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CSR活動を「文化」に

執行役員 CSR部管掌

長井 太一
昭和電工グループは、豊かさと持続性の調和した社
会の創造に貢献する「社会貢献企業」の実現に取り組

持続可能な社会の実現に向け

2030 年までに世界の社会的課題を解決するための

むことにより、CSR（企業の社会的責任）を果たそう

17の持続可能な開発目標（SDGs）は、全ての国を対

としています。そのためには、CSRが社員一人ひとり

象とし、
「誰も置き去りにしない」社会の実現を目指

の心に根付いたものとし、この活動が当社グループの

しています。その中で、企業における取り組みに注目

「文化」となるような取り組みを進めています。

が集まっています。当社グループでは、これまでも社
会的に有用かつ安全で、お客様の期待に応える製品・

安全・安定操業は事業運営の根幹

サービスを提供してきましたが、今後も、気候変動や

化学メーカーである当社グループにとり、安全は全

資源枯渇、人口構造の変化、都市化の進行、世界経済

てに優先して取り組む事項であり、事業を支える基盤

の多極化、原燃料・エネルギーの環境変化など、世界

と考えています。2007 年から開始した「創る安全」

の社会的課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献

活動 *を深化させ、労働災害、設備事故、環境トラブ

していきます。

ルの未然防止に着実に結び付けていきます。
化学物質の開発・製造から廃棄・リサイクルに至る
全ての過程で「環境・安全・健康」を確保する取り組

ステークホルダーとの対話の推進

昨今、企業の環境・社会・ガバナンス（ESG）に対

みであるレスポンシブル・ケア活動は、当社グループ

する取り組みへの関心が高まりを見せています。社

のCSR 活動の中心的な役割を果たしており、
「創る安

会・経済環境が刻々と変化する中、全てのステークホ

全」活動も含め、保安防災、労働安全衛生、化学品安全、

ルダーからの期待にお応えするには、ステークホル

環境の4 分野における活動のレベルアップを図ること

ダーの皆さまが当社グループに対してどのような期待

で、社会やお客さまが求める製品・技術・サービスを

をされているのかを直接伺う対話の機会は欠かせませ

安全・安定に、そして安心してご利用いただけるよう

ん。IR などの対話はもちろんのこと、実際に CSR 活

に提供していきます。

動を担う国内外のグループ社員との対話も重視し、グ

＊「創る安全」活動
過去の事故・トラブルを解析し、再発を防止する当社グループ独自の活動

ループ全体で行っているアルミ缶回収活動や地域社会
への貢献活動などを通じて建設的な対話を進めること
で、社員一人ひとりの意識レベルと CSR 活動のさら
なる向上につなげていきます。
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C S R 方針
昭和電工グループは、現在推進中の中期経営計画
「Project 2020＋」において、当社グループの製品・

り、豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献して
いきます。

技術が、地球環境やエネルギー・資源問題などの社会

中期経営計画

的課題の解決に貢献できるように事業を進めています。
特に「Project 2020 ＋」期間においては、
「レス
ポンシブル・ケア」
、
「リスク管理・環境経営」
、
「企業

「豊かさと持続性が調和する
社会の創造に貢献」

倫理・コンプライアンス」
、
「ステークホルダーとの対
話」および決定したマテリアリティに重点を置いた活

2016～2018年

動を進めていきます。

グループCSR方針

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

当社グループの考える CSR とは、
「全社員が、経営

①安全・安定操業の実現と
持続的発展の獲得

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。

②コンプライアンスの徹底と
社会正義・企業倫理の遵守

・低炭素社会に適合する事業基盤の強化
・CO₂ 削減と資源循環に貢献

当社グループは、製品・技術・サービスの提供によ

③ステークホルダーとの
対話の推進

CSR推進体制
昭和電工では経営会議メンバーが出席する CSR 会

を設置し、環境、安全、品質保証などのレスポンシブ

議を設置し、経営の施策と CSR を連動させる体制と

ル・ケア活動を推進しています。人権・企業倫理・コ

しています。CSR 会議の下にはレスポンシブル・ケ

ンプライアンスは総務・人事部が、CSR コミュニケー

ア推進会議、リスクマネジメント推進会議、人権・企

ションは広報室が担当し、個別方針・施策を提案、活

業倫理推進会議、IR 推進会議を置き、CSR に関する

動を行っています。

個別案件の企画・立案および CSR 会議への上程事項
の審議を行っています。

▶︎CSRの推進体制図

また、各事業部・事業場がそれぞれ行う人権・企業

CSR会議

倫理・コンプライアンス、リスクマネジメント、レス
ポンシブル・ケアなどの各 CSR 活動は、CSR 部、環
境安全室、品質保証室、総務・人事部、広報室がス
タッフ部として支援する体制としています。

