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三菱ケミカル 平塚工場
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工工 場場 紹紹 介介

三三菱菱ケケミミカカルル株株式式会会社社
（（MMiittssuubbiisshhii  CChheemmiiccaall  CCoorrppoorraattiioonn））

本本 社社 東東京京都都千千代代田田区区丸丸のの内内
所所 在在 地地 11--11--11 パパレレススビビルル
発発 足足 22001177年年44月月11日日
資資 本本 金金 553322億億22990000万万円円
事事業業内内容容 機機能能商商品品、、素素材材他他
代代 表表 者者 代代表表取取締締役役 福福田田 信信夫夫

平平塚塚工工場場

平平塚塚工工場場 郡郡山山製製造造所所

平平塚塚工工場場 羽羽生生製製造造所所

2013年4月撮影

2015年5月撮影

2012年撮影

平平塚塚工工場場 環環境境・・労労働働安安全全衛衛生生
活活動動ののああゆゆみみ

名名 称称 三三菱菱ケケミミカカルル株株式式会会社社 平平塚塚工工場場
所所 在在 地地 神神奈奈川川県県平平塚塚市市西西真真土土22--11--3355
竣竣 工工 11996611年年（（昭昭和和3366年年））1100月月
従従業業員員数数 446699名名（（22002222年年33月月末末現現在在））

ググルルーーププ会会社社、、協協力力会会社社をを含含むむ。。
敷敷地地面面積積 113366,,444411㎡㎡

名名 称称 三三菱菱ケケミミカカルル株株式式会会社社 平平塚塚工工場場
郡郡山山製製造造所所

所所 在在 地地 福福島島県県郡郡山山市市待待池池台台22--11
郡郡山山西西部部第第二二工工業業団団地地

竣竣 工工 11999933年年（（平平成成55年年））22月月
従従業業員員数数 4433名名（（22002222年年33月月末末現現在在））

ググルルーーププ会会社社をを含含むむ。。
敷敷地地面面積積 117711,,999977㎡㎡

名名 称称 三三菱菱ケケミミカカルル株株式式会会社社 平平塚塚工工場場
羽羽生生製製造造所所

所所 在在 地地 埼埼玉玉県県羽羽生生市市西西22--2222--33
竣竣 工工 11998822年年（（昭昭和和5577年年））44月月
従従業業員員数数 6622名名（（22002222年年33月月末末現現在在））

ググルルーーププ会会社社、、協協力力会会社社をを含含むむ。。
敷敷地地面面積積 66,,993388㎡㎡

2010年  5月 ２００９環境報告書

サイトレポート賞 受賞

（東洋経済新報社、グリーンリポーティングフォーラム共催）

　 　  　 　9月 ２０１０環境報告書 発行

2011年  3月 ２０１０環境報告書

環境省発行の平成２２年度環境報告書優良事例集に掲載

2011年  9月 ２０１１環境報告書 発行

　　 　　10月 神奈川県環境保全（大気・水質・土壌関係）

功労者表彰 受賞

2012年 3月 ２０１１環境報告書

サイトレポート賞 受賞

（東洋経済新報社、グリーンリポーティングフォーラム共催）

2012年  5月 郡山製造所：郡山地方消防防災協議会事業所表彰 受賞

　　 　　　9月 ２０１２環境報告書 発行

2013年 9月 ２０１３環境報告書 発行

2014年 9月 ２０１４環境報告書 発行

2015年 2月 ２０１４環境報告書

第１８回環境コミュニケーション大賞 

環境報告書部門　優良賞 受賞 

（主催：環境省、一般財団法人地球・人間 環境フォーラム）

2015年  9月 ２０１５環境報告書 発行

2016年  2月 ２０１５環境報告書

第１９回環境コミュニケーション大賞 

環境報告書部門 優良賞 受賞 

（主催：環境省、一般財団法人地球・人間環境フォーラム）

2016年  5月 神奈川県環境保全協議会

環境保全会長表彰 受賞

　　 　　 　9月 ２０１６環境報告書 発行

2017年  2月 第２０回環境コミュニケーション大賞 

環境報告書部門 優良賞 受賞 

（主催：環境省、一般財団法人地球・人間  環境フォーラム）

2017年  4月 平塚事業所：平塚市から感謝状 授与

　　   　 　7月 郡山製造所：厚生労働大臣表彰奨励賞 受賞

　　   　 　9月 ２０１７環境報告書 発行

　　  　　12月  ＩＳＯ１４００１：２０１５版　移行審査合格

2018年  2月 第２1回環境コミュニケーション大賞 

環境報告書部門 優良賞 受賞 

（主催：環境省、一般財団法人地球・人間　環境フォーラム）

2018年   9月 ２０１８環境報告書 発行

2019年 10月 ２０１９環境報告書 発行

2020年 11月 ２０２０環境報告書 発行

2020年 12月 OHSAS18001からISO45001移行審査合格

2021年 11月 ２０２１環境報告書 発行

22002222年年77月月11日日現現在在

※※ＲＲＣＣ（（レレススポポンンシシブブルル・・ケケアア））ととはは・・・・・・
商品の開発・製造・使用・廃棄までの全サイクル

において環境・安全の確保を公約し、安全・健康・
環境面の対策を実行し、改善をはかっていく自主
管理活動のことをいいます。

１

編編 集集 方方 針針
１１．．対対象象範範囲囲

２２．．対対象象期期間間

３３．．目目的的とと内内容容

４４．．作作成成部部署署

もも くく じじ

表表紙紙のの紹紹介介

●●三三菱菱ケケミミカカルル 平平塚塚工工場場
・・三三菱菱ケケミミカカルル 平平塚塚工工場場 郡郡山山製製造造所所
・・三三菱菱ケケミミカカルル 平平塚塚工工場場 羽羽生生製製造造所所

●●工工場場内内ググルルーーププ会会社社（（５５社社））
・・三三菱菱ケケミミカカルルアアドドババンンススドドママテテリリアアルルズズ社社
・・三三菱菱ケケミミカカルルイインンフフララテテッックク社社
・・三三菱菱ケケミミカカルル物物流流社社
・・菱菱湖湖テテククニニカカ社社
・・ダダイイヤヤリリッッククスス社社

●●協協力力会会社社（（９９社社））
をを含含んんででいいまますす。。

２２００２２１１年年４４月月～～２２００２２２２年年３３月月
（（一一部部２２００２２２２年年４４月月以以降降のの情情報報もも掲掲載載ししてていい
まますす。。））

ここののＲＲＣＣレレポポーートトはは、、三三菱菱ケケミミカカルル平平塚塚工工場場内内
ググルルーーププ会会社社おおよよびび協協力力会会社社のの業業務務をを含含めめ、、
実実践践ししててききたた※※ＲＲＣＣ（（レレススポポンンシシブブルル・・ケケアア））活活
動動をを以以下下ののスステテーーククホホルルダダーー（（利利害害関関係係者者））のの
みみななささんんににごご理理解解いいたただだくくたためめにに活活動動実実績績ををまま
ととめめたたももののでですす。。
（（１１））近近隣隣住住民民ののみみななささんん
（（２２））行行政政ののみみななささんん
（（３３））近近隣隣事事業業所所ののみみななささんん
（（４４））従従業業員員とと家家族族ののみみななささんん
（（５５））平平塚塚工工場場にに来来場場さされれるるおお客客様様

平平塚塚工工場場のの環環境境安安全全･･品品質質保保証証部部、、企企画画管管
理理部部、、総総務務部部がが協協力力しし、、手手づづくくりりでで作作成成ししてていい
まますす。。

５５．．公公表表媒媒体体
三三菱菱ケケミミカカルルＷＷｅｅｂｂササイイトトににてて公公表表ししてていいまますす。。

※※本本号号よよりり本本紙紙のの名名称称をを「「ＲＲＣＣレレポポーートト（（旧旧環環境境
報報告告書書））にに変変更更ささせせてて頂頂ききままししたた。。

表表紙紙のの写写真真はは２２００２２２２年年４４月月２２日日にに実実施施ししたた渋渋

田田川川両両岸岸清清掃掃活活動動のの様様子子をを撮撮影影ししたたももののでですす。。
２２００２２００年年ははココロロナナ禍禍のの影影響響でで活活動動をを開開始始ししてて以以

来来、、初初めめてて中中止止をを余余儀儀ななくくさされれままししたたがが、、昨昨年年にに
引引きき続続きき今今年年もも感感染染防防止止対対策策にに万万全全をを期期しし、、ボボララ
ンンテティィアアでで参参加加ししたた皆皆様様のの協協力力ももああっってて、、無無事事にに
開開催催すするるここととととななりり、、３３００回回目目のの節節目目のの年年をを迎迎ええるる
ここととがが出出来来ままししたた。。

裏裏表表紙紙はは２２００２２１１年年１１１１月月にに植植栽栽しし、、ここのの春春開開花花
ししたた「「イイシシッッククスス馬馬入入ののおお花花畑畑//相相模模川川河河川川敷敷」」のの
色色鮮鮮ややかかななチチュューーリリッッププのの写写真真をを採採用用ししままししたた。。

近近隣隣ののみみななささんん、、従従業業員員のの家家族族ののみみななささんんにに
特特にに読読んんででいいたただだききたたいいペペーージジにに ののママーーククをを
付付けけままししたた。。ぜぜひひごご覧覧くくだだささいい！！



４

ヒヒシシタタンンクク®

スステテンンレレススパパネネルル型型

ＭＭＹＹルルーーフファァーーTM

ボボルルトト組組立立式式のの受受水水槽槽でで、、組組立立時時、、溶溶接接部部のの酸酸
洗洗いい処処理理ややそそれれにに伴伴うう廃廃液液処処理理もも不不要要ののたためめ、、
水水質質・・土土壌壌汚汚染染のの影影響響ががあありりまませせんん。。使使用用後後、、
パパネネルル本本体体はは分分別別すするるここととにによよりり、、１１００００％％リリササ
イイククルル可可能能でですす。。

