接置いて作業してい

ました。スクリューが跳ねたり、足を切っ

てしまう危険性があるので、専用の固定

台をつくり安全性を向上させました。

職場全体で取り組んだのは、工具類の

定置管理です。以前は、どこにどんな工

具があるか分からなかったり、通路に工

具類が散らばっていることがありまし

た。そこで、最初にすべての工具の数、

種類、場所を洗い出しました。次に、場所

ごとに色分けをして、番号を付したラベ

ルを保管場所と工具の両方に貼ること

で、定置管理を可能にしたのです。

Q：工夫したことは何ですか？ 

A：工具類の定置管理の活動のきっかけ

は、管理者パトロールで指摘されたこと

でした。工場のショールーム化にもつな

がり、「創る安全」のチェックリストにも

入っていたので、「どこの職場よりも3S
※

の行き届いた職場にしよう」と、みんな

で取り組んでいます。

ラベルを貼る作業もなるべく自分たち

で行いました。自分で苦労して行うと、

自然と「きれいにキープしよう」という気

持ちになると思ったからです。

Q： どのような思いでこの活動に取り

組んでいますか？

A：安全のためには、小さな危険の芽に

気づいて、大きくなる前に一つでも二つ

でも芽をつんでいく作業を繰り返して

いくこと、継続していくことがもっとも

大切だと考えています。小さな積み重

ねこそが安全をつくるのだと思います。

「創る安全」は終わりのない活動

Q：「創る安全」活動として、どのような
ことをしていますか?
A：昨年は、富山版のチェックリストに
基づいて設備単位でリスク抽出を行いま
した。今年は個々の作業に伴うリスクを
抽出する計画です。
作業マニュアルがあるものについては、
現場での読み合わせとともに、実態に即
した内容への見直しを実施したいと思
います。マニュアルがないものについて
は、「非定常作業シート」を活用してい
ます。作業前に、考えられるリスクをシー
トに書き出し、リスク低減につなげる狙
いです。そして、それを積み重ねマニュ
アル化もしていきます。

Q：課題は何ですか？ 
A：実際に作業するメンバーは交替勤務

も多く、交替の引き継ぎをするわずかな
時間の中で、みんなで一緒に読み合わせ
をすることや、共通認識を徹底すること
など、なかなか難しい面もあります。しか
し、管理者だけでなく、できるだけ多くの
人が活動に参加するということが、「創る
安全」の大きなポイントだと思います。
今年は、個々の作業で抽出されたリスク
を検討し、対策を行う計画です。

Q：どのような思いでこの活動に取り
組んでいますか？
A：チェックリストをはじめとしたリスク抽
出の方法には、模索して取り組んでいき
たいと思います。これさえ守っていれば
いい、というような完璧なチェックリスト、
というものはありません。リストから漏れ
ること、想定外のことが起こる可能性も

あります。視点を変えて、常にリスク抽出
を模索するという意味では、「創る安全」
は終わりのない活動だと思います。そし
て、その活動にできるだけ多くの人が
関わることが重要です。

継ぎをするわずかな
で一緒に読み合わせ
認識を徹底すること
い面もあります。しか
く、できるだけ多くの
るということが、「創る
ントだと思います。
で抽出されたリスク
う計画です。

でこの活動に取り

はじめとしたリスク抽
して取り組んでいき
れさえ守っていれば
璧

あります。視点を変えて、常にリスク抽出
を模索するという意味では、「創る安全」
は終わりのない活動だと思います そし

な

せ

と

昭和電工セラミックスの

「創る安全」活動とは、過去の事故・トラブルを分析して、災害の傾向や事例をチェックリスト化し、

事故・トラブルを予防できるとの考えから2008年より開始された独自の活動です。

化学企業である当社グループにとって、安全は全てに優先して取り組む事項で、「創る安全」活動を継続し、

労働災害、設備事故、環境トラブルの未然防止に努めています。

チェックリストを活用したリスクアセスメント活動を中心に、当社で工夫しながら取り組んでいる一例を

各工場の担当者にインタビューしましたのでご紹介します。

「創る安全」活動
3工場担当者に
聞きました！

したい

置管理です。以前は、どこにどんな工

があるか分からなかったり、通路に工

類が散らばっていることがありまし

そこで、最初にすべての工具の数、

類、場所を洗い出しました。次に、場所

とに色分けをして、番号を付したラベ

を保管場所と工具の両方に貼ること

定置管理を可能にしたのです。

工夫したことは何ですか？ Q： どのような思いでこの活動に取り

は

ま

トに

い

アル

活動を中心に、当社で工夫しながら取り組んでいる一例を心に、 がら取 を活動 で工夫 でい当社で り組んを中心 しなが る一例

ご紹介します。介します。ご紹介

塩尻工場 大原 康弘

製造部 第一製造
課 焼結主任
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：課題は何ですか？
実際に作業するメンバーは交替勤務

いい、というような完璧
というものはありませ
ること、想定外のことが

璧

せ

が

Q：

A：

少しでも「危ないな」と感じたら、

すぐに言える雰囲気づくり

Q：「創る安全」活動として、どのような

ことをしていますか?

A：協力企業の方々が作業している倉庫

で、10mの高さまで原料を入れたコンテ

ナバッグを上げて、上部の作業者が受け

取り作業をする、という工程があります。

以前は、上部の作業者から見て外側に開

く観音開きの安全柵で、墜落の危険があ

りましたが、それを、内側に倒れ込むよう

に開くタイプに改善しました。その状態

であれば、上部の作業者は墜落する危険

があるような開口部まで行くことができ

ず、リスクが低減されます。

Q：特に工夫した点、試行錯誤をした点

は何ですか?

