
レスポンシブル・ケア
活動報告書 2022
三菱ケミカル株式会社広島事業所



保安と安全を確保し、自然環境
との調和および地域との共生を
大切にする事業所をめざして

レスポンシブル・ケアとは
レスポンシブル・ケア（RC）とは、化学物質を取り扱う企業が、

開発から製造・流通・使用・最終消費を経て 廃棄に至る全ての過程において、
「環境・健康・安全」を確保し、活動の成果を公表し 社会との対話、
コミュニケーションを行っていく、自主管理活動です。
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報告書概要

対象期間 ２０２１年４月から２０２２年３月
（一部この期間以外の内容が含まれています。）

報告範囲 三菱ケミカル株式会社広島事業所
（同敷地内にあるグループ会社のデータを含みます。）
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1.事業所長メッセージ

（安全環境）
保安と安全を確保し、自然環境との調和および地域との共生を大切にする事業所

（技術・ものづくり）
夢ある技術・製品を生み出し、新たな価値を発信する事業所

（マインド）
働く人ひとりひとりが誇りと熱意を持ち切磋琢磨して成長し続ける事業所

このありたい姿を実現するための基盤となる「保安安全」、「環境保全」、「品質
保証」、「化学品安全」、「物流安全」を5本柱とするRC（レスポンシブル・ケア）
活動を展開しています。この度、ＲＣ活動の状況を皆様へお伝えするために、
「ＲＣ活動報告書」を発行いたしました。本報告書をご一読いただき、私たちの取り
組みに対するご理解を賜るとともに、忌憚のないご意見・ご感想をお寄せいただける
と幸いです。

最後に
私たちは、多くのステークホルダーの皆様のご理解とご協力に支えられて、事業所

を運営しています。KAITEKI社会の実現に貢献する事業所、皆様から信頼され愛され
る事業所をめざして取り組んでまいります。引き続き、ご支援賜りますようお願いい
たします。

三菱ケミカル株式会社広島事業所

事業所長清水 和博
＊1 KAITEKIとは、「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」を表し、
環境・社会課題の解決にとどまらず、社会そして地球の持続可能な発展に取り組むことを提
案したMCGグループオリジナルのコンセプトです。
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私たち三菱ケミカルは、環境・社会の課題
にソリューションを提供し、人・社会そして
地球の持続可能な発展に貢献する
「＊1KAITEKI実現」をめざしています。

国内主要生産拠点の一つである広島事業所
は、「化成品」「樹脂」「繊維」といった、
人々の生活の役に立つ幅広い製品を生産して
います。私たちは、生産活動を通して
KAITEKI社会の実現に貢献する事業所になる
との思いを込め、次の3つの事業所のありた
い姿を掲げています。



2.事業所概要
〇沿革

１９３３年 新興人絹株式会社を創立

１９３４年 レーヨンステープルの初紡糸に成功

１９３４年 大竹工場操業開始

１９５２年 社名を三菱レイヨン株式会社に改称

１９５９年 三菱ボンネル株式会社広島工場 操業開始

１９７０年 三菱ボンネル株式会社広島工場を統合

日東化学工業株式会社 操業開始

１９８３年 新合成株式会社広島工場 操業開始

１９９１年 新合成株式会社と合併

１９９８年 日東化学工業株式会社と合併

２００９年 ルーサイト・インターナショナルと経営統合

２０１０年 株式会社三菱ケミカルホールティングスと

経営統合

２０１７年 三菱化学株式会社、三菱樹脂株式会社、

三菱レイヨン株式会社の三社が統合し

三菱ケミカル株式会社発足

２０１９年 事業所名を大竹事業所から広島事業所に改称

２０２２年 株式会社三菱ケミカルホールディングスが

三菱ケミカルグループ株式会社へ社名変更

〇所 在 地
広島県大竹市御幸町２０番１号

〇敷地面積
９６２,７３０ ㎡ （福利厚生用地含）
マツダZoomｰZoomスタジアム広島約19個分

〇従業員数
１,６８０名 ２０２２年３月現在

〇エネルギー使用量
電気 2億4,338万ｋｗｈ/年

〇大気排出量
CO2 62万3千トン/年

〇水使用量
上水及び河川水 ２千460万m３/年
海水 ５千937万m３/年

〇公共水域排水量 7千67万m3/年

〇グループ会社等
三菱ケミカルエンジニアリング株式会社
ダイヤリックス株式会社
エムイーシーテクノ株式会社
MCC－SGLプレカーサー株式会社
三菱ケミカルシステム株式会社
エムシーパートナーズ株式会社
三菱ケミカル物流株式会社
三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社
株式会社三菱ケミカルリサーチ
テクノUMG株式会社

広島事業所は、１９３３年レーヨンステープル
のメーカーとして設立された新興人絹株式会社の
工場として当地に誘致を受け、我が国初のレーヨ
ンステープル工場としてスタートしました。
以来、その生産品目を拡大し、現在では合成繊

維（アクリル繊維）、合成樹脂（アクリル樹脂、
ＡＢＳ樹脂）等を原料から一貫生産する、三菱ケ
ミカルグループの中核事業会社の主要生産拠点と
して重要な役割を担っています。
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広島事業所の主要製品と用途をご紹介します。

広島事業所の化成品製造部では、原油から留出される「ナフサ」からつくられるプロピレン
やC4留分をもとに、樹脂及び繊維の原料となる AN（アクリロニトリル）や、樹脂の原料とな
る MMA（メタクリル酸メチル）を生産しています。

プロピレン

HCN

ナフサ AN

イソブチレン

アクリロニトリル

アセトンシアンヒドリン

アクリエステル
メタクリル酸メチルま
たはメタクリル酸より
合成される高付加価値
モノマーであり、塗料、
接着剤、光学材料など
に使用されています。

ターシャルブチルアルコール

青酸 メタクリル酸メチル

メタクリル酸

高級エステル

AN（アクリロニトリル）を原料に、コストパフォーマンスに優れたアクリル繊維「ボンネルTM」
や、炭素繊維のもととなる「プレカーサー」、さらに炭素繊維などを生産しています。

柔らかな風合いで、鮮やかな色彩が可能な特徴を生かし、
セーター、毛布、カーペット、ぬいぐるみ等に使用されて
います。

炭素繊維の原料となる高強度アクリル長繊維です。

炭素繊維は、アクリル繊維（プレカーサー）を高温で加熱
処理して得られる繊維で、従来の金属材料を凌駕する強度
をもつ、軽量で強固な素材です。

ボンネルTM

プレカーサー

炭素繊維トウ

アクリロニトリル

C4 留分

ACH MMA

TBA MAA

AN アクリル繊維

ACH法

直酸法

ボンネルTM

広島事業所で生産

プレカーサー 炭素繊維トウ

広島事業所で生産 広島事業所で生産

製品例

ボンネルTMを使用した
マクラカバーとセーター

製品例 製品例

繊維

化成品

炭素繊維を使用したゴルフシャフト
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MMA（メタクリル酸メチル）を核とした各種誘導体から樹脂製品を生産しています。
お客様のご要望にこたえ、さまざまな機能をもった製品作りをめざしています。