日日本本精精工工株株式式会会社社様様向向

ヒヒシシココンンテテナナTTMMＳＳ１１００

エエココママーークク認認定定をを受受けけたた環環境境対対応応型型のの建建築築用用
水水系系塗塗膜膜防防水水材材でですす。。屋屋上上、、傾傾斜斜屋屋根根、、外外壁壁なな
どどにに使使用用さされれまますす。。
遮遮熱熱仕仕上上塗塗料料をを用用いいるるとと遮遮熱熱効効果果にによよりり夏夏場場のの
室室内内温温度度をを低低下下ささせせ、、省省電電力力にに貢貢献献ししまますす。。

把把手手部部分分ににはは環環境境にに配配慮慮ししてて再再生生ＰＰＥＥＴＴ素素材材をを
使使用用ししてていいまますす。。

把把手手付付ＰＰＥＥＴＴボボトトルル

ユユカカロロンンエエククセセルル®

パパイイププ

架架橋橋ポポリリエエチチレレンン管管はは耐耐久久性性、、耐耐食食性性にに優優れれ、、
軽軽量量でで施施工工性性がが良良いいたためめ、、温温水水式式床床暖暖房房配配管管
のの他他にに融融雪雪、、温温泉泉引引湯湯管管、、給給水水給給湯湯管管、、追追いい焚焚
きき管管等等幅幅広広くく利利用用さされれてていいまますす。。

ろろろろろろ

ダダイイヤヤテテナナーーTTMM

（（ラランンニニンンググフフレレキキシシブブルルココンンテテナナ))

ＰＰＥＥＴＴ基基布布ににＦＦＶＶＡＡ樹樹脂脂等等をを被被覆覆ししたた素素材材でで構構成成
ししたたフフレレキキシシブブルルココンンテテナナ。。ワワンンウウェェイイよよりりもも耐耐久久
性性がが高高くく、、繰繰返返しし使使用用すするるここととがが可可能能でですす。。

使使用用ででききななくくななっったたココンンテテナナをを１１００００％％リリササイイククルル
ししてて成成形形ししたたココンンテテナナでですす。。

：：環環境境にに配配慮慮ししたた商商品品

３

おおももなな商商品品のの紹紹介介
当工場（平塚工場、郡山製造所、羽生製造所）で開発・製造しているおもな商品を紹介します。

商品に関するご質問、ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。（お問い合わせ
先は裏表紙に記載しています。）

当当社社一一般般ののPPEETTボボトトルルとと比比較較ししてて約約１１００倍倍のの
酸酸素素ババリリアア性性をを有有ししてていいまますす。。
アアルルココーールル・・調調味味料料類類にに適適ししてていいまますす。。

ＤＤＸＸＬＬ®フフィィルルムム

ペペッットトボボトトルルななどどをを包包装装すするるララベベルル用用のの収収縮縮
（（シシュュリリンンクク））フフィィルルムムでですす。。

フフィィルルタターーププレレーートト

金金属属ととププララススチチッッククフフィィルルムムをを強強力力にに接接着着ししたた金金
属属複複合合素素材材でですす。。ココンンデデンンササケケーーススななどどにに使使用用
さされれてていいまますす。。

化化学学、、食食品品、、医医薬薬品品ななどどのの生生産産ププロロセセススやや上上下下
水水道道、、公公害害防防止止設設備備ななどどささままざざままなな分分野野のの濾濾過過
脱脱水水にに使使用用すするる濾濾板板でですす。。

ＭＭＣＣナナイイロロンン®

アアルルセセッットト®

ＭＭＣＣナナイイロロンン®はは、、液液体体原原料料をを金金型型にに直直接接注注入入しし、、
重重合合・・成成形形ししてておおりり、、機機械械的的強強度度、、耐耐摩摩耗耗性性にに
優優れれ、、車車輪輪やや軸軸受受けけななどどにに使使用用さされれてていいまますす。。

ヒヒシシ®®ククーーリリンンググタタワワーー

ヒヒシシ®®ククーーリリンンググタタワワーーはは、、優優れれたた熱熱交交換換性性をを持持
つつ充充填填材材をを使使用用ししたた冷冷却却塔塔でですす。。おおももににビビルルのの
空空調調やや工工場場ななどどのの各各種種機機器器のの冷冷却却用用にに使使用用ささ
れれてていいまますす。。

ハハイイババリリアアＰＰＥＥＴＴボボトトルル



ＲＣマネジメントシステムの運営と活動

６

当工場は、環境マネジメントシステム「ＩＳＯ１４００１」と労働安全衛生マネジメントシステム
「ＩＳＯ４５００１」の規格について第三者認証機関による複合審査を受審して、認証を継続して
います。

当工場では、平塚工場ＲＣ方針を具体的に
展開するため、上記の体制にて運営していま
す。
毎月、工場ＲＣ委員会では、環境管理推進計

画の進捗状況の管理など、環境全般に関する
報告、審議、決定を行う他に、労働安全衛生
全般に関する報告、審議、決定を行うと共に、
災害発生時の原因の追究、応急対策の妥当
性確認、審議を行い、再発防止策ならびに水

２２００２２１１年年度度ののおおももなな活活動動事事例例

ＲＲＣＣ活活動動のの推推進進

ＲＲＣＣ活活動動組組織織図図

平展開策を決定しています。
また、ＲＣ推進委員会を定期的に開催し、工

場ＲＣ委員会での決定事項を踏まえた活動、
および独自の活動 （ＲＣ推進委員による現場
パトロール、ヒヤリハット案件の原因・対策の
共有化等々）を行っています。活動内容は各
部門・部署に対して発信し、周知徹底、コミュニ
ケーションの向上を図っています。

④Ａｃｔｉｏｎ（改善）

１０月にＲＣマネージメントレビュー（経営層による見直
し）を行いました。その要旨は 以下の通りです。

・パフォーマンス向上につながるような、更なるＲＣマネ
ジ メントシステムの有効活用すること。

・工場の「弱み」を洗い出し、改善についての中･長期計
画を立案すること。

・基本行動・基本操作を通して、不安全行動を行ってい
る人を見つけたら、声かけを行い、声かけされた人は
感謝する相互啓発型の文化を醸成する。

③Ｃｈｅｃｋ（パフォーマンス評価）

・各部門で作成している実施計画の進捗管理を３ヶ月
ごとに（年４回）行っています。

・内部監査は１０月に行いました。なお、２０２１年度も
内部監査の前に各部門長が自部門を監査する部門長
監査を重視した内部監査を実施しました。

・ＲＣ外部審査を２０２１年１１月に受審し、前年の審査
で指摘のあった改善指摘事項については是正計画に
基づいた対策を行い、その改善内容を審査員に確認し
て頂きました。

①Ｐｌａｎ（計画）

環境面では、環境リスクアセスメントの結果に基づき、
環境に対して高リスクな項目を対象に環境パトロール
の実施を計画しました。

安全面では、ソフト面，ヒューマン面を中心にした安
全監査を行い、安全活動の推進を行いました。

また、年２回の新安全パトロールを計画し、設備の本質
安全化をめざしました。

②Ｄｏ（支援・運用）

環境事故の防止を目的とした「環境事故・トラブル撲
滅活動」を継続実施しました。

安全監査では、見つかった自職場の弱みを改善する
安全活動を実施しました。

新安全パトロールでは、設備の本質安全化により危
険を伴う作業のゼロ化をめざした取り組みを実施しまし
た。詳細はＰ２３で紹介します。

５

工場長ごあいさつ

平塚工場サイト ＲＣ方針

１．事業活動における環境に与える影響を的確にとらえ、資源の有効利用と環境負荷の低減をはかります。

２．労働安全衛生リスクの低減活動を通じて、事故・労働災害のゼロを目指すとともに健康で明るく、働きや

すい職場づくりを全員で相互に啓発しながら進めます。

３．環境及び労働安全衛生に関する法令等の順守はもとより、目的・目標を設定し、その達成に努め、結果

を確認し、状況変化に応じ見直しをはかることにより環境及び労働安全衛生のパフォーマンスの継続的

な改善を進めます。

４．関係する全ての人（工場サイト）に、資源の有効利用と環境負荷の低減及び労働安全衛生活動に関す

る教育・訓練を実施し、自らの責任を自覚し行動できる人材を育てます。

５．社会からの理解と信頼向上のために、自らの取組みについて適切に情報を開示し、信頼性のあるコミュ

ニケーションをはかります。

平塚工場サイト（羽生製造所、郡山製造所含む）は、働く人及び働く人の代表の協議・参加のも
と、事業活動を通じて、環境負荷の低減に取り組むことで循環型社会の実現を目指すとともに、従
業員とその他関係者の安全と健康を確保し、地域・社会から愛されるKAITEKI工場の実現に向け
行動します。

おかげさまで平塚工場は２０２１年１０月
を持ちまして創立６０周年を迎えることがで
きました。平塚の地で６０年という長きに
亘って無事に操業を続けることができたの
も、一重に皆様の温かいご支援の賜物で
す。改めまして厚く御礼申し上げます。
さて、２０２１年ですが、環境面に関するト

ピックスとしてCOP２６で採択されたグラス
ゴー気候合意があげられます。従来はパ
リ協定で地球気温上昇を産業革命前から
２℃未満、できれば１.５℃以内に抑えると
されていた目標ですが、グラスゴー気候合
意では、１.５℃以内に抑える努力を追求す
るという形で、１.５℃目標がより強い位置
づけとされています。このグラスゴー気候
合意が採択されたCOP２６に先んじて、日
本政府は２０３０年度の温室効果ガス削減
目標を「２０１３年度から４６％削減し、さら
に５０％の高みに向け挑戦を続けていく」と
しましたが、三菱ケミカルにおいても、２０５
０年のカーボンニュートラルに向けて国内
の２０３０年度までのＧＨＧ排出量を２０１３
年度比４３％以上の削減とする事を目標と
して掲げており、各生産拠点で削減に向け
た取組みをおこなっています。
平塚工場では、カーボンニュートラルの

実現に向けて工場の基本方針の一つを＜
災害、事故の無い『地球にやさしく安全で
安心なものづくり』の実現＞としていますが、

三三菱菱ケケミミカカルル株株式式会会社社
平平塚塚工工場場長長

伊伊藤藤 弘弘二二

「地球にやさしく安全で安心」を実現するた
め、三菱ケミカルの生産拠点として、社会
の一員として、ＲＣ活動（レスポンシブルケ
ア活動）を軸に、安全衛生活動の取組みと
ともに省エネルギー推進によるGHG削減、
リサイクルの活用推進、廃棄物削減など
の環境保全活動への取組みを一丸となっ
て実施しています。
本書は、私たちの活動をまとめたものと