A：上部の受け取り作業をする場所は、

作業スペースが限られるため、安全で、

且つ、なるべく省スペースになる柵が必

要でした。また、安全性とともに使いや

すさや、効率性も求められます。

 その実現のために製造係と保全チーム

で協力し、過去の試行錯誤の経験を活か

して、このタイプの柵ができました。過去

からの積み重ねがあるので、最小限の

試行錯誤で済んだのだと思います。

Q： どのような思いでこの活動に取り

組んでいますか？

A：この改善事例のきっかけは、全国安全

週間に行ったパトロールで、協力企業の

方々にも、作業していて危ないと感じる

ところを挙げてもらった際に出てきた

危険箇所でした。柵を作るというハード

面での「創る安全」も大切ですが、心理面

での「創る安全」も重要で、意見を言いや

すい雰囲気づくり、そして、その意見を

吸い上げられるよう心がけています。

意見を吸い上げたあとも、迅速な対応を

して何らかの解決策を講じていくことが

大事ですし、そのことによって作業者の

方々から「すぐ対応してくれる」という信

頼感を得られ、リスク抽出とその改善と

いう流れができやすいのだと思います。

作業する皆さんが、朝元気に出社し、帰り

も元気で帰れるように、という気持ちで

取り組んでいます。

れさえ守っていれば
璧なチェックリスト

は終わりのない活動だと思います。そし

が起こる可能性も

璧なチェックリスト、
ん。リストから漏れ
が起こる可能性も

て、その活動にできるだけ多くの人が
関わることが重要です。

、

安全性とともに使いや

求められます。

に製造係と保全チーム

試行錯誤の経験を活か

の柵ができました。過去

があるので、最小限の

だのだと思います。

思いでこの活動に取り

？

例のきっかけは、全国安全

トロールで、協力企業の

していて危ないと感じる

てもらった際に出てきた

た。柵を作るというハード

全」も大切ですが、心理面

」も重要で、意見を言いや

くり、そして、その意見を

して何らかの解決策を講じていく

大事ですし、そのことによって作業者の

方々から「すぐ対応してくれる」という信

頼感を得られ、リスク抽出とその改善と

いう流れができやすいのだと思います。

作業する皆さんが、朝元気に出社し、帰り

も元気で帰れるように という気持ちで

あります

富山工場 杉下 紀之製造課 無機チーム主任

持ちになると思ったか

いくこと、継続していくことがもっとも

大切だと考えています。小さな積み重

ねこそが安全をつくるのだと思います。

持持

ポータ
ー

グラインダ
ーの作業〈

after〉

グラインダ
ーの作業〈

after〉

グラインダ
ーの作業〈

after〉

グラインダーの作業〈before〉グラインダーの作業〈before〉グラインダーの作業〈before〉

扉が開いた状態扉が開いた状態扉が開いた状態

改善後の安全柵改善後の安全柵

指差し確認の様
子

指差し確認の様
子

指差し確認の様
子

※3S：整理、整とん、清掃

決策を講じていくことが

改善後の安全柵安改善後の安全柵

横浜工場 村
田 義隆

製造課 
製造係主

任

手前に安全柵が開いた状態手前に安全柵が開いた状態手前に安全柵が開いた状態



特集❷ ステークホルダーとの対話

これからも市や地域とともに
環境責任を果たしていきます

Q：塩尻工場では、塩尻市と「環境保全
協定に基づく協議会」を行っています
ね。その内容を教えてください。
A：年1回、市の生活環境課の方に来て
いただき、ばい煙、粉じん、排水、騒音な
ど、会社の環境に関する状況を報告して
います。前回は騒音対策の状況や、監視
強化を目的とした最終沈殿池の監視カ
メラなども見ていただきました。
  問題が発生した際には、その調査結
果・対応策を、協議会の場で市の方に
フィードバックすることもあります。ま
た、3～4か月に一度、工場内や工場周辺
で計測している、ばい煙、粉じん、騒音等
の数値を市へ提出しています。
地域のみなさまから騒音等について意
見をいただいた場合は、市の担当者の
方と一緒に状況を確認しに行くことも

あります。地域のみなさまからの意見に
は真摯に対応させていただいています。
現在、工場から出る音については、規制
値はクリアしていますが、なるべく音を
小さくする取り組みもしています。

Q：協議会を行う意義は、どのようなこと
だと思いますか?

A：市の担当者の方は、地域の声を集約
してくださる存在だと思います。工場の
人間が見るのと、外部の方が見るのとで
は視点も違います。地域や市の代表であ
る市の担当者の方に工場の状況を見て
いただく良い機会だと思っています。ま
た、生活環境課の技師の方も参加してく
ださるので、法的な面からも改善につい
てご理解いただけていると思います。

Q：今後の展望は？
A：この協議会の開催は、コミュニケー
ションを活発にとり、ともに良くしていこ
う、という考えに基づいています。こちら
から地域の生活環境を快適にする提案
をすることもあります。例えば、自社監査
の中で汚水が流れるおそれがある箇所
が指摘されたため、自主的に設備を増強
しました。これについては市にもご説明
し、現場も見ていただいて、好評価をい
ただきました。やはり、市の方に工場の状
況や数値を見ていただくことは大切です
し、自主的な改善もさらに行っていきた
いと思います。

に
す

地域のみなさまからの意見に
対応させていただいています。
から出る音については、規制
アしていますが、なるべく音を
取り組みもしています。

を行う意義は、どのようなこと
すか?

思い
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塩尻工場 百瀬 厚
総務部 環境安全責任者

ケ

ゼロエミッションとリサイクル 継続的に推進を

Q：（一社）日本化学工業協会（日化協）主催の

地域対話集会の歴史と概要を教えてください。
A：地域対話集会は、日化協RC委員会の

前身であるJRCC(日本レスポンシブル協

議会)が、RC活動の一環で社会との相互理

解を深め信頼を得るため、1997年に山口･
千葉の２地区でRC地域対話集会としてス

タートさせました。RCとは「レスポンシブ

ル・ケア」のことです。化学物質を扱うそれ

ぞれの企業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・リサイク

ルに至る全ての過程において、自主的に
「環境・安全・健康」を確保し、その成果を公

表して、社会との対話・コミュニケーション

活動を行っています。現在15地区まで拡大

しており、各地区の事業所が集まって幹事

会を設け、合同で主催していただいていま

す。その中で選ばれた代表幹事（持ち回り

で2年交代）の事業所が運営をリードし、地

区ごとにテーマを決め、基調講演や質疑応

答などを行っています。その他、個別の事

業所単位の地域対話集会の開催も日化協

として後援しています。

Q：弊社が行っている住民の方々との対

話について、ご意見をいただけますで

しょうか？

A：ゼロエミッションとリサイクルへの取り

組みを、継続的に推進されているのがすば

らしいと思いました。廃棄物を出さない工

夫をすることと、より上流で対策を打つこ

とは、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク

ル）の基本です。これからも粘り強く取り組

んでください。昭和電工セラミックスは富

山・高岡地区ＲＣ対話の会員でもあり、その

メンバー企業からも優れた取り組みを吸

収して、さらなる高みを目指してください。
また、除草用のヤギの存在もユニークで面

白い取り組みだと思います。ヤギ以外に

も、御社の特徴をいかした工場見学や興味

を引く催し物をされてはいかがでしょうか？

Q：今後の活動に向けてのお考えをお聞か

せください。

A：全地区の対話を終えて、一部で質問時

間が不十分との意見が出ました。地域対話

では双方向のコミュニケーションが重要で

す。会場からの質問時間は必ず確保するよ

うにしたいと思います。
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会を設け、合同で主催していただいていま