レスポンシブル
・ケア
推進会議

リスク
マネジメント
推進会議

CSR 部では、CSR 会議の事務局、CSR に関する基

います。CSR 部の下に環境安全室および品質保証室

IR推進会議

事業部・事業場

本方針・総合施策の立案・総括、CSR 関連情報の収
集、グループにおけるリスク管理の総括などを行って

人権・企業倫理
推進会議

CSR部

スタッフ部

総務・人事部
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マテリアリティ
昭和電工グループでは持続可能な社会を実現するた
めに、当社の事業活動がステークホルダーや経済、社
会、環境に与える影響やインパクトの大きさについ
て分析し、その重要性（マテリアリティ）を評価して、
14 のマテリアリティを定めています。
決定したマテリアリティは、当社グループの中長期
的な経営課題にも合致しています。
下図は、左側に当社グループのマテリアリティおよ
び、ISO26000 中核主題、右側に当社グループの中

ステーク
ホルダー
の評価や
意思決定
に対する
影響

ステークホルダーに与える ステークホルダーに与える
影響は大きいが、
経済、
環境、 影響が大きく、経済、環境、
社会に与えるインパクトは 社会に与えるインパクトも
小さい項目
大きい項目
ステークホルダーに与える ステークホルダーに与える
影響は小さく、経済、環境、 影響は小さいが、
経済、
環境、
社会に与えるインパクトも 社会に与えるインパクトは
小さい項目
大きい項目
昭和電工グループの事業活動による
経済、環境、社会へのインパクトの著しさ

長期的な経営課題を明示したものです。これまで自社
で使ってきた言葉とマテリアリティの関係性を示し、
グループ内への周知を図っています。
▶当社の中長期的な課題とマテリアリティ
マテリアリティ
製品・技術・サービスの提供
コミュニティへの参画

（ISO26000）
中核主題

中長期的な経営課題

社会への貢献

地域社会への貢献
製品・技術・サービスの提供

汚染予防
持続可能な資源利用

環境

気候変動への対応
設備安全
消費者の安全衛生の保護
必要不可欠なサービスへのアクセス
知的財産権の尊重
企業倫理の徹底

保安防災 *

社会課題の解決に向けたソリューションの提供

サステナビリティの重視

レスポンシブル・ケアの強化

豊かさと持続性の調和する
社会の創造に貢献

省資源・省エネルギー・地球環境の保全

安全・安定操業
無事故・無災害の実現

保安防災の徹底

消費者課題

設備安全・大規模災害への対応

公正な事業慣行

企業倫理 *

製品安全の確保
コンプライアンスの徹底

化学品安全・品質保証

社会正義と企業倫理の遵守

リスク管理の徹底

労働安全衛生
労働環境・条件の整備

労働慣行・人権

人材育成・訓練
意思決定のプロセス・構造

ダイバーシティの推進
社員の多様性を尊重、活かした経営

組織統治

コーポレート・ガバナンスの充実
経営の健全性・実効性・透明性の確保

＊マークのついた課題はISO26000の中核主題にはない文言ですが、当社にとっては重要性が高い課題として入れています。
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SDGs の取り組み
昭和電工グループは、
「グループ経営理念」に基づき、国際社会の一員として自覚を持った行動、お客さまに満足
と安心を提供、グループ全社員が力を発揮できる企業風土づくり、地域社会の期待への貢献、地球環境の維持改善を
「私たちの行動規範」で定めています。
その内容は、2030 年までの間、全ての人に普遍的に適用される持続可能な開発目標（SDGs）の、あらゆる形態の
貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処しながら、
「誰も置き去りにしない」ことを確保するという考
え方にも一致しています。
「私たちの行動規範」とSDGsの関係

法令遵守
レスポンシブル・ケア
公正かつ自由な取引
人権の尊重
贈収賄等腐敗防止

国際社会の
一員としての
行動

地球環境の
維持改善

グループ
全社員が
力を発揮できる
企業風土
お客さまに
地域社会の
満足と安心を
期待
提供
個性の尊重
安全最優先

国際社会の発展につながる製品の提供
ビジネスパートナーとの協働

環境負荷低減
環境問題解決の製品・技術

コミュニケーション
社会・経済の発展に貢献

当社グループでの具体的な取り組みを紹介します。
啓発活動
当 社 グ ル ー プ で は、 当 社 グ ル ー プ と
SDGs の関係の紹介を通じて、私たち一
人ひとりが SDGs とは何かを知り、取り
組んでいけるような情報をグループ報で
紹介しています。

水力発電の利用
当 社 グ ル ー プ は、 大 町・ 塩 尻・ 秩 父・ 東 長 原 の 4 事 業 所 に
水力発電所を有しています。水力発電は火力発電などそのほかの発電方式に比
べてCO₂ の排出量が極めて少ない発電方式です。
2016 年から 2017 年にかけて全ての水力発電所
の更新工事を終えました。古くなった設備を更新す
ることにより、電力の安定供給が今後も可能になっ
たほかにも、最新の設備を導入することで高効率に
電力エネルギーを生み出すことができるようになり
ました。
常盤発電所
（大町事業所）
使用済みプラスチックの
ケミカル・リサイクル