なります。創刊から数えて２２号となります
が、これまでに皆さまからいただいたご意
見も参考にして、信頼できるレポートであ
ること、そして読んでわかりやすいことを基
本に、少しずつ改善を行っております。
今後も地域の皆さまから信頼され、愛さ

れる工場を目指し、日々取り組んでまいり
ますので、弊社の事業活動にご理解を賜
るとともに、ご意見、ご指導いただければ
幸いです。



安安全全衛衛生生教教育育

８

安全体験機教育

ＲＣ教育

４月の工場ＲＣ委員会において２０２１年度ＲＣ活動全般
に係る工場方針、ＲＣ管理推進計画、ＲＣ全体教育訓練計
画に関する教育を行いました。教育には①一般教育（工場
方針およびＲＣ年度計画など）、②特定教育（法規制対応、
有害業務、著しい環境側面の原因となる設備・作業、緊急
事態訓練など）の２つがあります。安全・衛生面の教育につ
いては、各部門、部署で現場第一線までもれなく実施して
います。

工工場場ＲＲＣＣ委委員員会会

フォークリフト実技（運転技能向上）教育

フフォォーーククリリフフトト実実技技（（運運転転技技能能向向上上））教教育育

脚脚立立・・梯梯子子（（墜墜落落・・転転落落））
体体験験教教育育

転転倒倒防防止止体体験験教教育育

回回転転物物（（巻巻きき込込ままれれ防防止止））
体体験験教教育育

当工場では、製品加工組立現場が多く、フォークリフ
トの使用頻度も多いことから、フォークリフトに関連す
るヒヤリハットが毎年発生し、工場の弱みのひとつと
なっています。工場内にフォークリフト実技練習場を新
設し、現場でフォークリフトの運転業務に従事している
担当者、今後従事する可能性のある担当者を対象に
更なる運転技能・技術の向上とフォークリフト作業にお
ける基本操作の重要性とフォークリフト作業の危険性
について、教育を実施しています。

当工場では、安全体験道場を開設し、机上教育では
伝えきれない災害の怖さを、模擬の装置を使用して
体験することで、危険予知能力の向上と、労働災害
の未然防止を目的に新規採用者および転入者を対象
として教育を実施しています。
模擬体験事例は以下の通りです。
①「梯子・脚立・踏台の適切な使用方法」体験
②「重量物の取扱い」体験
③「転倒災害の発生メカニズム」体験
④「回転物への巻き込まれ」体験
（ベルトコンベアーへの巻き込まれ、チエーン
への巻き込まれ、卓上ボール盤への巻き込まれ）

⑤「非常停止（緊急用スイッチ）の必要性」体験
など

ＲＲＣＣ内内部部監監査査、、部部門門長長監監査査のの実実施施

ＩＩＳＳＯＯ１１４４００００１１ととＩＩＳＳＯＯ４４５５００００１１のの登登録録証証

７

ＲＲＣＣ外外部部審審査査

※※改改善善指指摘摘事事項項 ・・・・・・・・・ １つまたは複数の要求事項が欠落または実施、維持
カカテテゴゴリリーーＡＡととはは されていないような事象(メジャー）のことです。

※※改改善善指指摘摘事事項項 ・・・・ ・・・・・・ Ａに該当しないが要求を満たしていないような事象
カカテテゴゴリリーーＢＢととはは （マイナー）のことです。

※※改改善善のの機機会会ととはは ・・・・････････ 活動の中でさらにレベルアップを期待することです。
※※スストトロロンンググポポイインントトととはは・・・・ 結果が出て良いと認められる活動のことです。
※※ググッッドドポポイインントトととはは・・・・・・･･････・・ 結果を問うことなく活動にみられる良い点をいいます。

２０２１年１１月９日～１１日の日程でRC外部
審査（定期審査）が実施されました。
環境マネジメントシステム（ISO 14001:2015)

および労働安全衛生マネジメントシステム
（ISO 45001:2018）が継続して要求事項に適合
しているかが審査目的となります。
今回の審査では、適用規格〔ISO 14001:2015

／ISO 45001:2018〕の中で改善指摘事項（カテ
ゴリーA、B）は発見されず、登録されているマ
ネジメントシステムについて、システムが有効
に維持されていると判断されました。
サイト内での改善活動を継続して『マネジメン

トシステムの最適化』を引き続き図って参りま
す。

①改善指摘事項（カテゴリーA、B）：０件
②グットポイント ：４件
③改善の機会 ：１１件

外外部部審審査査 ククロローージジンンググミミーーテティィンンググ

三三菱菱ｹｹﾐﾐｶｶﾙﾙｱｱﾄﾄﾞ゙ﾊﾊﾞ゙ﾝﾝｽｽﾄﾄﾞ゙ﾏﾏﾃﾃﾘﾘｱｱﾙﾙｽｽﾞ゙社社

内部監査、部門長監査は、前年度の内部監
査指摘事項および外部審査の指摘事項を踏
まえ、予め重点項目を決めて監査を実施する
ことで、監査の有効性、パフォーマンスの向上
（意図した成果の達成状況）を念頭に、実施し
ました（一部、リモート監査を導入）。
内部監査の結果、「9.1 モニタリング、測定、

分析及び評価」で指摘事項が抽出され、「6.1.3
順守義務／法的要求事項及びその他の要求
事項の決定」、「8.2 緊急事態の準備及び対
応」などで、改善の機会が取り上げられました
が、法令違反およびシステムの要求事項の逸
脱などは確認されませんでした。

ＲＣ内部監査結果

部部門門長長監監査査のの様様子子

件

環環境境安安全全･･品品質質保保証証部部



１０

（1）
生産量の増加に伴い、
廃棄物量も増加したこ
とに起因するものです。

（2）（3）
個別改善の取組みな
どにより、エネルギー
使用量が減少し、生産
効率の改善が図られた
結果によるものです。

評価基準（達成率）
◎：100％超
○：80％以上～100％
△：50％以上～80％未満
×：50％未満

休業労災が１件発生し
ました。2022年度も工
場サイト一丸となって、
不休業以上の労災ゼ
ロに再挑戦して活動を
進めます。

９

環環境境管管理理活活動動のの実実績績
２２００２２１１年年度度ＲＲＣＣ活活動動計計画画とと実実績績

２０２１年度の期初にサイト内の各部門・部署（グループ会社含）は平塚工場サイトのＲＣ方
針を受け、各々の課題・目標を設定し、ＲＣ管理実施計画を立てました。その活動計画に対し
て、目標を具体化し、活動を推進してきました。

安全・安心な職場を目指した安全衛生活動の定着を図り、環境保全、環
境負荷低減、社会貢献活動の推進によって、地球温暖化防止、省資源、
生物多様性への取組みなど、積極的な活動展開を引き続き行います。

※※平平塚塚ＳＳＵＵＲＲＦＦＩＩＮＮ活活動動ととはは・・・・
Ｐ２５を参照してください。



真土排水路

１２

大大気気

工工業業用用水水浄浄化化・・
リリササイイククルル装装置置（（１１ヶヶ所所））

騒騒音音（（１１６６ヶヶ所所））

ＰＰＣＣＢＢ廃廃棄棄物物にに該該当当すするるももののににつついいててはは、、法法令令
おおよよびび自自社社のの保保管管規規程程ににももととづづきき、、保保管管管管理理をを
行行っってていいまますす。。保保管管状状況況ににつついいててはは、、ＰＰＣＣＢＢ特特別別
措措置置法法ににももととづづきき、、行行政政へへのの届届出出をを行行っってていいまますす。。
ななおお、、低低濃濃度度ＰＰＣＣＢＢ廃廃棄棄物物ににつついいててはは、、２２００１１５５年年

４４月月よよりり、、処処理理をを開開始始ししままししたた。。

ＰＰＣＣＢＢ廃廃棄棄物物保保管管庫庫

廃廃棄棄物物集集積積場場（（１１ヶヶ所所））

リリササイイククルルのの推推進進、、分分別別のの徹徹底底ににつつととめめ
てていいまますす。。
廃廃棄棄物物ごごととにに計計量量しし、、各各廃廃棄棄物物量量のの管管理理
をを行行っってていいまますす。。

観観測測井井戸戸
（（９９ヶヶ所所））

地地下下水水はは１１回回／／年年、、２２月月にに採採水水しし、、分分析析をを
行行いい、、水水質質のの監監視視・・管管理理ををししてていいまますす。。
地地下下水水のの水水質質汚汚濁濁ににつついいててはは、、「「神神奈奈川川

県県生生活活環環境境のの保保全全ななどどにに関関すするる条条例例」」のの基基
準準にに対対ししてて異異常常値値ははあありりまませせんんででししたた。。

平平塚塚工工場場

冷冷却却水水ななどどのの工工業業用用水水をを浄浄化化しし、、再再利利用用
ししてていいまますす。。

都市ガス貫流ボイラーの排ガス測定値（年間測定の最大値）

単位 神奈川県条例 自主基準値 ２０１９ ２０２０ ２０２１

ばいじん濃度 g／m3 0.3 0.01 0.0028 0.0010 0.0037

ばいじん量 ｇ／ｈ 282 140 1.9 2.0 3.6

窒素酸化物濃度 ppm 105 100 73 71 74

測　　定　　項　　目

基基準準値値ククリリアア

工場敷地境界線における夜間騒音測定値（年間測定の最大値）　

単位 神奈川県条例 自主基準値 ２０１９ ２０２０ ２０２１

工場東境界線 ｄB 60 57 52 51 53

工場南境界線 ｄB 60 57 46 47 53

工場西境界線 ｄB 55 52 52 42 47

工場北境界線 ｄB 55 52 50 42 39

測　　定　　個　　所

基基準準値値ククリリアア

11

環環境境汚汚染染予予防防・・環環境境負負荷荷低低減減・・環環境境保保全全活活動動
当工場では、環境汚染予防、環境負荷低減をはかるため、おもに次のような設備を備え

ています。また、大気、水質、騒音については、規制値より厳しい※※自主基準値を定めています。
すべての項目に対して、自主基準値をクリアしています。今後も継続して基準を遵守していきます。