す。その中で選ばれた代表幹事（持ち回り

で2年交代）の事業所が運営をリードし、地

メンバー企業からも優れた取り組みを吸

収して、さらなる高みを目指してください。
また、除草用

間が不十分との意見が出ました。地域対話

では双方向のコミュニケーションが重要で

す。会場からの質問時間は必ず確保するよ

お互いのことを知って、
会社同士のつながりを築いていきたい

Q：近隣の企業と取り組んでいる活動

を教えてください。

A：毎年1回、近隣の企業で「恵比須町内

企業連絡会」を開催しています。参加企

業は、弊社以外で18社です。議題はその

時々で違いますが、それぞれの近況報告

や、工事や社屋建て替えなどに伴う連絡

事項、行政への働きかけなどです。

Q：連絡会で意見交換をする意義は、

どのようなことだと思いますか?

A：近くであっても普段は会う機会があま

りない方とも顔合わせができ、交流の場

にもなっています。連絡会のあとには懇

親会も行われますし、参加者は各企業の

総務の方が多いので、親睦を深め、お互

いの会社を知ることで、スムーズな連絡

態勢をつくることができます。

Q：昭和電工セラミックスとして、近隣

企業などとの対話を通し、どのような

ことを発信したいと考えていますか?

A：この連絡会は、2007年に当社が音

頭を取って始まりました。昭和電工セラ

ミックスの塩尻工場、富山工場の近隣

には住宅地もありますが、横浜工場は

工業地帯の中にあり、ご近所さん=企

業です。また、連絡会には行政の方も参

加しているので、議題で地域の活性化

や開発について話をすることもありま

す。今後も連絡会を継続的に行うこと

で、近隣企業との関係を大切にし、つな

がりを持つことを重視していきたいと

思います。

Q：そのほかに、地域とのつながりで

特徴的なことはありますか?

A：例えば、横浜インスパイヤーズという

マーチングバンドの練習場所として体育

館をお貸ししています。横浜インスパイ

ヤーズはメンバーが約100名、社会人・

大学生・高校生の皆さんで構成されてい

て、17年以上の長いお付き合いです。会

社施設を提供することで、地元の市民ス

ポーツや文化活動の振興につながれば

と思っています。

用のヤギの存在もユニークで面

す。会場からの質問時間は必ず確保するよ

うにしたいと思います。

いていきたい

昭和電工セラミックスとして、近隣

などとの対話を通し、どのような

を発信したいと考えていますか?

の連絡会は、2007年に当社が音

取って始まりました。昭和電工セラ

クスの塩尻工場、富山工場の近隣

住宅地もありますが、横浜工場は

地帯の中にあり、ご近所さん=企

す。また、連絡会には行政の方も参

ているので、議題で地域の活性化

発について話をすることもありま

後も連絡会を継続的に行うこと

隣企業との関係を大切にし、つな

を持つことを重視していきたいと

マーチングバンドの練習場所として体育

館をお貸ししています。横浜インスパイ

ヤーズはメンバーが約100名、社会人・

横浜工場 横山 泰斗
総務グループ

グループリーダー

大阪地区地域対話集会・パネルディスカッション

イクル 継続的に推進を

区ごとにテーマを決め、基調講演や質疑応

答などを行っています。その他、個別の事

業所単位の地域対話集会の開催も日化協

して後援しています。

：弊社が行っている住民の方々との対

話について、ご意見をいただけますで

ょうか？

：ゼロエミッションとリサイクルへの取り

みを、継続的に推進されているのがすば

しいと思いました。廃棄物を出さない工

をすることと、より上流で対策を打つこ

は ３Ｒ（リデ ス リユ ス リサイク

白い取り組みだと思います。ヤギ以外に

も、御社の特徴をいかした工場見学や興味

を引く催し物をされてはいかがでしょうか？

今後

大阪地区地域対話集会・パネルディスカッション

白い取り組みだと思います ヤギ以外

平岡 茂樹 さま
一般社団法人 日本化

学工業協会

RC推進部長

社会のESG（環境・社会・ガバナンス）への関心の高まりや当社グループへの期待・課題を的確にとらえ、

それらを企業活動に反映させていくためにステークホルダーのみなさまとの対話が重要と考えています。

各工場では様々な場面でステークホルダーのみなさまと対話を行っています。

地域社会の期待に応えている内容や取り組み、協働事例を

参加したステークホルダーや各工場の担当者の方にインタビューしていますのでご紹介します。

対話を通じて
社会貢献！

ステークホルダー
との対話　

塩尻市担当者と
の協議会の様子

塩尻市担当者と
の協議会の様子

塩尻市担当者と
の協議会の様子
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組織統治

私たちの行動規範・コンプライアンス

昭和電工グループの考えるCSRとは、

全社員が経営理念のもと「私たちの行動規範」に基づき誠実に行動し、

事業活動を通じて社会に貢献することです。

行動規範にかかげる５項目に則り、

私たち一人ひとりがステークホルダーに対して何をすべきか考え、

行動しなければならないことをあげて、各部署でディスカッションを行っています。

昭和電工グループの一員としての責任を果たし、国際社会の持続的発展に貢献していきます。

国際社会の
一員としての自覚を
もって誠実に行動

します。

1

お客様に
満足と安心を
提供します。

2

グループ全社員が
力を発揮できる
企業風土を
つくります。

3

地域社会の
期待に応えます。

4

地球環境の
維持改善に
取り組みます。

5

私たちの
行動規範

内部監査

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。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ことで、学びや気付きの場となる交流監査を実施しています。