高い透明性など、高度な品質が求められる歯科材料やアクリ
ルトロフィーに使用されています。

さまざまな樹脂に添加することによって、衝撃強度や難燃性
の向上、仕上がりの改善等、プラスチックの性能を飛躍的に
拡大させます。

塗料・インキ、接着剤の主成分となるアクリル系コーティ
ング用材料で、卓越した外観に加え、対候性、耐薬品性に
もすぐれた性質をあわせ持ちます。

プラスチック製屈折率分布型光ファイバーを規則的に配列
させたレンズで、複合プリンターやファクシミリ、スキャ
ナなどに幅広く使用されています。

メタブレンTM ロッドスコープTM

ダイヤナールTMを使用した
車用アンダーコート

アクリコンTM

メタブレンTM

ダイヤナールTM

ロッドスコープTM

メタクリル酸メチル
MMA

成形材料

樹脂改質剤

塗料原料

情報材料

樹脂

民間航空機用エンジン構造案内翼
ファンの大型化を可能にするための
素材として採用されています。

MMA系樹脂

風車のブレード
直径が100mを超えるような大型の風力
発電のブレードには、炭素繊維複合材料
（CFRP）が多く使用されています。

人工衛星の光学機器支持部材
その優れた比強度・比弾性率、そして温
度変化の極めて大きな環境下でも持続す
る高い寸法安定性は深淵宇宙での高精度
観測を実現させました。

ダイヤナールTMを使用した
自動車内装プラスチック部材コーティング

ダイヤナールTMを使用した
船底コーティング
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炭素繊維・炭素繊維複合材料の活用事例（炭素繊維/炭素繊維複合材料専用サイトより）



3.基本方針

4.広島事業所ＲＣ方針

三菱ケミカルは化学産業界の自主的な環境・健康・安全を確保する活動であるレスポンシブル・
ケア活動（RC活動）を推進しています。
広島事業所のRC方針は、環境安全に関する理念や方針、品質保証及び化学品管理に係る方針に

基づき定めております。その中の一部をご紹介します。

環境安全に関する方針
１．法令はもとより企業倫理を含めた社会的ルールを遵守する
２．事故及び労働災害のゼロを追求する
３．地球温暖化防止及び自然環境保護のために環境負荷を低減

する
４．環境安全に関する教育を行い、自らの責任を自覚し行動で

きる人材を育てる
５．社会からの理解と信頼向上のために、社会との親密な

コミュニケーションを図る
６．最新技術や社内外の情報を活用し、継続的に改善する

環境安全に関する理念
１．安全は企業存立の基盤をなすものであり、

安全の確保は企業の社会的責任である

２．環境保全と環境改善を企業の使命とし、

人と地球に優しい企業を実現する

広島事業所は、ＫＡＩＴＥＫＩ社会の実現に貢献するため、本社「環境安全理念」、「環境安全に関する方針」及び品質保証、化学品管理に係
る基本方針に基づき、ＲＣ方針を以下の通り定める。また、この方針が全ての就業者に周知され理解されるとともに、適切に実施されることに
努める。

１．法令はもとより企業倫理を含めた社会的ルールを遵守する
保安・環境事故や労働災害の防止、安全安定運転の実現と顧客の要求する品質の確保を可能にし、顧客の信頼や社会の期待に応えるために
法令や社内規則を一人ひとりが理解し遵守する。

２．事故及び労働災害のゼロを追求する
プロセスの運転管理レベルを向上させ、また設備管理の充実により、危険源に対して適切な対策を講ずることで、事故及び労働災害のゼロ
を追求する。

３．地球温暖化防止及び自然環境保護のために環境負荷を低減する
事業活動を通じ、省資源、省エネルギーの推進、廃棄物の削減など健全な環境の維持・向上に努める。
さらに、新技術や新製品の研究・開発を通じて環境負荷の低減を推進し、サーキュラーエコノミー（循環型経済）の実現に貢献していく。

４．化学品に関する最新情報の収集整備に努め、化学品を適正に管理する
化学品の取扱い時や製品の輸送、使用、廃棄等における事故・災害を防止するため、化学品に関する最新情報の収集整備に努め、化学品を
適正に管理する。

５．お客様の視点に立ち安全で高品質な製品・サービスを提供する
お客様の望む品質をベストなコスト・タイミングで提供し、品質を継続的に改善する。

６．製品の安全輸送に取り組み、物流に関するトラブル、事故、労働災害を防止する
関係会社とのコミュニケーションを緊密に取るとともに、輸送品に対する理解と安全への感度を高め、物流品質を継続的に改善する。

７．社会からの理解と信頼向上のために、社会との親密なコミュニケーションを図る
地域・社会からの理解と信頼の向上のために、地域・社会との親密なコミュニケーションを図り、開かれた事業所を目指す。

８．最新技術や社内外の情報を活用し、継続的に改善する
最新技術や社内外の情報を広く活用し、環境安全目標を達成するため、事業所で運用している各種マネジメントシステムを継続的に改善す
る。

９．ＲＣ推進に関する教育を行い、自らの責任を自覚し行動できる人材を育てる
「基本に始まり、基本に返る」
環境安全理念である「安全は企業存続の基盤をなすものであり、安全の確保は企業の社会的責任である」を遂行するために、自ら考え、気
づくことを重視した教育づくりで、基本を身につけ、自ら考え行動できる人材を育成する。

2022年4月1日 三菱ケミカル株式会社 広島事業所 事業所長 清水 和博
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5.「O'Take現場力25」活動

＊２「O’Take」
大竹の地にちなんで「おおたけ」と読みます。
同時に、さまざまな切り口で発掘した「災害
やロス」を「０：ゼロ」にしていこうという
意味を込めて、「ゼロ テイク」とも読みます。

6.事業所教育方針

基本方針「基本に始まり、基本に返る」

自ら考え、気づくことを重視した教育で、基本を身
につけ、自ら考え行動できる人材を育成する。

この基本方針のもと、次の２項目をテーマとして教育計画を
作成し、入社後の成長にあわせて適切な時期に実施しています。

○ 考えるための「基本」を身につける。
○ ひとりひとりが志を持って自ら考える。

グループ討議の様子

広島事業所ではKAITEKI社会実現のた
め、2021年度から2025年度における
中期計画「＊２O'Take現場力25」を策定
し活動を推進しています。
安全文化向上、リスク管理・危機管理

強化、設備管理強化を図り、デジタル技
術を駆使して、ものづくり活動、人材育
成、事業所競争力強化、サステナビリ
ティ・マネジメントの取り組みを推し進
めることで、KAITEKI広島事業所を実現
します。

広島事業所で実施しているグループ討議をご紹介します。
「ひとりひとりが考え行動できる」をめざし、積極的に議論に参加し考えるよう方向づける

教育内容としています。
入社4年目を対象とした災害事例研究では、実際に発生した災害事例について、発生原因と

再発防止対策をグループで議論することを通じて、安全や危険に対する意識を高めるとともに、
お互いの意見やアイデアから新たな気づきを得る学習の機会にしています。

ものづくりに関連するすべてのアウトプット(製品・サービ
スから廃棄まで)は、関わる人の考え方により大きく変わりま
す。「ものづくりは人づくり」といわれるように、人の成長が
重要です。「O'Take現場力25」では、さまざまな「人づく
り」の機会を設定しています。
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年度 2018 2019 2020 2021

休業災害 0 0 1 2

不休業災害 1 0 0 0

自分たちが真に「安全第一」の行動をとることができ
るのか、安全を担保する上での課題はないのか振り返る
意味で、２０２０年度に第三者機関による「 ＊２安全文化
診断」を事業所従業員全員で受診しました。
診断の結果より、事業所全員が一丸となって安全レベ

ルを上げるためには、事業所幹部と事業所従業員の価値
観の共有が必要であることが判明しました。

7.安全文化の向上

＊２「安全文化診断」
第三者機関により診断されるプロ
グラムであり、約１００問のアン
ケートに対する全従業員の回答を
分析することで、組織に潜んでい
る課題を抽出することができるも
のです。