工工場場内内をを流流れれるる真真土土排排水水路路にに万万がが一一、、機機械械油油ななどどがが
流流出出ししたたとときき、、河河川川へへのの流流出出、、拡拡散散をを防防止止すするるたためめにに設設
置置ししてていいまますす。。

工工場場外外かからら流流入入ががああっったた場場合合ににもも活活用用ししまますす。。
油油流流出出ななどどのの際際にに装装置置がが正正常常にに機機能能すするるかか、、１１ 回回／／月月

定定期期的的にに動動作作確確認認ししてていいまますす。。

オオイイルルフフェェンンスス
（（２２ヶヶ所所））

水水質質

オオイイルル流流出出防防止止
ピピッットト、、溝溝

作作動動油油をを使使用用ししてていいるる成成形形機機ななどどがが設設置置
さされれてていいるる建建屋屋内内ににはは、、万万がが一一、、作作動動油油がが
漏漏れれたたととききのの流流出出をを防防止止すするるたためめ、、成成形形機機
周周辺辺やや建建屋屋出出口口にに専専用用のの溝溝ややピピッットトをを設設けけ、、
公公共共用用水水域域へへのの流流出出をを防防いいででいいまますす。。

雨雨水水排排水水路路
沈沈殿殿槽槽
（（２２ヶヶ所所））

油油やや汚汚泥泥、、環環境境汚汚染染物物質質ななどどがが万万がが一一漏漏れれたた
とときき、、公公共共用用水水域域へへのの流流出出をを防防止止ししまますす。。

１１

ペペレレッットト流流出出防防止止網網
（（１１２２ヶヶ所所））

原原料料ととななるるペペレレッットトがが、、公公共共河河川川にに流流出出すす
るるここととをを防防止止すするるたためめ、、雨雨水水排排水水路路にに流流出出
防防止止網網をを設設置置ししてていいまますす。。

※※自自主主基基準準値値ととはは・・・・・・
行政の規制基準をもと
に社内で自主的に、より
厳しくした基準です。
※※BBOODDととはは・・・・・・
Ｐ１９を参照してください。

正正門門

流流出出防防止止溝溝

公共下水道排水の水質測定値（年間測定の最大値）

単位 平塚市下水道条例 自主基準値 ２０１９ ２０２０ ２０２１

水素イオン濃度 ｐＨ値  5< < 9 5.2< < 8.8 8.3～8.7 8.3～8.9 8.3～8.7

生物化学的酸素要求量(BOD） ｍｇ／ℓ < 600  < 480 71 400 370

浮遊物質量 ｍｇ／ℓ < 600  < 480 67 98 230

ｎ-ヘキサン抽出物（鉱物油） ｍｇ／ℓ 　≦ 5 ≦ 4
＜0.5 1 1

ｎ-ヘキサン抽出物（動植物油） ｍｇ／ℓ 　≦ 30 ≦ 24 1.5 5 5

鉛およびその化合物 ｍｇ／ℓ ≦ 0.1 ≦　0.08 ＜0.005 ＜0.01 ＜0.01

トリクロロエチレン ｍｇ／ℓ ≦ 0.1 ≦  0.08 ＜0.002 ＜0.003 ＜0.003

ジクロロメタン ｍｇ／ℓ ≦ 0.2 ≦  0.16 ＜0.002 ＜0.02 ＜0.02

ヨウ素消費量 ｍｇ／ℓ ＜ 220 ＜ 176 21 57 62

測　　定　　項　　目

基基準準値値ククリリアア



１４

オオイイルルフフェェンンスス防防音音壁壁（（１１ヶヶ所所））

廃廃棄棄物物置置場場
（（廃廃ププララススチチッックク類類））

（（１１ヶヶ所所））

油油流流出出防防止止槽槽
油油流流出出防防止止用用土土ののうう（（１１ヶヶ所所））

油流出防止槽（油水分
離槽）は場内の設備など
からの油漏れがあったと
きに雨水などとともに、場
外への流出を防止する設
備です。

騒騒音音・・振振動動測測定定場場所所
（（８８ヶヶ所所））

廃廃棄棄物物置置場場
（（木木くくずずななどど））
（（１１ヶヶ所所））

防音壁は、クーリングタ

ワー設備が稼働するときの
音が場外に拡散しないよう
設置しました。

オイルフェンスは、場内の
設備などからの油流出の
おそれがあるときに、公共
用水域への流出を防止す
る設備です。

羽羽生生製製造造所所

１１．．騒騒音音
工場敷地境界線における夜間騒音測定値（年間測定の最大値）　

単位 埼玉県条例 ２０１９ ２０２０ ２０２１

工場東境界線 ｄB 50 49.0 49.1 48.7

工場南境界線 ｄB 50 46.3 48.4 48.8

工場西境界線 ｄB 50 45.0 45.3 47.6

工場北境界線 ｄB 50 44.9 48.5 47.2

２２．．振振動動
工場敷地境界線における夜間振動測定値（年間測定の最大値）　

単位 埼玉県条例 ２０１９ ２０２０ ２０２１

工場東境界線 ｄB 60 49.8 49.8 49.8

工場南境界線 ｄB 60 45.5 44.5 42.1

工場西境界線 ｄB 60 43.3 43.1 48.1

工場北境界線 ｄB 60 44.6 44.7 45.2

測　　定　　個　　所

測　　定　　個　　所

１３

郡郡山山製製造造所所

騒騒音音測測定定場場所所

騒騒音音測測定定場場所所

騒騒音音測測定定場場所所（（４４ヶヶ所所））

騒騒音音測測定定場場所所

地下水は毎年１１月
に採水し、分析を行い、
水質の監視を行ってい
ます。地下水の水質汚
濁については、環境基
準に対して異常値はあ
りませんでした。

騒音測定は毎年１１月～
１２月に４ヶ所それぞれを測
定し、朝・昼・夕・夜間の測
定時間帯においても、「福島
県生活環境の保全等に関
する条例」以下の管理値を
クリアしています。

油膜検知装置を沈殿槽に
設置し、場内排水路からの
油の流入の有無を感知し、
異常時は、警報が出るしく
みにしており、公共用水域
への流出を防止しています。

観観測測井井戸戸
（（１１ヶヶ所所））

油油膜膜検検知知装装置置（（11ヶヶ所所））

廃廃棄棄物物置置場場

11．．水水質質
排排水水のの水水質質測測定定値値（（年年間間測測定定のの最最大大値値））

単位 福島県条例 管理値 ２０１９ ２０２０ ２０２１

水素イオン濃度 ｐＨ値 5.8～8.6 6.4～8.4 7.2～8.0 7.3～8.1 7.3～8.0

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） ｍｇ／ℓ 　　 ≦  40 　　 ≦  10 3.6 3.4 2.8

生物化学的酸素要求量(BOD） ｍｇ／ℓ 　　 ≦  40 　　 ≦  10 0.9 1.7 0.8

浮遊物質量（ＳＳ） ｍｇ／ℓ 　　 ≦  70 　　 ≦  10 ＜１ ＜１ 2

ヘキサン抽出物含有量 ｍｇ／ℓ 　　 ≦  1 　　 ≦  1 ＜１ ＜１ ＜１

大腸菌群 単位:個/l ≦  3,000 ≦  １,500 1 1 2

※トリクロロエチレン ｍｇ／ℓ ＜0.3 ＜0.03 測定終了 測定終了 測定終了

※生産設備を撤去して１０年以上経過のため、郡山市に確認し、測定不要の回答を受け測定終了。

22．．騒騒音音
工工場場敷敷地地境境界界線線ににおおけけるる夜夜間間騒騒音音測測定定値値（（年年間間測測定定のの最最大大値値））　　

単位 福島県条例 管理値 ２０１９ ２０２０ ２０２１

工場東境界線 ｄB 65 60 40.1 40.0 40.5

工場南境界線 ｄB 65 60 44.0 44.7 43.7

工場西境界線 ｄB 65 60 43.2 42.5 41.7

工場北境界線 ｄB 65 60 41.8 41.8 41.5

測　　定　　項　　目

測　　定　　個　　所
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１６

地地球球温温暖暖化化防防止止・・省省資資源源推推進進活活動動

電力の２０２１年度使用量は、２０２０年度に比べ減少しました。一方、都市ガス(ボイラー用
燃料)は、２０２０年度に比べて増加しました。また、エネルギー使用量の減少によりCO２排出量
も２０２０年度より減少し、原単位も改善しました。省エネルギー個別改善の取り組みなどにより、
生産効率を上げ、引き続きエネルギ－使用量削減に取り組んで参ります。

エエネネルルギギーーななどど使使用用量量のの実実績績

良良
いい

良良
いい

良良
いい

用用 水水 使使 用用 量量

電電力力使使用用量量・・原原単単位位（（電電力力使使用用量量//生生産産高高))

都都市市ガガスス使使用用量量

ＣＣOO22排排出出量量・・原原単単位位（（排排出出//生生産産量量))

良良
いい

省省エエネネ大大会会 （（リリモモーートト開開催催））
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２０２２年１月２８日に２０２１年度の省エネ大会を開催しま
した。
本大会は、本社、他工場からの参加も交え、省エネルギー

活動の重要性の確認と、相互理解を深め、広い視野を持つ
ことで、改善活動の向上を図ることを目的とし、毎年開催し
ています。昨年度同様、今回もコロナ禍により、リモート
(Teams)開催としました。
はじめに、本社から「カーボンニュートラル達成へ向けた方

針」と「省エネ法中長期計画全社目標と計画値」に関する説
明を受けた後、各工場、製造部門（併せて１２部門）から、省
エネルギーの改善事例を中心に説明がありました。特に製
造部門の説明については、出席者と活発な討議が行われ、
有用な時間となりました。
今年度も、部門ごとに削減目標を設定し、エネルギー使用

量の削減に積極的に取り組んで参ります。
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環環境境保保全全測測定定、、整整備備、、環環境境監監視視パパトトロローールルのの実実施施

１５

環境保全監視として、各種環境測定、環境監視パトロールを実施しています。パトロールには日
常的なパトロール、工場敷地境界パトロールおよび環境・※※ＫＰＣパトロールなどがあります。