今まで横浜工場だけで内部監査を行っていましたが、今回、他の2工場から初めて監査に来ていただき、その中で

厳しい指摘を受けたところもありました。しかし、普段その仕事に携わっていない人が見ると、今までと違う視点

を得ることができて、改善のきっかけにもなり、良かったと思います。今回、業務に直結する品質・安全衛生に関す

る交流監査を行ったことで、3工場の一体運営がより推進されましたし、地理的な距離など苦労するところもあり

ますが、やって良かったと思えるように、内容をより充実させていきたいと思っています。

従業員の声

今までと違う視点でチェックできる機会

横浜工場　カスタマーサポートグループ  高橋 達也

取締役会

取締役会では、会社の基本方針を決定するとともに、会

社法および定款で定められた事項および重要な業務執

行案件について、審議を経たうえで決定し、経営の意図

決定機能の迅速化と活性化を図っています。計画的に

年4回の取締役会、年1回の定時株主総会、監査役監査

を実施しています。

監査役監査

昭和電工グループ監査役による監査を実施していま

す。工場概況、生産概況、技術・開発課題の進捗等、現地

実査を通じて、経営の健全性確保のための提言、助言、

勧告を行っていただいています。

法令を遵守することはもとより、高い倫理観をもって行動します。

担当業務に関する法令・協定・会社の規定・規則や正しい手続きの仕方、
およびそれらの変化を理解し、遵守します。

国内外の法令を遵守し、世界人権宣言やさまざまな国連条約を尊重し行動します。

ルール化されていないことであっても、誠実な言動をこころがけ、
社会の一員としてステークホルダーから信頼されるように誠実に行動します。

遵守評価

法規制に則り適正な管理並びに対策実施が取られているか、毎年全社全部署でコンプライアンスチェックリストを活用して評

価を行っています。リストは、環境・安全・化学物質に係る法令をカバーした500ほどの設問方式からなり、継続してチェックを

行うことで進捗の度合いや新たな法規制への対応、これに係る社内体系の整備や規定類等の文書整備を行うことができます。

近年は、化学物質に関する規制が厳しくなり事業者に課せられる責任も益々大きくなってきていますが、このリストを活用す

ることで漏れの無いチェックを行うことができます。
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人権・労働慣行

人権教育

昭和電工グループの経営理念に掲げる、「社会的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」に向け、従業

員が働きやすい職場作り、人権意識向上を目的に人権教育を実施しています。２０１６年は「外国人の人権」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、引き続き社員参加

型の教育・研修ツール開発などに取り組みます。

労働組合との対話

2016年10月18日、現地採用の従業員の増加に伴い、既存の昭和電工ユニオン

に加え、新たに3工場従業員で構成された昭和電工セラミックス労働組合（ＳＤＣ

労組）が結成され、翌2017年2月に労働協約を締結しました。今後は労使会議等

を通じ、現地で抱える課題の迅速な協議・対応及び問題共有化のため更なる意見

交換を重ね、労使協業を基に経営方針・企画の浸透を図り活動を進めていきま

す。組合員の意見を経営に反映させた働き甲斐のある職場作りのため各種活動

にまい進していきます。

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。そこで、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の統計資料を基に、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、体調管理全般にテーマを広げ災害の未然防止に努めています。

人権を尊重し、個性の尊重、自由な発想、建設的な議論により、
新たな価値を創造します。

１人ひとりが社内外で差別行為をしないことに加え、国際社会に存在する民族差別、階級
差別、児童労働、強制労働、貧困問題などの人権問題の解決に向けて、サプライチェーン等に
働きかけるなど、人権尊重に積極的に取り組みます。

多様な人材が互いにその個性を尊重し、前例にとらわれず自由に発想し、建設的に議論する
ことで、新たな価値を生む状態を目指します。

緊急事態への対応

非常食配布訓練非常食配布訓練非常食配布訓練

消火器操法訓練の様子消火器操法訓練の様子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。

消防設備点検の様子消防設備点検の様子消防設備点検の様子

● 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

画的に更新していきます。

● 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のう投入や堰板挿入、油の吸着・中和処理の訓練を実施しました。

● 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、防災備蓄用品を備えて管理をしています。帰宅困難者への非常用物資として、水・食糧・

その他必要物資を備蓄し、停電や災害時に無償で飲料が取り出せる災害救援自動販売機も設置しています。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、事務所・建屋を耐震補強するとともに、被害を防止または最小限に止めるための行動や避難場所を定めています。

● 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のため、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。

昨年、富山市の自衛消防操法大会で消火器部門に出場しました。この大会は、消火技術の向上のために企業単位

で競うもので、化学工場である我が社は、爆発などの火災リスクがあるため、消火技術を身につけることは大切だ

と感じました。消火器にはこれまでに1～2回ほどしか触ったことしかなく、訓練で実際に火を消してみましたが、

風上から消火する、手前のほうから消していく、というコツを教わり、練習していくうちに、かかる時間も短くなっ

ていきました。慣れればそれほど難しくない、ということも分かりましたし、大会では入賞できました。それ以降、社

内に置いてある消火器を見る目も変わったと思います。

従業員の声

大会に出場して消火器の扱いに自信がつきました

富山工場　技術グループ 立野井 康成

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を表彰しており、今年の最多改善提案提出は136件/年、最多ヒヤリハット提出は114件/

年でした。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のリスク低減に取り組んでいきます。

授賞式の様子授賞式の様子授賞式の様子

調印式の様子
左：大王社長　右：矢田SDC労組執行委員長

調印式の様子
左：大王社長　右：矢田SDC労組執行委員長

調印式の様子
左：大王社長　右：矢田SDC労組執行委員長



3工場交流会

情報・設備の共有化による安全・安定操業の実現と効率的・効果的な機能

を構築することを目的に、工場部課長会議や部署ごとの定期的な交流会

を開催しています。異なった視点からの指摘を受けることで、新たな気付

きに繋がり無事故・無災害の継続に役立てていきます。

人権・労働慣行
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場内安全パトロール

法定パトロールの他、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遵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。 パトロールの様子パトロールの様子パトロールの様子

AED講習の様子AED講習の様子AED講習の様子

AED講習

不測の事態を考慮し、３工場の場内には数か所に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。

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。

分析交流会では、同一のサンプルを題材に、得られた分析結果を3工場担当者内で検証して意見交換を行いまし

た。各工場での課題や取り組み、ノウハウを持ち寄ることで、3工場間の分析結果の精度が向上し、測定技能の

向上、分析レベルの平準化に繋がりました。私は、はじめてこの会に参加しましたが、出席者の方々から日常の

分析作業で苦労していること、工夫したこと等様々な意見交換ができたことで、これまで気づかなかった見方や

課題を改めて認識することができるとても良い機会になりました。今回得られた知識を応用しながら更なる分

析技術向上に努めていきたいと思います。

従業員の声

3工場での知識の共有や情報交換で、測定精度の向上・分析レベルの平準化を実現

富山工場 品質保証課 井波 秀樹

安全教育の取り組み

● 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。

● 安全帯着用教育
塩尻工場では安全帯着用教育を実施しています。二丁掛安全帯を使って

の作業説明後、二丁掛安全帯を着用し、安全帯使用演技施行ゲートを

使って二丁掛の掛け替え体験を実施しました。災害を発生させないため

にも、多くの従業員が正しい使い方を身につけることにより、災害の発生

リスクを減らしていきます。

● 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。

● 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。

● 禁札教育
危険個所を人に代わり注意を促すものに禁札と呼ばれる短冊状の標識を利用しています。不特定多数が携わる設備に不具合が

生じ整備や修理が必要な場合、作業担当者以外は絶対に手を触れないよう注意を促す標識ですが、一歩運用を間違えると被液

や爆発といった大変な惨事に繋がりかねません。このため、昨年は全部門・全従業員を対象に禁札の意味・使用方法や注意点の

教育を再度実施し、更には理解度を確認するためのテストを実施しました。

保護具講習会保護具講習会保護具講習会

安全帯着用教育の様子安全帯着用教育の様子安全帯着用教育の様子

教育風景教育風景教育風景

分析交流会の様子分析交流会の様子分析交流会の様子
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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