安全成績

■安全成績■ 労働災害件数の推移

目標 労働災害ゼロ （件数）

安全へ向けた活動

■安全文化診断■

２０２１年度の労働災害は２件でした。
昨年度は労働災害の再発防止と未然防止を

目的として、事業所内で安全に業務を進めて
いくための規則類の理解と確実な運用を従業
員一丸となって進めました。

広島事業所では、安全を最優先する人をつくり、その集合体であるそれぞれの組織が
ゼロ災害達成をめざしています。
私たちは、組織に根付く安全を優先する考えや行動を安全文化とよび、これを向上する

取り組みを行っています。

職位や経験を越えて相手の安全を第一に考えた行動をとることが最重要であることを認識
してもらうため、２０２１年度から、事業所幹部との対話の機会や職場のマネジメント研修
を設け、事業所幹部と事業所従業員との価値観共有に取り組んでいます。

新年度の活動を開始するにあたり、ＲＣ活動
の＊１PDCAサイクルを効果的に回すために方
針や会議体の統一化等の改善を行い、活動内容
の高度化に取り組んでいます。
キックオフ大会は、新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点から、事業所長、環境安全・品
質保証部からの講話を事業所へ配信する形で、
新年度の活動をスタートさせました。

配信の様子

■RC活動の取り組み■

＊１「PDCA」
計画を立て（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）に基づいて改善（Act）を行うというマネジメント
手法の一種のことです。
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職場マネジメントの継続的改善のため、メン
タルヘルス手法を活用した新たな研修を設けま
した。
事業所幹部とリーダー層の従業員が同じ研修

を受けることで、広島事業所がめざす姿や価値
観の共有が始まっています。さらに良質なコ
ミュニケーションを広げ、互いを思いやる気持
ちを根付かせ、なんでも相談し合える信頼関係
を構築しています。

研修の様子

現場オペレータから事業所長へ、自分の職場の安全目標や安全に対する取り組み・想いを
直接伝え、意見交換する対話会を設けています。事業所トップとの対話は、現場オペレータ
のモチベーション向上や、お互いの認識を高めることに繋がっています。
対話の記録は＊3デジタルサイネージや社内ポータルサイトを通して事業所全体へ発信して

おり、他部署の取り組みを知ることで、職場同士の良い刺激になっています。

事業所長と現場の職長との対話中の様子

■事業所長との対話会■

■職場のマネジメント研修■

２０２０年度までは現場の不具合箇所を見つけることを目的としたパトロールを行っていま
したが、各部署の安全に対する思いや悩みを十分に聞き出せていないという課題がありました。
２０２１年度からは、不具合箇所のチェックだけでなく対話の時間を設けることで、安全に関
する取り組みや施策に対する各部署の想いや悩みについて、事業所幹部や労働組合と共有する
場としています。

■合同安全パトロール■

デジタルサイネージ・社内ポータルサイトの掲載記事

＊３「デジタルサイネージ」
モニターなどを設置して情報を発信するシステムのことです。広島事業所内の執務室や各工場の制御室、
休憩室など約６０箇所にモニターを設置し、現場オペレータにもタイムリーに情報を届けています。

製造現場・事業所幹部・労働組合の対話中の様子
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安全教育

近年、技術の進歩や設備管理の充実等によって装置の不具合も減り、トラブルに対して自分
自身の身をもって体感する機会が減少しました。そのため広島事業所では、作業に潜む危険に
気づくため、「危険体感教育」を実施しています。危険を疑似体験できる設備を使用し、挟ま
れ、巻き込まれの疑似体験や、危険な事象を観察することで、従業員の危険への感受性を高め
る取り組みを続けています。

スプレー缶から噴射されるガスの燃焼の様子

回転体への巻き込まれ疑似体験の様子

画像提供元：三徳コーポレーション提供RiMM

＊４「インターロックシステム」
安全のために、ある条件に応じて停止もしくは作動する機構のことをいいます。一般には、ある操作を
しようとする際、関連する部分の状態を確認して、その操作の実行を許可したり、禁止したりする機構
をいいます。

VR危険体感の様子

■危険体感教育■

(4)VR危険体感教育
実際には経験できない不安全状態をVR（仮想現

実）の映像情報として疑似体験し、安全意識の高揚を
図っています。２０２１年度は１,０１７名が教育を
受講しました。

(1)火災爆発・燃焼
火災や爆発に関する認識を高めるために、スプレー缶か

ら噴射されるガスが燃焼する様子や、静電気の火花による
ガソリンへの引火実験、静電発生機による放電実験等を体
験します。

(2)回転体への挟まれ、巻き込まれ
製造現場に存在する回転体に、人体や衣類が挟まれたり

巻き込まれた場合の危険性を理解するために、回転してい
るローラーにベルトを挟ませ、引き抜くことができないこ
とを体験したり、チェーンと歯車の間に物を巻き込ませて、
折れる様子を観察します。
また、＊４インターロックシステムが作動する体験を通

して、安全装置の仕組みの理解に役立てます。

(3)噴出、被液
配管を流れる化学品は圧力を持っており、そのままの状

態で開放状態にすると、飛散や噴出により被液するおそれ
があります。被液による災害の危険性を理解するために、
配管から水が噴出・飛散する様子を体験します。また、配
管内の圧力が上昇した時の安全装置である安全弁等につい
ても仕組みを学び、作動する様子を観察します。
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(５)高所体感教育
厚生労働省によると、製造業における高所からの墜落・転落による死傷者数は、原因別で

第３位に挙げられています。日常生活の中で経験する機会はほとんどない反面、万一の発災
時には命に関わる災害となりやすいため、実際に高所作業を模擬的に経験しながら、高所作
業において守るべきポイントをひとつひとつ確実に体得することを目的に行っています。

＊５三点支持ではしごを
登る様子

高所移動の様子

＊５「三点支持」
両手、両足の四肢のうち三肢により支え、一肢のみを動かすことで安定して体を支えることができます。
はしご等を登る際の基本姿勢のことです。

年間入構者への安全教育の様子

協力会社とのコミュニケーション
事業所の安全・安定操業には、設備の機能を維持するため、定期的な点検・修理（以下「定

修」といいます。）が必要です。定修には、従業員はもちろん多くの協力会社の方が携わって
います。協力会社の皆さんに安全メッセージや注意事項を伝え、無事故・無災害で完遂するた
めの取り組みを行っています。

①工事安全大会
毎年、年末年始期間には大規模な定修を計画しており、事業所の多くの現場で工事を行って

います。２０２１年度末の定修開始に際して、従業員、協力会社全員参加で安全大会を開催し、
無事故・無災害への決意を新たにしました。

②協力会社入構者教育
新しく事業所構内で業務を行っていただく方を対象に、「事業所の特徴」「事業所規則に基

づくルールの徹底」「作業による注意事項」等について、入構時教育を開催し、毎年２,０００
名近くの方々に受講していただいております。
また、年間を通して事業所内で活動いただいている入構者の方にも、年次安全教育を通して

ルール遵守の振り返りや新たな注意点等の連絡を行っています。

工事安全大会の様子

高所体感設備
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8.リスク管理・危機管理強化

２０２１年度は、所轄消防に報告義務の
ある事故（異常現象）が２件発生しました。
当事業所では、発生した事故・トラブルに
対し真因を究明し、これに基づく再発防止
対策（設備対応、ルール改訂、教育など）
を実施することにより、類似事象を含めた
事故防止を図っています。
さらに所内外の事故・トラブル等の保安

