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ＣＳＲサイトレポートの発行にあたり 

 平素は昭和電工(株)川崎事業所の事業活動にご理解とご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「社会貢献企業」を目指す当社において、川崎事業所は、社会に安全・安心を提供する事業所の実現に
向け、事業所一丸となり様々な取り組みを推進しています。その取り組みにあたっては、長い伝統やルールを守
り続けることだけでなく、時には社会や時代に合わせた変化も必要です。 
 
 その思いを込めて、本年度の川崎事業所方針に「かわさきからはじめよう 発想転換による変革推進」を掲げ
ました。安全の徹底はもちろん、明るく前向きなコミュニケーションが活発に行われる事業所を目指し、先頭に
立って引っ張って行く所存です。 
 
 この「川崎事業所CSRサイトレポート2017」は、2016年～2017年上期までのCSR*に関する取り組みと
実績を、地域社会をはじめとするステークホルダーの皆さまにお知らせするために作成したものです。ぜひ本レ
ポートをご覧いただき、皆様からの率直なご意見・ご感想をいただければ幸甚に存じます。 
 
*CSR・・・Corporate Social Responsibilityの略で、企業の社会的責任を意味します。 
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 川崎事業所は、川崎区臨海部の扇町・大川・千鳥の3地区に 
製造拠点を構えて生産活動を行っています。 

■川崎事業所概要 

扇 町 大 川 千 鳥 

所在地 扇町5-1 大川町5-1 千鳥町2-3 

敷地面積 342,000㎡ 112,000㎡ 105,000㎡ 

従業員数(※) 623名 176名 135名 

（※2016年12月15日現在。嘱託・契約社員を含む。） 

＜製品と用途の例＞ 

工業用高純度ｶﾞｽ
工業用薬品 
◆製品原料 
◆半導体製造工程 

ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 
◆ﾊﾟｯﾌﾟ剤 
◆冷却ｼｰﾄ 

合成ｺﾞﾑ（ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ「ｼｮｳﾌﾟﾚﾝ®」） 

～様々な領域の製品を生産・供給し、社会に貢献しています。～ 

◆自動車部品 
◆工業用接着剤 
◆医療用手袋 

ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ 
VGCF® 

◆ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ 
 二次電池添加剤 

ﾋﾞﾀﾐﾝC誘導体 
◆化粧品原料 

グリシン 
◆食品添加物 

扇町 大川 千鳥 

Ｃ 

《かわさきからはじめよう》 
従来の考え方に捉われない
前向きかつ良い変革の後押し
をするため、具体的な11の行
動を提案しています。 



事業所トピックス 

■FSSC22000の認証取得しました。 
 

■本社・川崎合同 家族見学会実施しました。 

■映画『シン・ゴジラ』で川崎事業所がロケ地となりました。 

事 

 千鳥地区にて、食品安全システムFSSC22000の認
証取得が決定し、2016年6月8日、川崎事業所千鳥
地区の会議室にて登録証の授与式が行われました。 
 
 FSSC22000は、食の安全を守るための国際的なマネ
ジメント規格です。認証取得により、当社グリシンに対す
る信頼性と対外イメージの向上、食品会社・大手流通
小売業者から求められる取引要求基準を満たすことが
可能となります。 

 庵野秀明総監督・樋口真嗣監督の話題作『シ
ン・ゴジラ』で、事業所内の本事務所とアンモニア課
ガス化プラントがロケ地として使用されました。 
 映画の中では、本事務所はアメリカ国防省オフィ
スとして、プラントは物語の鍵となる工場として登場
します。 
 

 国の登録有形文化財である本事務所では、
『シン・ゴジラ』を含め、2016年の1年間で14本
の映画・ドラマの撮影に協力しました。このような
活動を通して、川崎市の目指す「映像のまち・か
わさき」に貢献していきます。 

 2016年8月23日、本社・川崎事業所合同での家族
見学会を行いました。これは従業員とその家族を対象とし
たもので、今回は54名が参加し、大変賑やかな見学会と
なりました。 
  
 本社見学の後、午後に川崎事業所に移動し、プラント
や中央管理室を見学するだけでなく、液体窒素・ドライア
イスを使った化学実験、消防車放水体験などを実施しま
した。 
 普段できない特別lな経験に目を輝やかせる子供たちが
印象的でした。 

《登録証授与の様子》 

《液体窒素実験》 

《普段の本事務所》 

《撮影時の本事務所》 



製品 

■川崎事業所での資源消費と環境負荷・リサイクルの概要 

 窒素酸化物(ＮＯx)排出量 

   139.3 ton (127.4 ton) 