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

4S活動への取り組み

富山工場では、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、

整とん、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て定期パトロールを

行い、指摘・改善することによって、理想とする職場作りを続けています。

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

整とん
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

昨年、塩尻工場で危険体感教育を受講しました。挟まれ、巻き込まれの擬似体験と感電の体験をしましたが、怖さを

実感したことがその後の業務に生きています。普段、検査に携わっているので、検査で回転物を扱うこともあります

が、巻き込まれないように気をつけていますし、ほかにも様々な危険を予知して作業をするようになりました。特殊な

素材の制服や保護具を身に着けることも頭では分かっていましたが、それによって被災を防げるのだということを実

感でき、制服や保護具の重要性がより理解できました。体感教育によって、心構えが変わってきたのだと思います。

従業員の声

危険体感教育で、危険を予知して行動するようになりました

富山工場 品質保証課 成沢 真理

危険体感教育

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

対象に危険体感教育を実施しています。危険体感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。

改善活動

● 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。

● オアシス活動

オアシス活動とは、横浜工場で推進しているあいさつを実践するための

啓蒙活動で、それぞれの最初の文字をつなげたものです。従業員はもち

ろん来場されたお客様が気持ちよく過ごして頂くため、元気にごあいさ

ついたします。

また横浜工場では、このあいさつ運動に加えて、きれいで安全な工場をめざす４S活動にも力を入れています。所属や職階

にとらわれず８～９人のチームで毎週水曜日10チームが一斉に工場の美化に取り組みます。

オ … おはようございます ア … ありがとうございます

シ … 失礼しました ス … すみませんでした ４S活動の様子４S活動の様子４S活動の様子

報告会の様子報告会の様子報告会の様子

マナー講習の様子マナー講習の様子マナー講習の様子

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あいさつのときの

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。

※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。
2017年より、社内公募により「きときと活動」と名称変更しています。

ＴＰＭ活動とは富山工場で取り組んでいる活動で、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。

● TPM活動

人権教育ショートケース

ビジネスマナー

各専門分野基礎知識

各工場製品紹介

階層 ＳＤＣアカデミー

Ｏｆｆ－ＪＴ教育ＯＪＴサポート

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専門能力／原理原則

ＳＤＣ
キャリアプラン制度

新人教育プログラム（３ヶ年）
・計画に基づく職場OJT  ・Off-JT教育  ・研修テーマ制度（SDK-S活動）

Ｓ職群昇格者研修（３拠点合同） ３工場共通教育
(みらい開拓定期便)

選抜研修 （ＭＰプログラム）

人事労務・計数・品質・安全 etc…
＊ 集合・座学教育でなく
　必要な教育アイテムを
　短いサイクルで発信
＊ 簡単で読み易く
＊ 回ごとに担当部署を
　決め情報を発信

キャリア
プランシート

経営職層

 

 

 

 

事務／製造
技術／工務

班長
Ｋ3

Ｋ2

K1

S職

K職

スキルアップ研修
●ロジカル・コミュニケーション研修  ●外部研修

ディスカッション研修
●職場紹介  ●工場課題検討

成果発表プレゼン
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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。

廃棄物適正管理委員会

横浜工場の廃棄物発生量の抑制、ゼロエミッションの達成、３R推進などを行うための諮問機関で、廃棄物に関する年間活動

を計画立案し、達成するために様々な取り組みを行っています。活動の一例ですが、工場から排出される全ての廃棄物を数値

化しているデータを基に現状を確認。それぞれの廃棄物に対してお互いの知見を活かしたアイディアを用いて、廃棄物を抑

制する事を行っております。また、新たな視点を取り込んでよりユニークなアイディアが出る様に、他社の良い活動を見学す

る事で、レベルアップを図る活動も始めました。

廃棄物置場

塩尻工場内には、１２箇所の廃棄物置場が点在していたため、すべて管理することが

難しい状況でした。それを一箇所に集約し、集中管理型廃棄物置場を新設することに

より、ゼロエミッションを達成するのに欠かせない廃棄物量の徹底管理ができるよう

になりました。

施錠管理をして、置く場所の指示や廃棄物の指導をしています。また、不法投棄して

も、誰が置いていったかわかるように監視カメラを設置し廃棄物の管理を徹底してい

ます。

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。

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
再度成形し
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

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※（P.19参照）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ともに、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。

当社で処分させていただいているのは、主に汚泥や乾粉ですが、特定有害廃棄物は、以前は埋め立て処分をさせ

ていただいていました。しかし、担当者の方から、何とかリサイクルできないか、とご相談があり、昨年から広島県

の施設でリサイクルしています。ゴミにお金をかけたくないという企業も多いなか、昭和電工セラミックス様は

リサイクルを重視されており、ゴミを適正に処分するには適正な価格がかかるため、業者としては助かる部分も

多いです。ゼロエミッションに向けて、引き続き、廃棄物をなるべく再利用できるようなアドバイスをさせていただ

ければと思います。

ステークホルダーの声

「何とかリサイクルできないか」という声に応えたい

株式会社エコロジカル・サポート  村井 連峰 さん

レスポンシブル・ケアを推進します。
レスポンシブル・ケアは化学物質を取り扱う企業が環境・安全・健康に取り組む際の世界
的な活動です。当社グループのCSR活動の根幹にはレスポンシブル・ケアがあり、その
実践を通じて、社会から信頼・評価される企業を目指します。

廃棄物置場 外観廃棄物置場 外観廃棄物置場 外観

廃棄物置場 内観廃棄物置場 内観廃棄物置場 内観

※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。昭和電工グループでは「最終埋立処分量が廃棄物発生量の1％以下」と定義している。
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発電設備の紹介