情報を活用・周知することで類似災害の未
然防止に努めています。

保安事故件数の推移

目標 保安事故ゼロ （件数）

表中の件数は、高圧ガス保安法及び石油コンビナート等災害防止
法に関する爆発、火災、漏洩などの保安事故についての件数です。

保安への取り組み

＊２「高圧ガス完成検査及び保安検査実施者認定制度」

高圧ガス保安法に基づき、事業者自ら保安検査及び変
更工事の完成検査ができる制度です。

取得：１９９９年９月
更新：２０１９年９月

＊３「ボイラー等の開放検査周期認定制度」

労働安全衛生法に基づき、開放検査の周期を最大
１２年間とし、その間は毎年運転時検査または停
止時検査の受検を選択できる制度です。

取得：１９９８年４月
更新：２０１８年３月

広島事業所では、高圧ガス保安法、労働安全衛生法における＊１各種認定を取得しています。
認定の取得には、保安安全、設備、運転それぞれの管理体制が整備されていること、また保安
活動の維持管理・継続的な改善が求められます。
高圧ガス保安法では、＊２高圧ガス完成検査及び保安検査実施者認定制度について、5年ごと

に更新を申請し、審査の結果、経済産業大臣より認定証を受領しています。また、労働安全衛
生法では、＊３ボイラー等の開放検査周期認定制度について、所轄労働基準監督署長より２年
及び４年の認定を受けています。今後も一層の自主保安の向上に努めてまいります。

■保安成績■

■自主保安の推進■

＊１「自主保安に係る認定制度」

高圧ガス保安法の認定を取得することにより、設備の検査を自ら行うことができたり、所定の期間にわた
り連続運転が可能となります。ただし、認定更新の際、事業所が自主保安を行う力をもっているか学識経
験者、高圧ガス保安協会及び監督官庁による審査に合格する必要があります。審査において、保安管理シ
ステムの構築、リスクアセスメントの実施及び保安組織の整備等が求められます。

広島事業所では、起こる可能性のある危機や影響度が大きい現象をリストアップし、発生時
の影響範囲の最小化や、発生可能性の低減といったリスク管理活動の計画的な推進、減災・早
期回復等の緊急事態へ向けた危機管理の強化に努めています。また、事業所では従来から自主
保安活動にも取り組んでおり事故の防止に努めています。
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広島事業所では、以下３つの要件を備えるCPSE
を育成し、リスクアセスメントの実施に際し、その
質的向上を図っています。
①物質、反応危険の原理原則を理解できる
②リスク解析をおこない、安全対策を提言できる
③プロセス安全に対して責任感を
持って取り組み、関係者と調整
し課題解決ができる

保安教育

第4期生入室式(CPSE候補生7名）

■＊5CPSEの育成■

リスク管理への取り組み

製造工程や作業に潜む危険性を抽出しリスク評
価を行い、リスクのレベルに応じた対策をとるこ
とによりリスクの低減を進めています。

リスクアセスメント実施風景

＊４「リスクアセスメント」
工場や研究所での危険源を特定し、それによる災害の
大きさと災害が発生する可能性を組み合わせてリスク
を見積り、そのリスクの除去や低減を行う一連の安全
活動です。

■製造工程や作業に対する＊４リスクアセスメントの実施■

■環境（排水）リスクの低減■

危険物安全協会 表彰

２０２２年度、大竹市危険物安全協会より、多年にわ
たり危険物保安担当者として危険物施設の災害防止に尽
力した功績で会長表彰されました。

優良危険物保安担当者表彰
化成品製造部合成第一課安部さん

広島事業所では、万が一排水基準を超過する排水が発生した際に外部へ流出するリスクを
低減するため、異常な排水をより上流側で発見して遮断・貯留するという方針のもと、排水
に対するリスク管理の強化に取り組んでいます。以下の源流管理、配管管理に加え、主要な
排水路に排水監視機器を新規設置し、監視強化に努めています。

各工場の生産施設から排水リスクを洗い出し低減することで、事業所内排水溝への
異常な排水の流出を防止します。

排水リスク
低減

源流管理

配管管理
事業所内に張り巡らされている配管の点検整備を実施し、配管からの漏洩の防止や、
漏洩時の外部への流出リスク低減に努めています。

＊５「CPSE」
三菱ケミカルにおけるChemical Process Safety Engineer(化学
プロセス安全技術者) の略称。
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危機管理への取り組み-防災活動-

万一、保安事故が発生した場合、その拡大を防止し被害を最小限にするため、緊急時の連
絡体制、事故発生時の行動・避難に関する方法を規則で定めています。また、大規模地震や
津波、風水害においても同様に準備をしています。これらの規則類は、定期的に見直し維持
管理しています。
災害が発生した時は、事業所長を本部長とした災害対策本部を立ち上げて対応します。夜

間・休日においても人員を確保し初動活動がとれる体制を整備しています。また、事業所内
の津波発生時にも浸水しない場所に、消防車等の防消火資機材を配置するとともに自衛防災
組織を編成し災害に備えています。

広島事業所では、自衛防災組織が機能するように、年２回総合防災訓練を実施しています。
この訓練は、所轄の消防署と災害発生時の対応について協議し、合同で行っています。訓練
後には反省会を行い、活動や資機材の課題を抽出し、継続的に改善を行っています。
また、岩国・大竹地区特別防災協議会（11事業所）による「大規模災害」に対する合同

防災訓練により防災連携を強化しています。
自然災害に備えるため、地震・津波に対する防災訓練を毎年実施しています。

■防災の備え■

■防災訓練■

■スマート保安について■

スマート保安とは、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などの新技術、タブレット
端末やドローンの活用によりプラントの安全性・生産性を向上させ、事業所の保安管理レベ
ルを強化させる取組みです。
広島事業所でも、スマート保安技術の導入により、事業所の保安力強化に繋げています。

ドローン（無人機）を使用して配管や機器の点検を実施し、保安力の維持向上や点検作業
の効率化をめざします。

水上ドローンによる桟橋の点検 ドローンによる配管設備の点検

■スマート保安技術の活用例■

スマートデバイス活用の幅を広げ、遠隔での作業支援等の活用を検討しています。

スマート保安
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管理棟、消防棟の機能・資機材等を充実させ防災活動の強化を図っています。

防災監視室

消防棟外観

災害対策本部（訓練時）

◆南海トラフ地震による津波被害を回避する場所に設置

◆防消火資機材

① 消防車両（高所消防車１台、化学消防車２台、救急搬

送車１台）

② 防災車両（防災指揮車１台、泡原液搬送車等３台）

③ 防災資機材（可搬式ポンプ、油処理剤、泡消火剤、

発電機等）

④ 保護具（防火衣、耐熱服、空気ボンベ、防毒マスク）

消防棟

◆災害対策本部、防災監視室、消防棟、宿直室、及び
スタッフ部門執務室を集約し、各間の動線を短縮

◆災害対策本部の常設化

管理棟による防災活動の迅速化

◆排水・有害ガス等の異常監視

◆警備（テロ等を含む）上の門及び敷地境界線の監視

◆モノマータンク等の異常監視（温度・ガス検知）

◆自動火災報知機の監視

◆毒性ガス検知器の監視（関係課及び敷地境界線）

防災監視室設置による事業所内監視機能の確保

総合防災訓練の様子

■防災機能・施設の強化■
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環境法令の遵守はもとより、環境保護の意識向上を図るため、法令教育を実施しています。
入社時、入社後適切な時期に行う従業員教育、各部署に出向いて行う出前教育では、法の趣
旨、遵守すべき事項、規制値などについて教育しています。また、全ての部署の管理者、ス
タッフ等を対象に毎年12月を目途に法令教育を実施しています。

9.サステナビリティ・マネジメント

＊１「環境マネジメントシステム」
組織（企業）がその活動及び提供する製品やサービスが環境に与える負
荷（影響）を常に低減するように配慮し、継続的にその改善を続けられ
るようにするための「組織的な仕組み」のことです。