大大気気、、水水質質、、騒騒音音、、振振動動ななどどのの測測定定

工工場場内内･･外外清清掃掃活活動動

環環境境・・ＫＫＰＰＣＣパパトトロローールル

毎年６月の環境月間に合わせて、工場長お
よび各部門長が中心となって、工場建屋およ
び建屋周辺から工場敷地境界までのスペース
のパトロールを実施しています。
場内の環境および美化に関する不具合箇所

をパトロールにより抽出し、改善を行うことに
よって、クリーンな工場を維持継続し、生産環
境の基盤となる４Ｓおよび環境保全を推進す
ることを目的として実施しています。
２０２１年６月１５日に実施したパトロールで

の指摘事項は、対象部門が改善を行い、事務
局が対策実施状況の確認を行っています。

当工場では、大気、水質、騒音、振動などに
ついて、日常の監視および定期的な測定を
行い、環境汚染予防、環境負荷低減、環境保
全に役立てています。測定値はＰ１１からＰ１４
に掲載しています。

当工場では、定期的に場内、建屋周辺側溝
の清掃および除草を行っています。各部門・部
署がそれぞれの担当区画の安全面に配慮を
図るのみならず、従業員自らが過ごしやすい
職場環境を維持する目的で実施しています。
なお、羽生製造所および郡山製造所に於い

ても独自に同様の活動を行っています。
今後も工場内･外の環境整備･美化活動とし

て取り組んで参ります。

日日常常パパトトロローールル、、工工場場敷敷地地境境界界パパトトロローールル

環境安全担当者が１日１回、工場内の水質、
騒音、臭気などが環境汚染に発展する可能性
がないか、工場内をパトロールしています。特
に工場敷地境界は、入念にパトロールしてい
ます。
また、場内２ヶ所に設置しているオイルフェン

スの動作確認も定期的に実施しています。

※※ＫＫＰＰＣＣととはは・・・・・・
キーププラントクリーンを略しています。

工場内４Ｓを徹底、維持、継続することにより良い生
産環境をめざす活動です。

騒騒音音測測定定 振振動動測測定定

工工場場周周辺辺清清掃掃活活動動

日日常常パパトトロローールル オオイイルルフフェェンンスス動動作作確確認認

環環境境・・ＫＫＰＰＣＣパパトトロローールル

平平塚塚工工場場

羽羽生生製製造造所所



１８

※ゼロエミッション率目標０．３％に対し、２０２
１年度は０．１２％となり、目標を達成しました。
最終処分が一部埋立からマテリアルリサイク
ルになったためです。単純焼却量は、前年度
とほぼ変わらず、約２．５トンでした。また、再
資源化率（※サーマル、※マテリアル各リサイ
クルの合計）は、前年度と比較して、２％低下
し、９１．６％でした。

廃棄物処理費用削減のため、２０２１年度も
引き続き、下記の項目を実施しました。
１．原料歩留の向上検討
２．サーマルおよびマテリアルリサイクル化の

推進
３．分別の徹底による再資源化推進
４．廃棄物処理費の適正価格での取引き

これらに取組んだ結果、支出は４８百万円、
収入は５７百万円となり、廃棄物処理費用収支
は９百万円の黒字となりました。

おもな理由は、金属スクラップの排出量が増
加し、売却単価が高騰したためです。前年度と
の比較では、収支はプラス４百万円と改善しま
した。

※※ＨＨＳＳ２２５５活活動動ととはは・・・・・・
Ｐ２５の平塚SURFIN活動を参照してください。

※※ササーーママルルリリササイイククルルととはは・・・・・・
廃棄物の焼却の際に発生する熱エネルギーを回収し、

利用することです。
※※ママテテリリアアルルリリササイイククルル（（再再生生利利用用））ととはは・・・・・・

廃棄物を原料として再生利用することです。

※※ゼゼロロエエミミッッシショョンンととはは・・・・・・
産業廃棄物などをゼロとするシステムの構築をめざす

取組みで、当工場では、ゼロエミッション率＝（埋立＋単
純焼却）／総廃棄物量と定義しています。

ゼゼロロエエミミッッシショョンン率率・・単単純純焼焼却却量量・・再再資資源源化化率率

※※廃廃棄棄物物環環境境効効率率ととはは・・・・・・
廃棄物環境効率＝生産高（金額）／廃棄物量（重量）

廃廃棄棄物物処処理理費費用用

廃廃棄棄物物環環境境効効率率

生産活動において、廃棄物量削減はゼロエミッ
ションの本質的なねらいです。その評価指標とし
て、当工場独自に※廃棄物環境効率を設定して
います。２０２１年度は、各製造部署の「ＨＳ２５活
動」で原材料ロス削減、歩留向上検討などを推進
しました。２０２０年度と比べ廃棄物環境効率は５
％悪化、廃棄物量も約８％（１４８ｔ）増加しました。

今後も、 ※ 「ＨＳ２５活動」などの取組みにより、

廃棄物量の削減、再資源化を図っていきます。

良良
いい
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省省エエネネルルギギーー・・省省資資源源のの活活動動事事例例

１７

フフロロンン使使用用機機器器のの管管理理

ググリリーーンン購購入入推推進進

旧タイプの受配電設備（変圧器、コンデンサ
など）を新タイプに更新することで、機器内の電
気的効率がアップし、当工場内の電力使用量
の削減を実施しています。
旧タイプのものから、新タイプのものへの更

新はここ数年掛けて順次取り進めてきておりま
す。
今後も計画的に実施し、省エネルギー（電力

使用量削減）に寄与させていきます。

受受配配電電設設備備のの更更新新

フロン類は、エアコンや冷蔵庫などの冷媒な
ど、さまざまな用途に活用されてきた一方で、
特定フロンはオゾン層を破壊する悪影響を有し
ており、また、代替フロンは、オゾン層は破壊し
ませんが、特定フロンと同様に強い温室効果
を有しています。このため、フロン類の排出抑
制は、オゾン層保護および地球温暖化対策の
両面から、極めて重要な課題であり、当工場に
おいても対象機器の点検・整備を継続して実
施しています。

フロン類の使用の合理化および管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）の改正に
より、機器ユーザーのフロン回収義務違反に
係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強
化、フロン回収が確認できない廃棄物の引取
禁止など、関係者が相互に確認･連携し、ユー
ザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が
確実に行われるための仕組みが令和２年４月
１日より導入されました。
法規制に則った活動を引き続き行います。

※※ググリリーーンン購購入入ととはは・・・・・・
購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく、

環境に配慮した商品を優先的に購入することです。
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実績値 目標値：80%

当工場では、事務用品・事務機器を※※グリー
ン購入対象品として「グリーン購入管理要領」
に基づき、管理しています。
２０２１年は通期で７５．２％と目標値（８０％）

を少し下回る結果となりました。昨年に引き続
きコロナ禍のため、リモート会議用の備品購入
が多かった事が原因と考えられます。
今後も、各部署にグリーン購入の大切さをア

ピールし、環境に配慮した事務用品購入・使
用を推進していきます。



２０

環環境境管管理理物物質質のの削削減減とと改改善善

２２００２２１１年年度度 ＰＰＲＲＴＴＲＲ物物質質使使用用状状況況 （（年年間間取取扱扱量量１１トトンン以以上上のの物物質質、、単単位位：：トトンン／／年年））

※※ＰＲＴＲ物質の排出・移動量は、環境管理物
質を管理する重要な項目であります。 ２０２１
年度のＰＲＴＲ物質排出・移動量は１５２トンと
なり２０２０年度より３１トン増加しました。おも
な理由は、生産量の増加（６％）により廃棄物
量も増加（２０％）したためです。

その結果、原単位は、２０２０年度と比較し、
０．１２ポイント悪化しました。

今後、排出・移動量を削減するために、さら
に生産革新活動による不良・原材料ロスの削
減や、効率的な試作などを図ることで、対象物
質使用量減少につとめていきます。

２０２１年度は、年間取扱量１トン以上の対象
物質は８物質でした。
取扱量は３，５０５トン、排出・移動量は１５１ト
ンで２０２０年度と比較し、取扱量で４４０トン、
排出・移動量は３１トン増加しました。
ただ、取扱量に対する、排出・移動量の割合
はほとんど変わりません。原料・加工歩留り向
上などの施策により、引き続き、排出・移動量
の削減につとめていきます。

※※ＰＰＲＲＴＴＲＲ（（特特定定化化学学物物質質排排出出移移動動量量届届出出制制度度））ととはは・・・・・・

Ｐｏｌｌｕｔａｎｔ ：環境汚染廃棄物
Ｒｅｌｅａｓｅ ：排出

ａｎｄ
Ｔｒａｎｓｆｅｒ ：移動
Ｒｅｇｉｓｔｅｒ ：登録

どんな化学物質がどこから、どれだけ環境中へ排出さ
れているか、廃棄物などとして移動しているかを把握、
集計し、公表するしくみです。

対象の化学物質を製造したり、使用したりしている事
業者は、排出量や移動量を把握して、年１回、国に届出
しています。

PRTR原単位＝（ＰＲＴＲ排出・移動量／生産量）×１００

ＰＰＲＲＴＴＲＲ物物質質のの管管理理

・四捨五入により、合計値および前年差の値が若干異なります。

＊1取扱量の多い、ε－カプロラクタム、スチレンは、そのほとんどが製品などへ転化されています。
＊2郡山製造所を追加しました。

使使用用状状況況のの詳詳細細
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排出・移動量(トン) ＰＲＴＲ原単位

Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
原
単
位

良良
いい

排出・移動量

大気 水・土 廃棄物 合計

1 亜鉛の水溶性化合物 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76 ε－カプロラクタム＊1 2,961.00 2,812.52 0.58 0.00 147.90 148.48 119.50 28.98

80 キシレン＊2 1.54 1.47 0.03 0.00 0.04 0.07 0.07 0.00

132 コバルト及びその化合物 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240 スチレン 516.50 516.02 0.46 0.00 0.02 0.48 0.48 0.00

296 1,2,4-トリメチルベンゼン＊2 1.57 1.56 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