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年に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年に、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年に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４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。

赤松発電所赤松発電所赤松発電所 見座発電所見座発電所見座発電所

水質データ

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。例えば、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、

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。

各設備についてチェックリストを元に、温度、音、アンペアなどに異常がないか、週3回巡視をしています。ほかにも

モニター監視の担当者から「ここを見てほしい」などの要請があると、その都度チェックに行き、異常があった時は、

早急に保全担当とのスケジュール調整を行います。部署間、工期等、様々な調整が必要で大変なこともありますが、

まずは第一に、国、そして横浜市、さらに自主管理値を超えないよう細心の注意を払っています。生産のためには

環境基準を超えないのが当たり前なので、会社としての要と考え、取り組んでいます。

従業員の声

「超えないのが当たり前」の基準を、さらに下回るよう気をつけています

横浜工場 製造課 製造係 川野 達弥

環境データ

工場
灯油（ｋℓ）

215

6

738

軽油（ｋℓ）

26

5

-

A重油（ｋℓ）

-

39 

-

-

-

1,039

都市ガス
（千ｍ3）

エネルギー使用量

914

788

-

液化石油
ガス（ｔ）

43,826

33,242

20,409

買電
（千kwh）

11,702

32,141

-

自家発電
（千kwh）

塩尻工場

富山工場

横浜工場

総エネルギー消費量 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。

工場

廃棄物処分量（t）※2016年度

 

24,649

23,337

14,373

温室効果ガス（t_CO2）

外部有効利用

997

2,564

722 

埋立処分

11.8

0

6

塩尻工場

富山工場

横浜工場

廃棄物処分量   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を推進しています。

温室効果ガス※    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。
※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。

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遵守しています。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※1／SS※2／BOD※3

工場
pH

自主基準値

6.2～8.0

6.4～8.0

6.4～8.0

市との協定値

5.8～8.6

6.2～8.2

6.2～8.2

平均

7.1

7.2 

7.4 

SS

自主基準値

100mg/ℓ以下

50mg/ℓ以下

50mg/ℓ以下

市との協定値

200mg/ℓ以下

50mg/ℓ以下

50mg/ℓ以下

平均

1.0 

1.7 

3.2 

BOD

自主基準値

60mg/ℓ以下

20mg/ℓ以下

20mg/ℓ以下

市との協定値

160mg/ℓ以下

20mg/ℓ以下

20mg/ℓ以下

平均

1.5

1.0 

1.0 

塩尻工場

富山工場（第二浄水場）

富山工場（第三浄水場）

※1  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

※2  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

※3  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。
【塩尻】排水基準：１６０mg/ℓ以下  自主管理基準：６０mg/ℓ以下  【富山】排水基準：２０mg/ℓ以下  自主管理基準：２０mg/ℓ以下

工場

T-P

自主基準値

3.8mg/ℓ以下

3.8mg/ℓ以下

横浜市規制値

4mg/ℓ以下

4mg/ℓ以下

平均

0.15

0.09

T-N

自主基準値

19mg/ℓ以下

19mg/ℓ以下

横浜市規制値

20mg/ℓ以下

20mg/ℓ以下

平均

2.0 

3.0 

COD

自主基準値

20mg/ℓ以下

20mg/ℓ以下

横浜市規制値

60mg/ℓ以下

60mg/ℓ以下

平均

1.0 

3.0 

横浜工場（第一工場）

横浜工場（第三工場）

T-P※4／T-N※5／COD※6

※4  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

※5  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　　※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。

※6  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
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公正な事業慣行

CS調査 （顧客満足度調査）

CS（Customer Satisfaction）調査とは顧客満足度調査のことで、当社では年1回、製品の消費者であるお客様（企業）にアン

ケートを実施し、製品、品質、開発・改良、納期、包装・配送、サービス、価格等に対する満足度を調査しています。2015年までは

塩尻工場のお客様を対象にCS調査を実施していましたが、2016年は富山工場のお客様へも調査対象を拡大して実施しまし

た。CS調査は、下図のような流れで実施しています。

　　

当活動を通して、より一層のCS向上を目指していきます。

工場や営業などの部署にも加わってもらい、各現場での課題等を把握・分析して、CS調査の設問をより改善の

度合いや課題の抽出がしやすい内容に見直し、昨年秋に新しい設問で調査を行いました。現在は結果分析、課題抽出

など、月1回プロジェクトチームで話し合いをしています。SCMグループを含めた多部署が関わる、全体の取り組み

としての認識が浸透しましたので、今後もこの取り組みを継続し、個別のお客様へのフィードバックもより確実に

行って、CS向上や、お客様との良好で継続的な関係構築の一助となるような活動をしていきたいと考えています。

従業員の声

多部署で連携し、より一層の顧客満足度向上・お客様との良好な関係構築を目指します

塩尻工場 SCMグループ 山田 裕美子

マネジメントシステムの取得

当社では、品質マネジメントシステムISO9001、環境マネジメントシステムISO14001、労働安全衛生にかかわるマネジメント

システム規格のOHSAS18001(塩尻・富山)※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。
※横浜は2017年取得予定。

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。

「顧客満足を得るため」
品質保証体制

独占禁止法を遵守し、公正な取引を行います。

各国の競争法を遵守し、公正な取引を行います。

カルテルに参加しません。また、それを疑われるような行動をとりません。

製品・サービス、およびパンフレット・カタログ等に
わかりやすく正確な表示をします。

お客様に当社の製品を推奨・説明する際には、事実を正確に伝えます。

購入先を選定する際には、門戸を広く開放し、公平に比較して決定します。

発展途上国と取引を行う際は、その経済的自立を阻害することのないよう、
適正な価格による継続的な取引を心がけます。

公正かつ自由な競争を基本とした取引を行います。 ビジネスパートナーと協働して、お客様の期待に応える製品を安定的に供給します。

CSR調達

CSR調達は、「昭和電工グループCSR

調達ガイドライン」をパートナーの皆様

との対話を通して共有し、信頼関係を

更に強固なものとするとともに、協働

で遵守することで、お互いの企業価値

を向上させることを目指すものです。

原材料購入先 ● CSR調達

● 品質・購買・顧客オーダー・在庫管理など
● 環境物質
　 不使用証明

● セールス
　 レポート製造部門

SCMセンター

検査部門

営
業
部
門

お
客
様

アンケート結果により、お客様が日頃感じていることを把握

様々な視点で分析を行い、問題点を抽出する

問題点の原因を分析し、具体的な対策を立案する

立案した改善策を実行する
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コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