 温室効果ガス排出 

  二酸化炭素(ＣＯ２)排出量 

    エネルギー起源   654 kton 

    非エネルギー起源   73 kton 

    フロンガス排出量     23 kton-ＣＯ２換算量 

    Total                 750 kton （741 kton） 

 硫黄酸化物（ＳＯx)排出量 

    10.8 ton (12.8 ton) 

 原料・資材 

 工業用水 20,377 km³  
       （19,708 km³） 
 
 海水     48,985 km³  
       （49,074 km³） 

 エネルギー使用量 
 
 原油換算 255,258 kL 
       （246,228 kL） 

 各自治体からの 
 使用済みプラスチック 
        64,612 ton  
       （58,098 ton） 

資源消費 

環境負荷 
2016年度実績 

 ＰＲＴＲ*対象物質排出量   

    大気排出 14.5 ton (  14.8 ton） 

  水域排出   5.2 ton (    5.0 ton) 

 産業廃棄物排出量  

               4,748 ton  (4,757 ton） 

 廃棄物の再資源化量  
 2,360 ton（2,149 ton） 

出荷 

 排水量  

        57,257 km³ (57,550 km³) 

リサイクル 

昭和電工川崎事業所 

（カッコ）内は前年実績 

 最終埋立処分量 

 56 ton (53 ton） 

*ＰＲＴＲ ： 有害性化学物質（法で指定された462物質）が、 
          大気や海・川・湖にどのくらい排出されたか、 
          廃棄物としてどれだけ事業所外に搬出されたか 
          を集計し、公表する仕組みです。 

中間処理業者 

事境負荷低減への取り組み 環 

 化学物質排出削減に継続して取り組んでいます。 
 
【2016年削減トピックス】 
  ○ フロンガス排出削減 → 削減の取り組みを着実に進めています。 
  ○ PRTR対象物質排出削減 → ペルオキソ二硫酸塩(PRTR対象物質の1つ)の処理方法を確立し 
                       排出ゼロを達成しました。 

■化学物質排出削減の取り組み 
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  安防災活動 

■本年も総合防災訓練を実施しました。 
 

■耐震対策を実施しています。 

■ヒューマンスキルトレーニングを開催しました。 

保 

 東海地震が発生し、構内の設備から危険物が漏洩、
その後火災が発生したという想定で訓練を行いました。 
 
 また、従業員の消火技能向上のために、消防競技会
を毎年開催しています。競技は、ホースを延長し、火事
に見立てた的を放水して倒し、ホースを元通りに収納す
るまでの迅速さと正確さを競います。全参加チームが
各々能力を発揮し、切磋琢磨することにより、消火技能
の向上に努めています。 

 職務を安全かつ効率的に遂行するためには、技術的
な知識だけでなく、「コミュニケーション」「リーダーシップ」
「チームワーク」といったスキル（ヒューマンスキルと呼ぶ）
が欠かせません。 
 そこで川崎事業所では、グループワークを主体とした
「ヒューマンスキルトレーニング」を実施しています。 
 2016年は17回開催し、従業員・協力企業合計
360名が受講しました。受講者からは、「コミュニケーショ
ンの大切さを実感した」という感想が多く聞かれました。 

 建設当時の耐震基準に基づいて設置されている高圧ガス
施設について、大規模地震発生に備えるとともに、最新の
耐震基準に適合させるために補強工事を実施しています。 
 高圧ガス施設に続き、事業所内重要施設の耐震対策を
実施していきます。 

  働安全衛生活動 労 

■救急法講習会を開催しました。 

 万が一の事態に備え、川崎事業所では場内に
AEDを設置するとともに、毎年救急法講習会を開
催しています。 
 川崎市消防防災指導公社より講師をお招きし
て、心肺蘇生法やAEDの意義や使用方法、注意
点等についての講義と実技訓練を実施しています。 

《
実
技
訓
練
の
様
子
》 

《消防競技会》 

《補強工事を終えた高圧ガス貯槽》 

《ヒューマンスキルトレーニング グループワークの様子》 



 KSG活動は、トラブルゼロ・人財育成を目的に進めています。このうちトラブルゼロについては、爆発/火災といった
重篤なトラブルはもちろん、従業員の日常の行動で発生する微小トラブル（行動災害）まで、全てのトラブルをゼロ
にするという目標を掲げています。 
 
 川崎事業所では行動災害ゼロに向けて、保護具の正しい装着方法、階段や床面の不安全状態での行動などを
体験し、保護具や手すり、3S（整理・整頓・清掃）の重要性などを改めて認識する教育を進めていきます。 