298 トリレンジイソシアネート 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

448
メチレンビス（４,１-フェニレン）=ジイソ
シアネート

4.30 2.37 0.00 0.00 1.93 1.93 0.39 1.54

3,504.82 3,353.85 1.08 0.00 149.89 150.97 120.45 30.52

2020　　
合計

前年差

（５６９物質中８物質使用）合計

政令
番号

化学物質名 取扱量
製品等への転化
量及び有価物量

（リサイクル）
2021

１９

低低濃濃度度ＰＰＣＣＢＢ廃廃棄棄物物処処理理

２００１年６月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に関する特別措置法」が
制定され、低濃度※ＰＣＢ廃棄物については、
事業者は２０２７年３月３１日までに自ら処分す
るか、処理委託業者などに処分を委託しなけ
ればならなくなりました。

当工場では、計画的にＰＣＢ含有機器の処分
を行っています。２０２２年７月５日に低濃度
PCB廃棄物であるリアクトル２基等の運搬・処
理委託を実施しました。

また、処分期限が２０２３年３月３１日となって
いる高濃度ＰＣＢ含有機器（蛍光灯、水銀灯の
安定器など）については、工場内を隅々まで調
査し、適切に撤去、処分を行っていきます。

生産活動が、環境にどのような負荷を与えて
いるか、地球温暖化防止、資源の有効活用な
どの面から、その影響を把握し環境負荷の低
減に向け、省エネルギー化・省資源化に取組
んでいます。

環環境境負負荷荷ママテテリリアアルルババラランンスス

低低濃濃度度ＰＰＣＣＢＢ廃廃棄棄物物搬搬出出状状況況

インプットとして、原材料、電気、燃料、用水
の各使用量を、アウトプットとして、大気へのＣ
Ｏ２の排出量、※※ＰＲＴＲ物質排出量、排水中
の※※ＢＯＤ量、廃棄物の総量を下の図で示し
ました。

※ＰＣＢとは・・・
PCB廃棄物とは、ポリ塩化ビ

フェニル(PCB)、ポリ塩化ビフェ
ニルを含む油またはポリ塩化ビ
フェニルが塗布され、染み込み、
付着し、もしくは封入された物が
廃棄物となったもの（環境に影
響を及ぼすおそれの少ないも
のとして政令で定めるものを除
く）をいいます。

PCB廃棄物は、難分解性で人
の健康および生活環境に係る
被害を生ずるおそれがあること
から、特別管理産業廃棄物に
定められています。

※※ＰＰＲＲＴＴＲＲととはは・・・・・・
Ｐ２０を参照してください。

※※ＢＢＯＯＤＤととはは・・・・・・
Biochemical Oxygen Demandの

略で生物化学的酸素要求量のことです。

産産業業廃廃棄棄物物、、一一般般廃廃棄棄物物、、再再資資源源化化委委託託業業者者のの現現地地確確認認実実施施

工場および製造所から排出される産業廃棄
物、一般廃棄物、再資源化物の収集運搬・処
分・再資源化委託業者に対して、平塚工場・羽
生製造所は１回/年、郡山製造所は優良認定
業者は１回/２年、それ以外は１回/年現地確
認を実施しています。

２０２１年度は、３場所の委託業者に対して、
収集運搬業者１３社、中間処理業者２２社、一
般廃棄物処分業者２社、再資源化業者８社の
合計４５社を予定していました。しかし、新型コ
ロナウイルスの感染拡大の影響もあり、訪問

実施は平塚工場の３社にとどまり、残り４２社
につきましては、書類審査という形で実施させ
ていただきました。

現地確認の目的は、委託した廃棄物が適正
に運搬・処理されているか、また不法投棄等の
違法、不正を防止するため、実施しています。

また、訪問することにより、委託先との良好な
関係を維持し、社会情勢の変化を知るという
観点も含めています。今後も違法、不正ゼロを
継続するため、委託業者への現地確認実施計
画を立て、１００％実施を目指して行きます。



２２

環環境境会会計計
環環境境会会計計ととはは

社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全
への取組みを効率的、効果的に推進していく
ことを目的として、事業活動における環境保全

１．対象期間：２０２１年４月～２０２２年３月
２．対象範囲：編集方針（Ｐ１）のとおりです。

ただし、協力会社（９社）は含みません。

環環境境保保全全ココスストト

環環境境保保全全効効果果（（羽羽生生・・郡郡山山含含むむ効効果果））

環境保全経済効果は、リサイクルによる売却
額は５８百万円、原材料費等の費用削減額は
２１百万円となり、合計７９百万円となりました。

環環境境会会計計基基準準

設備投資、償却費、人件費およびその他の経
費を集計したものです。その環境保全の※※費用
額は４７４百万円、※※投資額は、１４１百万円と
なりました。費用のおもな内容は、温暖化防止

環環境境保保全全経経済済効効果果（（金金額額ベベーースス））

活動で１２％、資源有効利用、廃棄物量削減
で１２％、環境貢献型商品の開発に４９％など
でした。投資額の７６％、１０８百万円が地球環
境保全の温暖化防止に関する投資でした。

※※費費用用額額ととはは・・・・・・
設備の償却費、維持運営費（人件費、電力費、用水費、修繕費などの経費）などのことです。

※※投投資資額額ととはは・・・・・・
当年度で環境に関連した設備を購入・製作した金額です。

のコストと、得られた効果を定量的（金額、物
量単位）に把握し、公表するしくみです。

３．設備投資額補正比率：目的の水準に応じ
て１．０、０．５、０．１を乗じています。

４．環境省が公表した「環境会計ガイドライン
２００５年版」を参考に作成しています。

投資額 費⽤額 費⽤⽐率 投資額 費⽤額 費⽤⽐率
（％） （％）

公害防⽌コスト ⼤気・⽔質・⼟壌汚染防⽌等 47.6 32.5 4.6 14.7 32.5 6.9
地球環境保全コスト 温暖化防⽌ 30.6 101.4 14.2 108.3 59.2 12.5

資源循環コスト 資源有効活⽤・廃棄物減量 11.9 76.4 10.7 18.3 57.9 12.2
90.1 210.3 29.5 141.3 149.6 31.6

廃材回収・グリーン購⼊等 1.0 11.9 1.7 0.0 9.3 2.0
環境教育 0.0 123.0 17.2 0.0 81.2 17.1
環境貢献型商品開発 0.0 368.5 51.6 0.0 233.7 49.3
緑化・情報公開 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0
⼟壌汚染修復 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

91.1 713.8 100.0 141.3 473.9 100.0

2021年度

百万円／年

合　　計

主な取組の内容

社会活動コスト
環境損傷コスト

2020年度
コストの分類

百万円／年

⼩　　計
上・下流コスト
管理活動コスト
研究・開発コスト

事業エリア内
コスト

2020年度 2021年度

原材料費 5.8 8.0
エネルギー費 4.3 12.0
⽤⽔費 0.0 0.0
廃棄物処理費 0.0 1.0
環境損傷対応費 0.0 0.0
その他費⽤ 0.0 0.0

37.6 79.0合　　計

収
益

効果の内容
（百万円／年）

実質⾦額

費
⽤
削
減

リサイクルによる
有価物の売却 27.5 58.0

環境保全効果は、２０２０年度と比較し、電気使用
量が若干減少しましたが、生産量の回復から、燃
料、蒸気使用量がそれぞれ増えています。また、同
様に廃棄物の発生量も増加となりました。

単位 2020年度
（Ｂ）

2021年度
（Ａ）

前年増減
(A)ー（Ｂ）

ＮＯＸ排出量 1.2 1.38 0.2
ＳＯＸ排出量 － ー ー
煤塵排出量 0.04 0.044 0.0
ＢＯＤ 6.2 6.456 0.3
ＣＯＤ 0.1 0.107 0.0
窒素排出量 0.0 0.026 0.0
りん排出量 0.0 0.003 0.0
ＣＯ2排出量 21,167.0 20566 -601.0 
電気使⽤量 千ｋWｈ／年 36,697.0 31021 -5,676.0 
燃料使⽤量 1,195.0 1278.6 83.6
蒸気使⽤量 18,829.0 20284 1,455.0
⽤⽔使⽤量 109.9 121 11.1
排⽔量 80.4 76.362 -4.0 
廃棄物発⽣量 1,770.0 2,016 246.0
単純焼却・直接埋⽴処分量 33.0 6.36 -26.6 

トン／年

トン／年

ｋｍ3／年

トン／年

効果の内容（環境負荷指標）

事
業
エ
リ
ア
内
効
果

リリススククママネネジジメメンントト

消消火火訓訓練練

地震、火災、風水害など緊急事態による被害
の防止、軽減を図るため「平塚工場防火・防災
規則（消防計画）」を制定し、運用しています。こ
の規則では、防火管理組織、防災体制、火災・
震災予防措置、河川水位上昇にともなう浸水時
の対応方法、教育・訓練などを定めています。
防災訓練、風水害訓練については、年度ごとに
テーマを決めて、各職場で各１回／年、工場全
体で各１回／年実施しています。

防防災災訓訓練練

１０月１２日、南海トラフを震源域とする南海トラ
フ巨大地震により、当工場内の建物、設備、機械
などが被害を受けたことを想定し、これによる人
的被害、危険・有害物質の流出、漏洩をともなっ
た火災による二次被害を最小限に抑えることを目
的に防災訓練を実施しました。作成したシナリオ
に基づき訓練を実施しますが、訓練実施後には
問題点を抽出し、次年度の訓練に反映させてい
ます。なお、２０２１年度は新型コロナウィルス感
染拡大防止対策を行い、訓練を実施しました。

体体制制

風風水水害害訓訓練練

２０２１年度はコロナ禍のなか、集中豪雨・
大雨により、敷地内を流れる排水路の水位が
上昇し、氾濫のおそれがある状況を想定し、
訓練を実施しました。訓練は、通報（避難指
示）～避難（職場で決めた高い場所への個別
避難）～点呼～安否確認結果のまとめ～避
難解除の手順で実施しました。今回の風水害
訓練で抽出された問題点について、次回の訓
練に反映させることとします。

環環境境汚汚染染物物質質漏漏洩洩対対策策

当工場では、全社方針の環境事故リスク低
減を図るため、雨水排水口から公共河川に作
動油、或いは環境汚染物質が流出するのを防
ぐ目的で防止堰などの流出防止設備を２０１８
年度から順次設置しています。
２０２１年度は、第３次改善として場内３箇所