納涼祭

塩尻工場では８月１９日に納涼祭（ふれあいパーティー）を工場内グラウンドで

開催しました。近隣住民、従業員、家族、合わせて９６８名の方が参加しました。

２０１５年より「開けた工場にするなら納涼祭もオープンに！」という言葉のもと、

近隣住民、家族の方にも参加していただける企画として、市内飲食店による出店

や中学校・高校の吹奏楽部による演奏、豪華景品が当たる大抽選会を行い大変

盛り上がりました。また、「納涼祭に行ってみよう」という気持ちへと繋がってい

ただけるように、これからも地域社会の一員として、地域の皆さまとのコミュ

ニケーションを深めて参ります。

プラスチックリサイクル活動

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。

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

清掃活動の様子清掃活動の様子清掃活動の様子

地域清掃活動

工場周辺や市や県の街づくりの一環として実施される清掃活動に参加しています。合わせ

て、工場内の緑地帯整備・荒地整備を進めて、目標としている「工場ショールーム化」を

具体化するため、全従業員で清掃活動を実施し美観を維持しています。

年1回、海岸沿いや街中を一斉清掃するという富山県や富山市の活動に、昭和電工セラミックスも他の企業や

住民の皆さんと一緒に参加しています。毎年参加していますが、自分の会社の他部署の人たちとふれあえる機会

でもあります。一人でできることは小さいですが、数が集まれば成果も出ますし、やって良かったな、と思えるの

で、職場の若手にも声をかけて誘っています。もっと多くの方が参加することで、昭和電工セラミックスの地域

とのつながりが、より強く発信できるのではないかと思っています。

従業員の声

地域清掃活動への参加が社内交流、地域との交流に

富山工場 製造課  原口 直樹

2016年
活動実績

塩尻工場 ： 6/25「エコ・ウォーククリーン塩尻大作戦」 44名

富山工場 ： 8/21「ふるさと富山美化大作戦」15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 120名

アルミ缶リサイクル活動

各家庭から出たアルミ缶を持ち込み、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。

2016年寄付実績

塩尻工場 ： 市内の小学校に書棚を寄贈（72,000円相当）
富山工場 ： 市内の小学校に収益金全額寄付（49,000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）

当校では、昨年大規模な改修を行い、図書館についても、以前よりも明るくて、使いやすい施設になりました。ただ、

本棚はスチール製のものが多く、木製のものは少ない状態でした。「活字ばなれ」と言われるなかで、やはり図書館

は大事なところなので、子どもたちが行きたくなる図書館にしたい、子どもたちに本を好きになってもらいたい、

と思っていました。そんな折、昭和電工セラミックスからアルミ缶のリサイクルによって学校に寄贈をしてくださる、

というお話をいただいたので、温かみがあって、本を取り出しやすい木製の本棚をお願いしました。洗馬小は地域

とのつながりが強い学校です。子どもたちには、地域を誇りに思う気持ちを大切にしてほしいと思っています。

ステークホルダーの声

地域全体で子どもを育てる

塩尻市立洗馬小学校 両角 啓子 前校長先生（2016年度）

表彰式の様子表彰式の様子表彰式の様子

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。

地域社会の一員として、率直なコミュニケーションを図ります。
文化・宗教・歴史・慣習など、地域の特性を理解、尊重します。
地域社会に的確に情報を提供し、ご理解いただくよう努めます。
周辺地域の安全や環境に影響を与える可能性がある事態が発生した場合は、
速やかに適切なルートで情報を発信します。
ボランティア、文化活動、レクリエーションなど、
さまざまな活動に地域社会の一員として参加します。

立地する国・地域社会に対し適切に情報を開示し、
コミュニケーションを進め、相互理解を深めます。

納涼祭の様子納涼祭の様子納涼祭の様子

2016年寄付実績

富山工場：36,469円

9/28「わが町神奈川クリーン活動」30名



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。

2016年来場者数

塩尻工場：213名 ／ 富山工場：109名 ／ 横浜工場：155名

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
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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。

２０１6年受入数　

塩尻工場 ：5名（高校生・大学生）　　富山工場 ：2名（高校生）

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。

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）

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。

横浜工場の「あるけあるけ企画」は年2回開催で、春頃には歩いてイチゴ狩りに行っていて、家族連れにも大人気

ですし、自然にふれながら気持ちよく歩いています。子ども同士で遊んだり、従業員同士のつながりを生むきっか

けにもなっています。また、年数回、健康増進のきっかけづくりとして、講演会などを開いています。禁煙や、ストレ

スをテーマに行っていますが、女性の健康づくり勉強会では、工場内で女性従業員が少ないので、交流する良い

機会になっているようです。それらの催しへの参加者をもっと増やすための企画や方法を模索中です。

従業員の声

皆さんの健康づくりに役立つ企画を考えています

横浜工場 総務グループ 健康管理センター 看護師 釘崎 美由紀

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）も実施し大勢の社

員が参加しています。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。

２０１６年１０月１５日には、「塩尻・富山・横浜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ＳＤＣを盛り上げよう！」をテーマに３工

場合わせて３０名の従業員が参加し塩尻市で交流会を実施しました。

各種施設の開放

当社では体育館（横浜）やグラウンド、マレットゴルフ場を近隣の方にご利用いただいています。塩尻工場のグラウンド、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ご活用いただいています。