環境成績
環境事故の推移

目標 環境事故ゼロ

２０２１年度の環境事故は０件でした。設備管理を
含めた漏洩防止対策に取り組み、今後も環境事故ゼロ
の維持に努めてまいります。

（件数）

環境保護への取り組み

環境保護の取り組みであるマネジメントシステムＩＳＯ１４００１
を、１９９９年に認証取得し、２０１５年度版への移行を２０１７年
１０月に終えました。２０２１年度は更新審査を受け、認証を継続し
ています。

広島事業所は、事業活動に伴う公害を防止し、地域の生活環境を保護
するため、１９７５年９月に「公害防止に関する協定」を、広島県、大
竹市の三者で締結しました。協定は、公害防止に関する相互協力、産業
廃棄物の適正処理、公害関係施設変更前の協議等を定めた１７の条文と、
大気・水質の一部の項目で、全国一律の排出基準よりも厳しく定めた基
準や、測定等について定めた覚書からなっており、当事業所はこの協定
を誠実に遵守することで、環境保護、改善に努めています。

■＊１環境マネジメントシステム■

■公害防止に関する協定■

■法令遵守の取り組み■

広島事業所では、環境リスク低減、環境負荷低減、地域社会との共生を３本の柱として掲げ
ており、ここでは環境負荷低減への取り組みについてご紹介します。

「サステナビリティ・
マネジメント」

持続可能な社会をめざし
た事業の運営のことです。

広島事業所では、サステナビリティ（持続可能性）・マネジメント
として大気や公共水域に排出する化学物質の削減や、廃棄物の再資源
化、省エネルギー推進などの環境保護活動への取り組みと、従業員へ
の健康支援、働き方改革を通していきいきと働き続けることができる
“KAITEKI“な事業所をめざしています。

年度 2018 2019 2020 2021

環境事故 0 0 0 0

法令教育の様子
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教育名 時 期 受講者（名）

従業員教育
入社時、入社後
適切な時期に実施

57

法令出前教育 通年 適宜 97

事業所全部署 管理者
スタッフ等 教育

１２月（目途） 148



＊3COD負荷排出量の推移

＊4全窒素排出量の推移

＊5全りん排出量の推移

＊3「COD (Chemical Oxygen Demand）」
化学的酸素要求量といいます。有機汚濁物質等に
よる汚れの度合いを示す数値で、水中の有機汚濁
物質を酸化するときに消費される酸素量を示しま
す。

＊4「全窒素」
水中に含まれる窒素化合物の総量をいいます。無
機態窒素と有機態窒素に分けられ、水の富栄養化
の程度を表す指標の一つです。

環境データ

広島事業所では、工場で発生した汚水を事業所内で浄化し、公共水域へ排出しています。
汚水を浄化する施設には、汚水中に浮遊している物質等（ＳＳ）を取り除く「凝集沈殿処理
施設」、微生物により汚水に溶けている汚れを取り除く「活性汚泥処理施設」があります。
汚水はこれらの施設で浄化され、公害防止に関する協定で定められた排出基準や、＊2瀬戸

内海環境保全特別措置法で許可された基準以下で排出するように管理しています。

＊2「瀬戸内海環境保全特別措置法」
１９７０年に水質汚濁防止法が制定されましたが、瀬戸内海では赤潮が多発し、広域化するなど水質汚
濁が深刻な状況でした。そのため、１９７３年に臨時措置法として制定され、後に恒久法となった法律
です。産業系排出水の規制強化と許可制が特徴です。広島事業所は、排水口ごとに一部の水質項目の濃
度、排水量、ＣＯＤ、全窒素、全リンの排出総量は許可制となっています。

＊5「全りん」
水中に含まれるりん化合物の総量をいいます。
全りんは無機りんと有機りんに分けられ、窒素
と同様に富栄養化の程度を表す指標の一つです。

基準値

基準値

基準値

■排水の管理■
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広島事業所では、発電用ボイラーを運転し、事業所内に電気や蒸気を供給しています。
燃料の燃焼により、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんが発生しますが、排煙脱硫装置に

よる硫黄酸化物の吸収および、排煙脱硝装置による窒素酸化物の分解、電気集塵装置による
ばいじんの除去を行い、公害防止に関する協定の基準、＊6大気汚染防止法規制値を遵守して
います。

＊8硫黄酸化物(SOx)の推移

＊9窒素酸化物(NOx)の推移

＊7ばいじん排出量の推移

＊6「大気汚染防止法」
１９６８年に制定され、大気汚染に関して国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するこ
と等を目的とした法律です。固定発生源（工場や事業場）から排出又は飛散する大気汚染物質につ
いて、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排
出者等はこの基準を守らなければなりません。

＊7「ばいじん」
石炭や石油系の燃料の燃焼に伴い発生するすす
等の固体粒子をいい、このうち大気中に排出さ
れたあと、重くて地上に降りてくるものを降下
ばいじんといいます。燃焼以外から発生する固
体粒子は、法的には「粉じん」として区別して
います。

＊8「硫黄酸化物」
硫黄と酸素が結合してできるものをいい、二酸
化硫黄(SO2)、三酸化硫黄(SO3)等があります。
大気汚染の主原因と考えられているものの大部
分は二酸化硫黄で、酸性雨の原因物質の一つで
もあります。

＊9「窒素酸化物」
窒素酸化物は、空気中で石油や石炭等の燃焼、
合成、分解等の処理を行うとその過程で必ず発
生するもので、その代表的なものは、一酸化窒
素（NO）と二酸化窒素（NO2）です。光化学
オキシダント発生の要因の一つでもあります。

基準値

基準値

基準値

■排ガスの管理■
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広島事業所は住宅地に近接しており、騒音や臭気に伴う法規制を遵守し、近隣の生活環境に
影響が及ばないよう自己管理を行っています。騒音については、実態調査や騒音対策を計画的
に進めています。

騒音測定結果の推移

臭気測定の結果（202１年度）

敷地境界の騒音測定の様子

測定値 検出下限界

スチレン 0.4 検出下限界以下 0.1

アンモニア 1 検出下限界以下 0.1

トリメチルアミン 0.005 検出下限界以下 0.001

物質名 規制値(ppm)
測定結果(ppm)

＊10「排出事業者責任」
廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わり
はなく、最終処分が終了するまでの一連の処理が適切に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならないとされています。

広島事業所で発生する廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正処
理に努めるとともに、発生量の削減、リサイクル等を推進し、最終処分での埋立量を限りな
くゼロに近づける活動を続けています。
廃棄物の処理は、法律が要求する＊10排出事業者責任に基づき、大半の廃棄物を、事業所で

保有する「焼却炉」で焼却処理を行い、外部での委託処理の際には、適正な処理業者へ委託
し、法に準拠した形で処理を行っています。

規制値

■敷地境界の騒音及び臭気測定■

■廃棄物の管理■

＊１1「埋立率」
廃棄物発生量に対する埋立量の割合で、事業所では「1％以下」を目標として掲げ、従来埋立処分していた
産業廃棄物を再資源化等で埋立量の削減に努めています。2021年度からは、この埋立率の目標を「0.5％」
として取り組んでいます。

目標埋立率
0.5％以下

(2021年度)
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蓄熱式燃焼脱臭装置
(RTO)

1
2

6

3

凝集剤により
浮遊物の塊を
形成

浮遊物同士を集
めてより大きな
塊を形成

浮遊物を沈殿
させて分離

広島事業所で発生する排ガスや汚水は、事業所内のさまざまな設備で無害化、負荷低減、浄化
などを行い、環境への負荷低減に努めています。排ガス、汚水の処理施設についてご紹介します。

微細な浮遊状物を大きな
塊にして除去します。

凝集沈殿層1

吸収塔5

蓄熱式燃焼脱臭装置
(RTO)