の主要な雨水排水口に流出防止設備を設置
しました。引き続き雨水排水口改善を推進して
いく予定です。

流流出出防防止止設設備備のの説説明明会会

応応急急救救護護訓訓練練

２１

風風水水害害訓訓練練のの本本部部隊隊訓訓練練各各部部署署のの情情報報収収集集

外外注注先先評評価価

外注先の評価については、外注先の環境保全体制を確認し、環境管理体制確立のために、手順書として
「外注先評価要領」を制定し、毎年実施しています。
２０２１年度は対象外注先１５８社に対して、評価実施外注先は１５８社となり、１００％実施しました。
環境影響評価を実施した結果、特に問題となる外注先はありませんでした。
今後も、外注先評価は積極的に実施していきます。

外注先の

リストアップ

環境影響評価

（環境影響の発生の

可能性の大きさ評価）

環境保全

体制評価

評価結果の活用

（改善指導など）

外外注注先先評評価価方方法法

緊緊急急事事態態対対応応・・訓訓練練



２４

工工場場安安全全大大会会
安安全全大大会会のの写写真真

安安全全・・声声掛掛けけ運運動動

２２００２２２２年年７７月月にに実実施施ししたた安安全全・・声声掛掛けけ運運動動のの写写真真

設設備備安安全全診診断断

産産業業医医パパトトロローールル

２２００２２１１年年度度 設設備備安安全全診診断断 三三菱菱ケケミミカカルルイインンフフララテテッックク タタンンククＧＧ

当工場では、２０２２年７月～８月において、
三菱ケミカルの基本行動と当工場独自の基本
行動を愚直に実行し、習慣化したいと考え、各
部門・部署の安全のリーダー（部門長・部署
長・管理者）が安全・声掛け運動を行いました。
今回は基本行動として「決めた場所・場面で

は指差呼称を行う。」、「階段昇降時には手す
りを持つ」に絞って進めました。
自ら基本行動を行うだけでなく、この運動を

通して相互に助言できる文化を工場内に醸成
したいと考えています。

当工場では、夏季の労働災害を防止すること
を目的に、２０２２年７月１日～８月３１日の２か
月間を夏季安全活動強調期間に設定して、安
全活動を推進しています。
その安全活動の１つとして、７月１９日に工場

安全大会を開催しました。この大会は、工場内
で働く従業員およびグループ会社従業員、協力
会社従業員が安全活動のベクトルを合わせ、無
事故・無災害達成と安全で安心して働ける工場、
職場をつくることを目的に毎年開催しています。
大会では、危険に対する感受性を向上させる

ことを目標に指差呼称の重要性を周知するため、
部署長による４Ｒ－ＫＹＴの実演を行いました。

当工場では、新設および改造設備の安全診
断実施要領に基づき設備の安全診断を実施し
ています。（２０２１年度診断実績：４９件）
この診断では、安全を先取りするため、新規に

導入または改造（移設を含む）する設備・機械・
施設について設備導入の入り口で安全対策が
確実に実施されていることを確認することを目
的として、設計時、試運転時、稼働前とそれぞ
れ段階的に実施し、判定基準にしたがって、設
備の稼働を許可しています。

当工場では、巡視するコースや重点項目を決め
て、毎月定期的に産業医パトロールを実施してい
ます。

このパトロールでは、各職場の安全面や衛生面、
作業環境状況（暑熱環境、騒音、振動、有機溶剤、
特化物の取扱など）などを確認しています。
パトロール結果については、工場内に公開し、類

似する案件は、各職場で水平展開を行い、危
険性・有害性リスクの低減を図っています。
なお、２０２１年度は、新型コロナウイルス感染
拡大防止およびパトロール実施者の熱中症対
策のため、巡視コース、重点項目を絞って実施
しました。

安安全全衛衛生生活活動動のの事事例例

発生なし ： Ａ

可能性小 ： Ｂ＋

可能性あり ： Ｂ

可能性大 ： Ｃ

評価基準 大災害の

２３

労労働働安安全全衛衛生生活活動動
休休業業・・不不休休業業・・軽軽微微災災害害件件数数

労働災害防止活動として、
①新安全パトロール（ハード面対策：設備の
本質安全化）

②安全監査（ソフト面・ヒューマン面の改善）
③安全教育（ヒューマン面の改善）

などの安全活動を継続して実施しています。
２０２１年度も２０２０年度に続き、１件の休業

労災を発生させてしまいました。
原因は作業前に実施しなければならない手順を
無視して作業を行ったことにあります。
この労災により、設備の本質安全化だけで

なく、ソフト面・ヒューマン面の重要性をあらため
て再認識いたしました。決めたことを守る文化を
醸成させるために管理者・作業者への安全教育
の強化を含め、再発防止に取り組んでいきます。

新新安安全全パパトトロローールル

*４点を超えると「Ｂ＋」， 満点の５点で「Ａ」

新安全パトロールは、設備の本質安全化をめざし、
設備の不安全箇所を顕在化させて継続的に改善を
行う安全活動です。
この活動は、部門長・部署長が「自職場」の災害

ゼロを達成するために現場とコミュニケーションで
得た結果をもとに自職場の弱点を明確にします。
そして、部署長が自ら事前パトロールを行い、抽

出された不安全箇所の改善計画を立案し、改善し
た結果について再度パトロールをしてＰＤＣＡを回す
安全活動です。
２０２１年度は目標としていた工場全体平均で「Ｂ＋」

を達成しました。設備起因の労災を発生させないよう
に新安全パトロールの精度を上げてゼロ災をめざし
た活動を推進します。

ＢＢ＋＋

ＢＢ＋＋

ＢＢ

ＢＢ＋＋ ＢＢ＋＋

ＢＢ＋＋



朝朝のの挨挨拶拶運運動動実実施施

２００８年度より社会貢献活動として
エコキャップ回収活動を行っています。
１３年間でポリオワクチン５１６本分と

なりました。
今後も継続して活動していきます。

エエココキキャャッッププ回回収収活活動動

※※職職場場活活性性化化推推進進委委員員会会ととはは・・・・・・
各職場よりＨＳ活動推進役として選任されたメンバーで
構成されており、工場内の活性化、コミュニケーション向
上、改善活動推進を行っています。

１１００月月 ６６日日 朝朝のの挨挨拶拶運運動動

２６

環環境境苦苦情情・・事事故故

２０１０年度より職場活性化推進委員会※※
による朝の挨拶運動を実施しています。
明るく元気に挨拶をかわすことで、活気ある
工場とコミュニケーション向上をめざしてい
ます。
新型コロナウイルス流行後は感染拡大防

止のため、密を避け分散して実施しています。

目目標標
７７２２４４本本

実実績績
ワワククチチンン５５１１６６本本分分

２０１９年から苦情および事故の実績はございません。引き続き、場内環境の整備、維持、向上につとめて参
ります。

社社会会貢貢献献おおよよびび活活性性化化活活動動

会場表⽰

当工場では、工場方針に基づき「ＲＣ活動・「も
のづくり革新活動」・「健康経営」・「働き方改革」
など工場一体となった改善活動を行っています。
２０２１年度からは「平塚SURFIN２０２５活動」

（略称：ＨＳ２５活動）と称し「安全第一で、明るく・
元気に・前向きに」働くことにより、「安全で安心
な安定したものづくりを実現し、社会・地域から
信頼され愛される工場」をめざし、活動を継続し
ていきます。

２０２１年度より改善活動の共有およびサー
クル同士の交流の場としてサークル交流対話
会を開催しています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

昨年度に引き続き対面ではなくリモートで開催
しました。
個々のモチベーションを高め、活動を停滞さ

せず活性化させるため、対話会はＨＳ活動の
重要な役割を果たしています。

２０１５年度より「現場改善プチ自慢展」を開
催しています。これは、日頃の仕事の中で気
づいたちょっとした工夫や改善を他の職場へ
披露し、アピールするとともに共有化する場と
して設けられています。ポスター形式での展示
に加え、工場共通のデータベース上でも閲覧
できるようにしています。
投票により賞を決めるとともに「どこがよかっ

たか一言」を記入してもらい、提案者へフィード
バックすることでモチベーションUPに繋げてい
ます。

２０１８年度より講師が現場に出向いて教育

するサークルなんでも相談会を開催していま
す。
サークルの活動状況に合わせて、個別に指

導、アドバイスを行うことで活動のレベルアップ
を図っています。新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、状況に応じてリモートでも開催し
ました。

改改善善活活動動

※※ササーーククルルととはは・・・・・・
ものづくり（製造）の最前線

で改善活動しているグループ
のことです。

ももののづづくくりり人人材材育育成成教教育育【【特特別別教教育育】】

ササーーククルル交交流流対対話話会会

３３月月２２８８日日 ササーーククルルななんんででもも相相談談会会教教育育風風景景
（（三三菱菱ケケミミカカルルイインンフフララテテッックク))

現現場場改改善善ププチチ自自慢慢展展
１１１１月月１１５５日日～～１１２２月月３３日日 現現場場改改善善ププチチ自自慢慢展展

２５

「「平平塚塚SSUURRFFIINN活活動動」」

改善
団結
収益
挑戦
⾰新
活動の輪

「全員参加の「気づき」活動」
そのやり⽅がＢｅｓｔ︖本当に必要︖
本当に安全︖
常に︖で「気づき」アンテナを︕

表彰式データベース

ももののづづくくりり革革新新活活動動

平平塚塚ＳＳＵＵＲＲＦＦＩＩＮＮ活活動動（（ＨＨＳＳ活活動動））



２８

明明るるくく働働ききややすすいい職職場場ををめめざざししてて
当工場はKAITEKI健康経営※※を推進させるため、さまざまな諸施策を計画・実行し、多様な人材がい

きいきと働くことができる工場、職場づくり、豊かな創造性と高い生産性の基盤構築をめざしています。

※※KKAAIITTEEKKII健健康康経経営営ととはは・・・・・・。。
従業員・職場の「健康支援」と「働き方改革」を両輪として、ICT・IoTを活用しながら、健康

という視点で「働く人」の活躍を支援する取組みです。

メメンンタタルルヘヘルルスス研研修修

当工場では、従業員一人ひとりがいきいきと
働き安全で安心な安定したものづくりが出来る
職場環境を追求するための心の健康づくりに
取り組んでいます。
２０２１年度も前年に引き続き職制に対し、メ