イントラネットのバナー
（上）
と内容の一部

昭和電工（株）川崎事業所では、使用済みプラスチック
からアンモニアの原料である水素の安定供給を目的としたプラスチック・ケミカ
ル・リサイクルの取り組みを2003 年から行っています。アンモニアは、世界で
最も生産量の多い化学合成品です。主に肥料用、合成繊維や樹脂の原料、火力発
電所などから排出される大気汚染物質の脱硝用として
使われます。
本製造方法では使用済プラスチックを原料とすること
で化石燃料の消費を抑えるだけでなく、製造工程で発
生する二酸化炭素をドライアイスにリサイクルするなど副
生物を資源として有効活用しており、従来の製造方法 川崎プラスチック・ケミカル
に比べ、環境負荷の低減に大幅に寄与しています。
リサイクルプラント
S HOWA DENKO R EP OR T 2 O18
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ステークホルダーとのかかわり
ステークホルダーとのコミュニケーション
昭和電工グループは全てのステークホルダーの皆さまに対し、社会的責任を果たし、信頼・評価される企業である
ことを目指しています。ステークホルダーの皆さまへの責任を明らかにするとともに、対話を通じて当社グループへ
の期待や課題をとらえ、それらを企業活動に反映させていきます。

お客さま
◦ニュースリリースによる情報発信
◦展示会への出展
◦昭和電工レポート／製品パンフレット
◦ウェブサイトなどによる情報発信
◦工場視察 など
展示会
（2018年1月インター
ネプコンジャパン）

社員および家族
◦グループ報
「Group SHOWA」の発行
◦イントラネットを通じた情報発信
◦社員意識調査の実施
◦企業倫理ホットラインの運営
◦労使協議 など

株主・投資家
◦定時株主総会の開催
◦決算説明会／事業説明会の開催
◦投資家向け説明会の開催
◦株主通信の発行 など

お客さま

社 員および
家族

昭和電工
グループ

株 主・
投資家

機関投資家向け説明会
（2017 年12月）
グループ報

地域・行 政

地域・行政
◦事業場見学
◦地域対話
◦社員の地域活動への参加
◦出前授業の実施 など

取引先
（パートナー）

取引先
（パートナー）
◦自己診断／CSR 訪問の実施
◦購買活動 など

自己診断結果、質問票、CSR 訪問結果報告

工場見学会
（昭和電工
（株）
東長原事業所 2017年 11月）
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コミュニケーションの具体例をご紹介します。
事例 ❶

機関投資家・株主の皆さまとのコミュニケーション

当社は、株主総会を株主の皆さまとの重要な対話の機会と位
置付けています。また、より多くの株主の皆さまに議決権を行
使していただくために、株主総会にご出席いただけない株主さ
まには、郵送による方法に加え、インターネットによる方法もご
案内しています。
国内の機関投資家や証券アナリストの皆さまに対しては、決
算説明会や経営計画・主要事業の進捗状況説明会を開催すると

株主総会での展示の様子
（2018 年 3月）

ともに、個別の取材に対応し説明を重ねました。
海外の機関投資家・株主の皆さまに対しては、フェア・ディ
スクロージャー推進の観点から、英語開示を推進するとともに、
社長やCFOが欧州、北米、アジアを訪問し、業績や経営計画な
どについて直接説明を行いました。
個人投資家の皆さまに対しては、個人投資家向け説明会の開
催や証券会社支店での説明を行いました。
また、ウェブサイトの機能拡充をはじめ、決算発表資料など

個人投資家向けイベントにて
（2017 年 9月）

のIRニュースメール配信サービスや、決算短信の主要業績デー
タと説明を抜粋したコンテンツの提供も行いました。

事例 ❷

地域・行政の皆さまとのコミュニケーション

当社グループでは、事業場の活動について紹介
するサイト情報誌の発行や、近隣住民の方々を対
象にした工場見学の開催、文化・スポーツ振興な
どに関しての支援など、地域社会とのコミュニケー
ションを図っています。
また、福祉関連などの活動を通じて地域社会へ
の貢献を図っています。

事例 ❸

東日本 大 震 災 復 興 支 援イベント
「福
島・会津マルシェ」
（2017 年 8月）

「ひがしねさくらんぼマラソン」に毎年
ボランティアで参加
（昭和電工HD山形
（株）2017 年 6月）

社員および家族とのコミュニケーション

当社グループでは、グループ社員に対して、さま
ざまな情報発信を行っています。
また、意識調査の実施や企業倫理ホットラインの
運営などを通じて、社員との良好なコミュニケー
ションを図っています。
社員の家族に対しては、家族見学会の実施などを
通じて、当社グループへの理解を深めてもらう取り
組みを行っています。2018 年には家族向けの会社
案内を発行しました。

家族見学会
（昭和電工
（株）
横浜事業所 2017 年 8月）
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