我が社は、テニスやバドミントンなどラケットスポーツの専門店です。昭和電工セラミックス様の横浜工場の体育

館をお借りして、毎週水曜日に初心者向けのバドミントンのレッスンを開催しています。参加者は主に横浜近辺の

皆さまで、初心者の方や、昔やっていたけれど、また今のやり方でやってみたい、という方々です。駅からも近く立

地が良いので、とても条件の良い体育館だと思いますし、市や区の体育館は定期的に予約を取ることが難しいこ

ともあるので、とても助かっています。この辺りは工場地帯なので、体育館があるというイメージがなく、会社の中

に体育館があることを知って、びっくりなさる参加者の方もいらっしゃいますね。

ステークホルダーの声

意外な場所にありますが、利用しやすい体育館ですね

ウィンザー商事株式会社 企画部販売促進課主任  石川 真 さん

小学生の工場見学の様子小学生の工場見学の様子小学生の工場見学の様子
ソフトバレー大会ソフトバレー大会ソフトバレー大会

高校生の就業体験高校生の就業体験高校生の就業体験
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項目

人権・企業倫理・コンプライアンス

RC体制

労働慣行

公正な事業慣行

環境・安全

労働安全

設備安全

労働衛生

健康管理

水資源リスク対応

2017年 CSR行動計画
2016年計画

人権啓発活動の着実に推進する

コンプライアンスと企業倫理を定着させる

リスクの棚卸を継続する

クライシス対応の強化

BCP（事業継続計画）策定

各種教育体制の充実

ＲＣ監査体制の充実・

ＲＣ実績把握のスピードと信頼性向上

多様性の推進に向けた取り組みを実施する

CSR調達対象範囲を拡大する

化学物質に関する教育・管理体制の充実

海外法規制への適切な対応

安全に強い職場と人づくり

安全管理レベルの向上

再発事故防止

特定危険物質のリスク排除

自主保全

作業環境・作業方法の改善

快適な職場の形成

健康管理の強化

産業廃棄物の減量化

再資源化の促進

水資源リスク低減

2016年実績

ケーススタディを用いたグループ教育

私たちの行動規範と実践の手引きの読み合わせ

リスク管理表・評価表の見直し実施

防災訓練、事象別対応訓練の実施  マスコミ対応訓練の実施

重要設備の耐震診断・耐震化工事の実施

階層別教育を実施

各課実績検討会での報告実施

手話勉強会、障碍者雇用の促進

CS調査の継続

実施内容のルール化

EMS、QMS、OHSAS審査受審

-

保安監督者の増員ができていない

各種教育、職場安全衛生会議の実施

室内完全分煙化継続

腰痛運動・栄養教育実施

アルミ缶参加率100％  古紙回収置場の移設

地下水の水質調査実施
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集合学習の教材を用いて

グループ内でワークショップ

3工場の共通マニュアル作成完了

EMS、QMS、OHSAS統合運用開始

安全コンサルタントによるパトロール実施

化学物質リスクアセスメント教育実施

海外向けSDS作成

化審法教育の受講

安全大会、2丁掛け安全帯教育の実施

危険体感設備の活用

災害の水平展開によるリスク抽出と対策実施

協力企業特別措置実施基準作成

健康診断受診率100％

ストレスチェック制度実施規定運用開始

埋立廃棄物をリサイクルへの転換実施

ばいじんリサイクル化

工程内のモレコボレ防止対策による廃棄物削減

昭和電工グループ

いきいき健康づくりプランの推進

衛生管理体制の強化

（関係会社・協力企業含む）

国内法規制における

リスクアセスメントの実施

マネジメントシステム

（ＲＣ/ＱＭＳ/ＥＭＳ/ＯＨＳＡＳ）の

改訂・更新への効率的な運用

2017年計画

人権啓発運動の継続

リスク管理の継続

クライシス対応強化の継続

BCPからBCMへの定着

更新審査に向けた適切な対応

内容及び体制の充実

スピードと信頼性の向上

多様性の推進継続（ダイバーシティ教育）

CS調査の継続

化学物質に関する法、安全教育の充実

海外法規制への適切な対応

「創る安全」活動の完全定着

-

設備安定化、保安監督者増員

管理体制の強化、洗身洗顔設備の設置・整備

作業環境・作業方法の改善

転倒・つまずき災害撲滅　分煙化継続

ゼロエミ継続

再資源化の具体化

水資源の定期監視

私たちの行動規範を活用して

グループワークの継続・充実

安衛法対象物質及び取扱作業における

リスクアセスメントの実施

危ない設備、危ない作業の撲滅

教育・訓練による安全感度向上

労働安全衛生マネジメントシステムの規格認定及び

維持・更新審査結果を反映したルールの見直し

昭和電工グループいきいき

健康づくりプランの継続

健康管理の強化、

ストレスチェックの適切な実施と活用

産業廃棄物の減量化、

再資源化の促進

熱中症対策の充実（暑さ対策、休憩所の増設）
作業別のパトロール実施による指摘と改善

◎：当初計画より大きな効果あり    ○：有効な効果が得られた／継続的に実施    △：計画していた結果を得られなかった／見直しが必要

ＣＳＲレポート２０１６　アンケートの声

普段、直接会話をする機会が少ない工場長や従業員の声・
意見が聞けて、考えていること、何を伝えたいのか理解でき
ました。 （化学企業）

御社の３工場トップ対談を見て、各工場長の考えがよく分か
り、昭和電工セラミックスの企業風土も少し感じることができま
した。 （化学企業）

工場ごとに製造している製品が細かく説明されていたし、用途
の説明もあったのでイメージしやすかった。

（建設業）

御社の様々な取り組みが分かりやすくまとめられていた。企業
の変革を知る機会になった。ＫＰＩの更なる持続を求める。

（農業）

各項目が社会とどのように結びついているか、活動の成果を
分かりやすく見せることが大切。ターゲットをしっかりと決め、
伝えたいことをしっかり伝えることに注意して製作することも
重要です。 （印刷業）

品質管理があっさりしているので、ＩＳＯ、ＯＨＳＡＳをバラして
ＰＤＣＡを回している見せ方をしてみてはいかがでしょう。

（印刷業）

編集後記
CSRレポート２０１７を最後までお読みいただきありがとうございまし
た。今年は、原材料を調達する段階での合法性や持続可能性が考慮
され、また生物多様性の宝庫である里山を守るための寄付金が付加
された紙「里山物語」を使用しています。フォントにはUD（ユニバーサ
ルデザイン）フォントを採用し、年齢・国籍・文化・障がいの有無に関係
なく、出来るだけたくさんの方にとって利便性が高いデザインを採用
しています。「ステークホルダーの声」には、従業員に限らず、取引先
や利用者の方々にも登場していただき、より多くの方の声を届けるこ

とができました。CSRレポート・CSR活動を通じて異業種の企業と意
見・情報交換をさせていただき、社内とは違った視点でご意見・評価
していただきました。今後もCSRレポート・CSR活動の取り組みに
ついて多くの企業と意見・情報交換をさせていただきながら、CSR
レポートの充実、社会の課題・期待に一つでも多く応えていきます。

なお、今後の活動の参考として「アンケート」から皆様の率直なご意見・
ご要望を頂戴できれば幸いです。

本レポートの内容に関するお問い合わせは

昭和電工セラミックス株式会社

本社・塩尻工場  総務部
〒399-6461 

長野県塩尻市大字宗賀1
Tel : 0263-52-0180
Fax : 0263-52-2995

富山工場  総務グループ

〒931-8577 
富山県富山市西宮町3-1
Tel : 076-437-9201
Fax : 076-437-6600

横浜工場  環境安全グループ

〒221-8517 
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8
Tel : 045-453-5111
Fax : 045-453-5004
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