ンタルヘルス・ラインケアのweb研修を行い、メ
ンタルヘルス不調の段階に応じた部下への対
応について理解を深める機会を設けています。

新新型型ココロロナナへへのの対対応応

新型コロナ感染症対策として、３密を避けた
働き方の推進、ＲＣ委員会や社内掲示板を活
用した周知・教育を行っています。 具体的に
は、安全・安心なものづくりの現場を守る上で
重要な予防ポイントや、テレワークを含め多様
な働き方における社員のコミュニケーション強
化、そしてマスク着用下での熱中症防止対策
等です。
また、新しい生活様式に対応するため、工場

内にワーキングスペースを新しく設置し、web会
議や研修に対応出来るように個別ブースの整
備を行いました。

障障ががいい者者雇雇用用のの促促進進

当工場では、障がい者が働きやすい職場環境
の整備に取り組んでいます。障がい者の担当業
務は、青果用のプラスチック製折り畳みコンテナ
部品の補修や組み立ての作業となっています。

毎年近隣の養護学校などから定期的に実習
生を受入れ、仕事の楽しさや大切さ、厳しさを体
験していただく活動も行っています。

今後も積極的に障がい者の就業支援に取り
組んでいきます。

ワワーーククラライイフフババラランンススのの取取組組みみ

当社では、男女問わず育児ができる休職制度
や仕事と介護の両立支援のための休職・短時
間勤務制度、連続休暇を促進するリフレッシュ
休暇など、さまざまな休暇制度を整備して、ワー
クライフバランスを推進しています。
昨年度は当工場でも男性の育児休業取得者

が出ており、今後も安心して働き続けられる職
場環境づくりを積極的に支援していきます。
また、工場に隣接する研修

センターの一部をサテライト
オフィスとして整備を行い、
テレワーク推進の取組みも
行っています。

作作業業改改善善提提案案制制度度にによよるる改改善善活活動動

当工場では、作業改善提案制度※を活用し、改善
意識の高揚と生産および事務能率の向上、そして
省資源、省エネを進めています。
日常の活動として個人あるいはグループで作業

改善提案を提出し、実施しています。
※作作業業改改善善提提案案制制度度ととはは・・・・・・
個人あるいはグループで担当業務について
行った改善を申告し、その効果の度合いに応じ
て表彰する制度です。

２０２１年度も省エネルギー、省資源の改善など
環境負荷削減に関する提案が多数ありました。
実施した事例を紹介します。

【どんな作業をしているの？】
PETボトルの内部を圧縮エアーによって洗浄することで
製品への異物混入を防いでいる。

【何をしたか？】
圧縮エアーを「連続ブロー」から、優れた省エネ性をもつ「パルス（間欠）ブロー」に変更した。

【改善効果】
圧縮エアー消費量を約３０％削減することができた。
エアーブローの間欠停止時に集塵吸引ができるようになり、集塵能力が高まった。

【提案者よりひとこと】

今今回回のの改改善善ででははエエネネルルギギーー使使用用量量をを削削減減すするるだだけけででははななくく、、除除塵塵性性能能向向上上もも図図れれ、、品品質質向向上上ににもも
貢貢献献すするるここととががででききままししたた。。

【問題点】
上記洗浄中に使用する圧縮エアーは、常に吹き続けているため必要以上にエアーを使用していた。

【何を改善したの？】
ペットボトル洗浄時に、無駄なエアーを使用している
ことがわかったため、省エネルギー化を検討した。

【提案者】
三菱ケミカル（株） 機能材容器製造部 容器課
佐藤 明徳（左） 加藤 康一（右）

２７



地地域域イイベベンントトへへのの参参加加

渋田川両岸清掃活動

※後段の記事参照

２０２２年４月２日

環環境境団団体体･･協協議議会会ななどどへへのの参参加加

神奈川県
環境保全協議会

２０２１年度
（会員会社）

２０２１年度は、会員企業として活動へ参画しました。
協議会では会報誌「しんかんきょう １４５号」を発刊しました。

コロナ禍において様々な活動制約はありましたが、当協議会のオンラ
イン研修に参加するなど、法改正や環境保全に向けた学習、情報共有
に参画いたしました。

平塚地区
環境対策協議会

※後段の記事参照

２０２１年度
（理事会社）

２０２１年度は、協議会の会員会社として、県や平塚市の協力を仰ぎな
がら協議会の各種活動に参画して参りました。

昨年同様、新型コロナの影響はありましたが、相模川河川現地状況調
査･清掃や環境保全講習会の開催等に尽力致しました。

神奈川労務安全
衛生協会 平塚支部

２０２１年度
（常任理事会社）

平塚支部の安全部会の常任理事会社として、安全部会活動の企画運
営に携わり、安全講習会その他の安全普及活動を実施しました。

２０２０年度は新型コロナの影響もあり開催を見送った平塚地区安全
週間促進大会は、感染対策を徹底し平塚市や労基署様等の多大な協
力の下、無事開催ができました。

３０

地地域域ととののココミミュュニニケケーーシショョンン
工場長のごあいさつにもありますが、地域のみなさんとのコミュニケーションは大切であり、みな

さんから信頼される工場となるため、地域イベントの開催や外部団体協議会等に参加しています。

※※生生物物多多様様性性ととはは・・・・・・
生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。地球上の生きものは、４０億年という長い歴史の中で、さまざまな環境に適応

して進化し、３，０００万種ともいれれる多様な生きものが生まれました。これらの生命は一つひとつに個性があり、すべて直接
的または間接的に支えあって生きています。生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という３つ
のレベルで多様性があるとしています。

22002222//44//22

生生物物多多様様性性保保全全※※

（（相相模模川川現現地地状状況況調調査査・・清清掃掃にに参参加加））

２０２１年１１月４日（木）、馬入ふれあい公園のお花畑
で、相模川現地調査・植栽・清掃を実施しました。

コロナ禍の影響を踏まえ、適正な感染予防対策を徹底
の上、平塚地区環境対策協議会会員企業２５社および
八幡小学校児童により４,４００個のチューリップの球根を
植え付けました。また、児童達と共に行った清掃活動で
は、合計３２㎏の多種多様なごみを回収しました。

地域貢献の一環として、毎年４月に渋田
川の両岸の清掃活動を開催しています。

活動の趣旨に賛同し、当日、ボランティア
で参加した６１名により実施した清掃活動
も第1回から数え、３０回を迎えることとなり
ました。今後も地域の環境美化に貢献す
る活動として、継続して参ります。

渋渋田田川川両両岸岸清清掃掃活活動動

[ 活動写真（渋田川両岸清掃活動） ]

[ 活動写真（相模川河川現地状況調査･清掃 ]

２９

※６０周年記念動画 当工場の歴史と共に
働く仲間の笑顔が詰まっています！

社社内内ココミミュュニニケケーーシショョンン

正正門門前前守守衛衛所所 イイルルミミネネーーシショョンン

当工場では、昨年２０２１年に工場設立６０周
年を迎えました。それを記念して、記念ポスター
やオリジナル動画の作成、記念樹植樹、記念品
配布、社内向けに祝賀弁当の販売などのイベ
ントを行いました。
コロナ禍で「集まる」ということが出来ない中、

プロジェクトメンバーが知恵を出し合い、平塚工
場で働く仲間が ＯＮＥ ＴＥＡＭ となれることを
祈り実現しました。

前年度に引き続き 「安全とコロナ収束に祈り
を込めて」をテーマに２０２１年度の年末年始、
イルミネーションが当工場正門前を明るく彩り
ました。
同じ灯を見ることで、従業員同士の結束を

高める一助となることを願って点灯しました。

２２００２２１１年年度度はは新新型型ココロロナナ感感染染拡拡大大防防止止ののたためめ、、例例年年恒恒例例ととななっってていいるる納納涼涼祭祭等等のの行行事事はは全全てて中中止止ととななりりままししたた。。
ココロロナナ禍禍ででもも開開催催可可能能なな行行事事をを検検討討しし、、従従業業員員間間ののココミミュュニニケケーーシショョンン向向上上ににつつととめめままししたた。。

平平塚塚工工場場 ６６００周周年年記記念念ププロロジジェェククトト

※記念品ワイン（２本）
こちらのワイン容器は
当社で製造しています。

※記念の祝賀弁当
ボリュームたっぷりで
美味！大好評でした。

※記念樹植樹
記念樹はオリーブです。
（花言葉：平和と知恵）

※記念ポスター（従業員デザイン）

安安全全衛衛生生・・環環境境ニニュューースス

当工場では、ＲＣ活動の情報伝達
手段の一つとして「安全衛生・環境
ニュース」を発行しています。
またＲＣ活動内容を電子掲示板に

掲載し、タイムリーに伝達するよう
に心がけています。

平平塚塚ＳＳＵＵＲＲＦＦＩＩＮＮ ＮＮＥＥＷＷＳＳ

当工場では、広報活動の一環
として、行事・トピックスなどを編
集して発行することで場内の活
性化推進を図っています。
２０２１年度は、特別号（２回）

を含め合計１４号を発行しまし
た。



＜＜ 編集後記 ＞＞
「２０２２ ＲＣレポート」を手にとっていただき、ありがとうございます。
この原稿を作成している時点では、新型コロナウィルス第７波が日毎に増

加の一途をたどり、収束のきざしもまだ見えない状況です。重症化のリスク
が低くなっているとはいえ、既に４万人近くの方が亡くなっております。亡くな
られた方、ご家族の皆様方にはご冥福をお祈りしますと共に、今も御尽力い
ただいております医療従事者の方々には、深く感謝申し上げます。
世界に目を向けますと、ウクライナ情勢をはじめ今までの世界の枠組みが

崩れ混沌とした状況になってきております。しかしながら、私たちはSDGsを
はじめとした地球環境への取組みを地道に継続することの大切さを知って
おり引き続き取り組んで参ります。関係する皆様方には今後ともご指導のほ
ど宜しくお願い申し上げます。
ＲＣレポートをより分かりやすく充実させていくために、みなさんのご意見・

ご感想をお聞かせください。
（アンケートにご記入いただき、ＦＡＸしてくださいますようお願い致します。）

ご意見・お問い合わせがありましたら、下記までご連絡ください。

≪三菱ケミカル株式会社 平塚工場≫
Ｔ Ｅ Ｌ ： ０４６３－２２－８０００
Ｆ Ａ Ｘ ： ０４６３－５４－２２６３
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