6 7

有害大気汚染物質アクリ
ロニトリルの回収設備。
ガス状の物質に水のシャ
ワーをかけることで水に
吸収させて回収し、再利
用しています。 化学物質を含んだ排ガスを燃やして分解することで無害化さ

れた状態で大気中へ排出します。

環境関連施設の紹介

凝集沈殿処理設備

回収設備

無害化設備
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8
9

45

7

調整槽 活性汚泥処理槽 膜分離槽 処理水槽

排水 出口
水路

生物により排
水中に溶けた
有機物を分解

活性汚泥と処
理水を膜で分
離

膜ユニットの様子

膜の拡大図

ボイラー
石炭

重油

蒸気・電気（蒸気製造・発電）

排ガス 電気

集塵機

排煙

脱硝装置

脱硫装置

排気

白い煙はほとんど
が水蒸気です。

排煙脱硫装置排煙脱硝装置9電気集塵機8

活性汚泥処理施設2

活性汚泥処理施設4

微生物により排水中の汚れを分解し、浄化します。

微生物によって分解する物質が異なるため、
排水の特徴に合わせて複数の施設を運用し
ています。

蒸気の製造や発電時に、燃料を燃焼すること
で発生する物質を除去します。

排ガス中のばいじんを
帯電させ集塵極に集め
て除去します。

アンモニアと触媒を使
用して窒素酸化物を窒
素と水に分解します。

排ガス中の硫黄酸化物
を水酸化マグネシウム
で吸収し除去します。

活性汚泥処理設備

ばい煙処理設備

10

10

活性汚泥処理施設3

膜分離を利用した活性汚泥処理の流れ
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サーキュラーエコノミーへの取り組み

広島事業所では、地球環境への影響最小化へ取り組みつつ循環型事業所の実現をめざし、
2021年度よりサーキュラーエコノミー委員会を設置しています。本委員会では、CO2の大幅削
減、VOC（揮発性有機化合物）の大気放出量削減、排水中のCOD負荷削減などの活動に取り組
んでいます。特に、CO2の排出量の多い石炭からの燃料転換に向けた議論を重ねています。
また、サーキュラーエコノミー実現に向けて社外との連携を強化し、さまざまな取り組みを

行っています。

2022年度は、広島県主催の「ＧＲＥＥＮ
ＳＥＡ瀬戸内ひろしまプラットフォーム」の
支援も受け広島県・大竹市および当社本社部
門と連携したリーディングプロジェクトに参
画し、ペットボトルの３分別を起点とした
プラスチックリサイクルに関する意識向上と、
三菱ケミカルで製造しているペットボトルラ
ベルの＊12水平リサイクル技術の確立をめざ
しています。（右図）

三菱ケミカルは、社会からのニーズに応え
つつ持続的な成長をめざし、従来の「採って、
作って、使って、廃棄する」という一方通行
のリニアエコノミーから、リサイクルを含む
資源の有効活用や再生可能原料の使用などを
はじめとするサーキュラーエコノミーへの移
行を推進しています。（左図）
具体的な活動の一つとして、広島事業所で

は社外とも連携し、以下のとおりプラスチッ
クリサイクルに取り組んでいます。

出典：三菱ケミカルHPより

（循環型経済）（線型経済）

■社外との連携による取り組み■

その中で広島事業所は、大竹市内でのペットボト
ル３分別の展開を、主に大竹市・大竹市内の小学
校・各企業からご協力いただき推進しています。
併せて、これまで事業所内で焼却処分していた

ペットボトルを回収し、ボトルの水平リサイクルに
向けた活動も開始しました。

出典：中国新聞（2022.9.28）記事より

＊１2「水平リサイクル」
ペットボトルを原料として再びペットボトルを製造する
など、使用済みの製品を原料として同一種類の
製品を製造するリサイクルの事。従来のリサイクルは
１度きりの場合が多いが、水平リサイクルでは同じ
原料を使い続けることが出来る。ただし、単一素材でな
いと水平リサイクルは難しいため、異なる素材である
ラベル・キャップをまずは分別し回収することが重要。
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KAITEKI健康経営への取り組み
広島事業所では、KAITEKI健康経営を推進するため、労働衛生に関する法令遵守はも

とより、「自分の健康」「職場の健康」「家族・地域の健康」の視点で、会社、労働組合
(従業員代表)が一体となって「働き方改革」「健康支援」の推進に取り組んでいます。

従業員・職場の「健康支援」
「働き方改革」を両輪として
「健康」という視点から、企業
の最も大切な財産の一つである
「働く人」の活躍を最大化する
取り組みです。「KAITEKI実
現」にむけて、家族、地域、社
会全体の健康まで視野を広げる
ことや、ICT(情報通信技術)・
IoT(モノのインターネット)な
どのイノベーティブ(革新的)で
さまざまな技術の統合と活用を
含みます。

三菱ケミカルのKAITEKI健康経営

⚫ 新型コロナウイルス対策の推進

１０月の全国労働衛生週間において「あなたの健康があってこそ笑顔があふれる健康職場」
のスローガンのもと、対面・オンデマンド配信を併用した講演会を開催しました。
産業医・産業看護職より３つのテーマについて情報提供を
行い、従業員の皆さんに個人の健康や職場の健康について
考えていただく機会となりました。

講演会（対面形式）の様子

■健康支援について■

広島事業所の新型コロナウイルス対策は、「３密回避」に代表される基本的な感染防止
対策を徹底し、安全・安定して操業できる管理を事業所全体で推進しています。加えて、
感染防止対策と合わせた形での職場の作業環境に応じた夏場の熱中症対策を推進すること
で、感染防止と熱中症防止の両立を図っています。

⚫ 人的要因に着目した転倒災害防止のための取り組み

全ての年齢層で転倒しにくい体力の維持・向上の取り
組みとして、以下を継続して実施しています。
①KAITEKI体操（身体機能の向上を目的とした体操）を
各職場で毎日、勤務時間内に業務として実施

②安全安心体力テスト（転倒リスク評価）を年一回実施
③転倒ハイリスク者に対する個別支援

（低体力者への支援、就業上の配慮検討）
安全安心体力テストの様子

⚫ 自律的健康管理推進に向けた情報発信の強化

広島事業所では、働く一人ひとりが健康にその人らしく
働くための基礎となる「自律的健康管理」を推進しています。
今後も誰もが安心して働ける職場づくりをめざした施策を

継続的に行っていきます。
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「働き方」は、快適に働き続けるための就労条件や報酬条件などの「働きやすさ」と、
仕事に対するやる気やモチベーションなどの「やりがい」との２つの視点を双方推進する
ことが重要です。

●「働きやすさ」への取り組みについて

事業所内のトイレについて、使用時に足腰に負担のかかる和式便器の
洋式化、老朽化したトイレの更新など、トイレ環境の改善を進めていま
す（2019年からの3年間で広島事業所内の６５個所について実施中）。
導入後の使用者からの声として、「KAITEKIに使いやすくなった」だ
けでなく、「職場の雰囲気が明るくなった」「綺麗な環境を維持した
い」といった声が上がり、気持ちの面での相乗効果が生まれています。

【Before】 【After】

年齢・性別に関係なく働ける環境とするため、第一段階として、
女性が働きやすい環境をめざして活動を推進しています。
例えば重量のある製品を扱う作業では、写真のようなロボット

アームを導入し、重さ約10kgの製品を約1m離れた梱包ラインに
移す作業が女性でも楽にできるようになりました。

■働き方改革の取り組みについて■

ロボット
アーム

約10kg
の製品

・ 年齢・性別に関係なく働ける環境づくり

・トイレ環境の改善（爽快プロジェクト）

地域の皆様との交流行
事や事業所内行事を取材
して記事を作成し、社内
ポータルサイトやデジタ
ルサイネージで発信して
います。従業員にとって、
広島事業所の魅力を知り、
やりがいを高める活動と
なっています。
右図は「ペットボトル