■事業所の行動災害ゼロに向けた活動について 

《VR*による安全帯装着体験設備》 
 

《フランジ締結シミュレーター》 

《床面の種類や状態変化による歩行体験設備》 《階段昇降時の手すりの重要性体験設備》 

 *VR・・・バーチャルリアリティー（Virtual Reality）/仮想現実/人工現実感ともいわれるゴーグル型ディスプレイに             
             映し出される映像を見ることで仮想空間を感じることが出来る技術。 

 崎超現場力活動（KSG活動） 川 
 川崎事業所は、1999年から日本プラントメンテナンス協会が提唱するTPM活動*に取り組んできまし
た。2009年からはこの活動を基に、超安全・超安定生産を実現するための独自活動である『川崎超現場
力活動』（Kawasaki Super Genbaryoku：KSG活動と略）として取り組んでいます。 
 
  *TPM活動・・・公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会（以下JIPMと略）が提唱する全員参加の生産保全の活動のことです。 

            Total Productive Maintenance あるいは Total Productive Managementを略してＴＰＭ活動といいます。 



7月 

地域社会との関わり 地 

1月 2月 

3月 4月 

5月 

6月 

8月 
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10月 12月 

■出前授業の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 

 地域の小中学校や市民館での講座、子供
向けイベントなどへ出前授業を行っています。 

■事業所からの情報発信 
 事業内容や私たちの取り組みについて積極的に
情報発信を行っています。 

■リサイクル活動を通じた寄付 
2000年よりアルミ缶回収で得た収益金を川崎
市健康福祉局へ寄付し、地域の福祉活動に役
立てていただいています。2016年の回収量は
160,026缶、寄付金額は208,963円でした。 

■献血の実施・協力 
 献血を場内で毎年実施しています。 

出前授業■ 
献血■ 

納涼祭■ 
身代わり地蔵尊年祭法要■ 

 

■地域一斉清掃 

地域一斉清掃■ 

■献血 
■アルミ缶リサイクル寄付 
■川崎国際環境技術展 

■春季健康レク（芋堀り） 

秋季健康レク（地引網）■ 
 

9月 

■文化財防災訓練 

■出前授業 
■地元町内会 
  情報交換会 
 

■地元町内会祭礼 
■親子バスツアー 

■田島中央・臨港地区 
   連合町内会情報交換会 
■総合防災訓練 
 

通年 
工場見学受け入れ 
 

年間を通して様々な活動を行い、地域の皆様とのコミュニケーションと地域社会への貢献を果たしています。 

川崎市 
健康福祉局 
成田局長 

川崎事業所 
総務部  

荒川部長 

川崎事業所 
総務部  
博田氏 

《川崎国際環境技術展2017 
当事業所の展示ブース》 

《献血受付の様子(千鳥地区)》 

《感謝状をいただきました》 

《川崎市立渡田中学校での出前授業》 



 
■本レポートに関するお問い合わせ先・発行元 

川崎事業所では工場見学会を随時開催しています！ 

川崎事業所のプラスチックケミカルリサイクルでは、家庭から出された使用済み容器包装
プラスチックをガス化し、アンモニア原料にリサイクルしています。 
このリサイクルの過程とプラントをご見学いただける工場見学会を随時開催しています。 
（＊ご見学は、個人・団体、企業・一般を問いません。） 

詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。 
http://www.sdk.co.jp/kpr/tour/index.html 

アンモニアは、 
化学肥料やアクリル系の繊維、様々な工業製品の原料、石炭
や重油等の燃焼に伴って発生する有害な窒素酸化物を除去す
る薬剤等として私たちの暮らしを支えています。 

■当社が採用されているインデックス・認定 

■当事業所が参加している取り組み 

アクリル繊維 

化学肥料 

この部分をご見学いただけます。 

使用済プラスチック 

アンモニア 

報告対象期間：2016年1月～12月に2017年1月～6月の情報を付け加えています。 
表紙写真： 

2017年1月現在 

 昭和電工株式会社川崎事業所総務部 
 〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町5-1 
 TEL：０４４－３２２－６８１０    FAX：０４４－３５５－８４３５ 

① 
② 

③ 
④ 

⑤ ⑥ 

①・⑥ 大川地区の花壇 
 ②  プラントのパトロール風景 
 ③  消防競技会風景 
 ④  プラントの夜景 
 ⑤  プラントの監視業務風景 

マスコットキャラクターの 
けぴあ 

http://www.sdk.co.jp/kpr/tour/index.html
http://www.sdk.co.jp/kpr/tour/index.html