の3分別」について、大
竹市内の小学校で出前授
業を行った時の記事の一
部です。

●「やりがい」向上への取り組みについて
広島事業所では、従業員がやりがいを持って活き活きと働くための諸活動を進めています。

①従業員の価値観共有のための活動
7章に記載の職場のマネジメント研修を行っています。

②地域の皆様との連携を強化するための活動
23ページに記載の「ペットボトルの3分別」や11章に記載の活動を行っています。

③広島事業所が、地域や社会にどのように貢献しているかを従業員に知ってもらうための活動
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10.その他の活動

品質保証への取り組み

化学品・製品安全への取り組み

品質保証を全員が担う
広島事業所では、設計、製造、検査、

物流など、サプライチェーンすべてで
品質保証を担っています。

品質保証の仕組みを運用
私たちは、品質マネジメントシステ

ムの国際規格であるISO9001や、航
空宇宙の品質マネジメント規格である
JIS Q 9100の認証を取得しています。
品質を確実に保証できる仕組みを運用
し、お客様に安心をお届けしています。

製品の安全に関する情報の提供
広島事業所で製造する製品をお客様に安全に

取り扱っていただくために、すべての製品に対
して、有害性・危険性情報の収集・取得を積極
的に行い、労働安全衛生法に対応した＊１GHSに
よる分類表示、適切な取り扱い方法、環境への
影響、適用法令情報などを、安全データシート
（SDS）にわかりやすくまとめて提供していま
す。
また、従業員及び協力会社の社員が常時作業

し、化学物質に触れる恐れのある製品充てん所
やサンプル採取場所にGHS表示を行っています。

＊１「GHS」
国際連合からの勧告により導入された取り組みで、化学品
の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安
全データシートの内容を調和させ、世界的に統一された
ルールとして提供するものです。

安全データシート（SDS)の例

広島事業所では、レスポンシブル・ケア活動として、品質保証、化学品・製品安全、物流安
全等に対する取り組みも展開しています。
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＊２「ホワイト物流」推進運動
国土交通省・経済産業省・農林水産省が上場会社及び各都道府県の主要企業に対し呼びかけている運動のこ
とで、トラック輸送の生産性向上・物流の効率化や、「より働きやすい労働環境（「ホワイト」な労働環
境）」の実現をめざします。三菱ケミカルとして掲げている自主行動宣言８項目のうち、広島事業所で着目
している運動について紹介しています。

物流部会の様子

倉庫の外観

＊３イエローカード
輸送事故時の対応に備え、輸送物質の性状や災害防止のための
緊急措置、三菱ケミカルへの連絡先等が記載された文書のこと
で、事故発生時に輸送関係者や消防・警察の方にとって役立つ
情報が記載されています。

◆従来より、長距離トラックによる輸送から船舶や鉄道による貨物輸送へ移行を進めており、
環境負荷低減や、効率的な輸送に努めています。

上記の３項目は三菱ケミカルが参画している＊２「ホワイト物流」推進運動としても取り
組んでいます。

アクリエステルＭ（ＭＭＡ）

（メタクリル酸メチル）

災　　害　　拡　　大　　防　　止　　措　　置

特記事項 処理剤
①　保護具 ：　ゴム手袋、保護メガネ、ゴム長靴等

有機ガス用防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器

②　危険性　：　引火しやすい液体（引火点１１℃）で、常温でも爆発性混合ガスを作る。

　　また、熱や直射日光、異物（特に強酸・過酸化物）により重合のおそれがあり、重合の際は大きな

　  発熱を伴い急激に進むと爆発する可能性もある。

③　有害性 ：　吸入した場合、めまいや窒息を起こすことがある。鼻・のど等の粘膜を刺激する。

　　また眼・皮膚等を刺激し薬傷を起こすことがある。

　漏洩・飛散したとき

① 引火・爆発の可能性があるので、必ず保護具を着用して風上で作業する。

② 付近への流出拡大防止のため、周囲を土砂等で囲い、砂、土、吸着マット等に吸着させ、

空容器に回収する。

③ 回収後、多量の水で洗い流す。但し、直接河川、用水路には流さない。

　引火・発火したとき

① 有毒ガス、刺激性ガスが発生するので、必ず保護具を付ける。

② 爆発の可能性があるので、付近の住民を安全な場所に避難させる。

③ 消火する場合は粉末、炭酸ガス、泡消火剤、乾燥砂等を用いて消火する。

容器が加熱されている場合は、爆発防止のために、散水して容器を冷却する。

　救急措置

① 皮膚に付着した場合は、直ちに衣服や靴を脱がせて、多量の水で十分に洗う。

② 吸入した場合は、直ちに新鮮な空気の場所に移し、安静・保温に保ち、呼吸困難な場合や呼吸が

停止している場合は、人工呼吸を行う。

③ 眼に入った場合は、直ちに多量の水で　１５分以上洗う。

④ 患者が発生した場合は、もよりの病院へ運ぶ。

指針番号

国連番号

１２８Ｐ

１２４７
品名

アクリエステルＭ（ＭＭＡ）

（メタクリル酸メチル）

該　当　法　規　・　危　険　有　害　性
消　　　　　防　　　　　法 毒物及び 高圧ガス 火薬類 道路法

劇物取締法 保安法 取締法

類 別 指
定 品　　名 毒 劇

特
定 一般 液化 火 爆 火

第 第 第 第 第 第 可 毒 高圧 石油 工

１
類

２
類

３
類

４
類

５
類

６
類

燃
物

（法別表） 物 物 物 ガス ガス 薬 薬 品

● 第１石油類 ●

危　　　険　　　性 有　　　害　　　性 環　境 性　　　状

特 汚染性

有　害　ガ　ス　発　生 目・皮膚 河川への 固 液 気 水

性 禁水性 爆発性 可燃性 に触れる 流入注意 体 体 体 溶

常温 加熱時 水に接触 と危険 性

火災時

● ● ● ● ●

事故発生時の応急措置
①　 車を、安全な場所に移動する。（人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害にならないような

場所に移動し、エンジンを停止し、車止めをする。）

② 事故の発生を大声で告げ、下記事項を消防署及び警察署に通報し、人を風上に避難させる。

③ 火気厳禁。エンジンの熱や火花は着火源になる。

④ 保護具を着用し、漏れ止め・回収または消火を行う。

緊急通報

１１９（消防署）　　１１０（警察署）　　高速道路等の非常電話
［緊急通報例］

１．いつ ○○時○○分頃

２．どこで ○○市○○地区　（国・県・市）道○○線○○付近で

３．なにが 「メタクリル酸メチル（消防法危険物、引火性液体、第１石油類）」が、

４．どうしたか 漏れています、漏れて火災になってます。

５．ケガ人は ケガ人がいます（救急車をお願いします）　　　ケガ人はいません

６．私の名前は ○○運送会社　　○○です

緊急連絡 （特に休日・夜間に確実に連絡が取れる部署の電話番号を記入する）

荷主会社 三菱ケミカル株式会社 運送会社

住　所 広島県大竹市御幸町２０－１ 住　所

電　話 平日・昼間 0827-53-8520 電　話 平日・昼間

　広島事業所　

基盤製造２部購買物流Ｇ

0827-52-4151 休日・夜間

　広島事業所　正門

休日・夜間

指針番号

国連番号

１２８Ｐ

１２４７

施行令
第１９条
の12 13
に該当

品 名

危険物等の輸送に際して、事故を未然に防
ぐことは勿論ですが、事故が発生してしまっ
た際に被害を最小限にとどめるために、事前
に取るべき措置や必要な情報について明確に
しておくことで適切で迅速な対応をとること
ができます。広島事業所においても協力会社
と連携して＊３イエローカードの携行を徹底す
ることに加え、教育の機会を持ち、併せて危
険物そのものへの知識を習得することで安全
輸送に努めています。

イエローカードの例

物流安全への取り組み
■情報の共有化とコミュニケーション■

■物流の安全・安定・効率化へ向けた取り組み■

■危険物輸送への取り組み■

輸送安全への取り組みの一つとして広島事業所にか
かわる多くの協力会社の方とコミュニケーションを取
り合うことでトラブルや事故、労働災害等の削減をめ
ざしています。
広島事業所では毎月協力会社と会合を実施し、各社

と品質や安全にかかわる情報交換や教育を行うことで、
トラブルや事故等の削減に努めています。その他にも、
テーマを限定せずにあらゆる内容について意見交換・
現場視察を行う「情報交換会」や、大竹地区の他社を
交えて3か月に一度開催される「物流部会」等、さま
ざまな会議体を持つことで密接な交流を図っています。

◆事業所周辺倉庫に分散している製品在庫の一部
を集約するために、昨年度より事業所内に新た
な倉庫の建設をはじめ、２０２１年１１月に完
成しました。事業所内外に出入りするトラック
の台数を削減することで、周辺地域の事故リス
ク低減や、渋滞緩和を図ります。

◆長期休日前後の輸送について、事前に前広な輸
送計画を策定することで、入出荷集中を緩和し、
安定的な輸送に努めています。
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当社が参画する(一社)日本化学工業協会RC委員会では、地域自治会、地方自治体の皆様に
RC活動を理解していただき、加盟企業とのコミュニケーションを促進するため、全国１５の
地区でRC地域対話を開催しています。同委員会は岩国大竹地区において２年に１度、RC地
域対話を開催しており、2021年度の第13回につきましては書面開催としました。

広島事業所では地域スポーツ振興を目的に、近隣のスポーツチームを招待し、スポーツ大
会（ゲートボール大会、少年野球大会、少年サッカー大会）を開催しています。参加された
皆様は、毎年元気はつらつとプレーされ、日頃の練習の成果を発揮されています。なお、
2020年度に引き続き、2021年度においても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
らやむなく中止としました。

■地域懇話会■

■RC地域対話■

■三菱ケミカル杯スポーツ大会■

地域の皆様へ事業所の活動についてご説明し、ご意見・ご要望を承ることで、改善につな
げていくことを目的に、年に1度、事業所見学を含めた地域懇話会を開催しています。なお、
2020年度に引き続き、2021年度においても新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
中止とし、本報告書及び事業所長の「地域の皆様へのご報告」メッセージの送付をもって
１年の活動報告とさせていただきました。

1１.地域の皆様と共に

広島事業所では、地域との共生を掲げ、地域の皆様と対話や連携を図ることにより、
地域社会の発展や課題解決に貢献するとの方針のもと、各種活動を展開しております。

広島事業所では小瀬川の水を工業用水として取水しています。事業所へ送水するためのポ
ンプ場は、工場を安全・安定操業するための生命線です。そのポンプ場のある大竹市元町4
丁目で実施される自治会清掃活動に、毎年従業員が参加しています。近隣住民の皆様には日
頃からご理解・ご協力いただいており、清掃活動を通じて少しでも地域貢献に繋げたいとい
う思いから活動に取り組んでいます。
そのほか、従業員が海洋プラスチック問題を考える取り組みの一環として、水辺の清掃活

動に取り組んでいます。2021年度に鳴川海岸清掃活動を計画しておりましたが、雨天のた
め中止となりました。

■清掃活動■
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地域における新型コロナウイルス感染拡大防止への寄与を目的として、2021年6月に
＊１モスマイトTMフィルムを貼り合わせたアクリルパネルを広島県（知事会見用）・県議会
（議場用）・大竹市役所（市民窓口用）に寄贈しました。映りこみに悩まされていた議場内
や窓口業務での快適な環境づくりへ貢献しています。

■コロナ禍における寄贈■

■玖波小学校4年生への環境教育■
2021年11月に大竹市・環境整備課と共同で、玖波小学校4年生15名への環境教育を実施

しました。当日は事業所・製品紹介、ろ過実験、排水処理の仕組み等について説明を行い、
終了後、鳴川海岸で清掃活動を実施しました。参加された児童からは、「（市や会社が）環
境に悪いことを防ごうとしていることが分かったので、自分もゴミを減らしていきたい」な
どの感想がありました。今後も地域の子どもたちへKAITEKI社会実現に向けた取り組みを紹
介するなど、地域の皆様と共に環境について考える活動に取り組んでいきます。

■らんらんカレッジ■
大竹市では子どもたちにさまざまな体験を通じ、学びや心の豊かさを育んでもらおうと、例

年夏休みに「らんらんカレッジ」を開催しています。当社はその趣旨に賛同し、若手社員を中
心に工作教室を開催しています。2021年度は子ども19名を対象に、＊１モスマイトTMで作る
浮遊写真立てを作製しました。子どもたちは自分の顔が光に反射して映り込まず、浮いている
ように見えることに驚いていました。当社アクリル樹脂製品のアクリペットビーズでデコレー
ションし、子どもたちは「持って帰って飾りたい！」と夢中で取り組んでいました。

＊１モスマイトTM

広島研究所で開発した表面に
微小な凹凸を設けることで反
射を抑えることができるフィ
ルムのことです。

左：モスマイトTM貼付 右：モスマイトTMなし
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アクリルパネル寄贈の様子 左：広島県議会 右：大竹市役所



事業所内で見かけることのできるいきものたちや、前回発行時のアンケート結果について
ご紹介します。

広島事業所には、さまざまないきものたちが
生息しています。その一部をご紹介します。

昨年度のレスポンシブル・ケア活動報告書発行時に地域の皆様や広島事業所従業員及び
ご家族より頂いたご意見・ご感想について一部紹介いたします。

⚫ 地域住民は工場の安全操業を願っています。安全文化の向上、リスク管理･危機管理強化の
取り組みはすばらしいと思います。2022年の大規模定修は大変かと思いますが、無事故無
災害に向けて協力会社への教育等よろしくお願いします。

⚫ 地域とのつながりを大切にしていただいている姿勢が伝わります。安全環境への取り組みに
共感します。これからも事業の発展と安全操業をよろしくお願いします。

⚫ 今後も地域に根差した企業として情報発信をよろしくお願いします。

この度はレスポンシブル・ケア活動報告書を手に取ってくださりありがとうございます。
2020年度から広島事業所における新たな取り組みとしてレスポンシブル・ケア活動報告書
を発行し、本年度が三度目の発行となりました。まだまだ手探りな点も多いですが、皆様か
ら頂いた貴重なご意見を参考に、より良い報告書となるよう引き続き努力してまいります。
報告書にアンケートを添付しております。お寄せいただいた情報は、今後の活動、報告書

作成の参考とさせていただきます。忌憚のないご意見・ご感想をお寄せいただけますと幸い
に存じます。

編集メンバー一同
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■事業所内のいきものたち■

■皆様からのご意見■

■アンケートのお願いについて■



本レスポンシブル・ケア活動報告書のお問い合わせ先

環境安全・品質保証部 環境グループ

〒739-0693 広島県大竹市御幸町20番1号

TEL：0827-52-4217 FAX：0827-53-8053

三菱ケミカルホームページアドレス

URL：https://www.m-chemical.co.jp/

●本報告書記載の内容については、予告なく変更する場合があります。

●色調については、印刷の特性上、現物と異なる場合があります、

●本報告書からの無断転載を禁じます。 2022年11月30日発行(S)

広島事業所


