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ＲＣレポート２００８
環境・安全・社会貢献への取り組み

ＲＣ〈Responsible Care〉活動報告

２００８年６月

日本ポリエチレン株式会社J
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私たち日本ポリエチレンは「社会と地球の持続的発展に貢献し、社会的責任を
果たすこと」が経営の重要な課題であると認識しています。
この認識のもと「環境と安全の確保は、事業活動の大前提であり経営の基盤で
ある」との理念を定め事業活動を展開しており、これらを具体的に遂行するた
めには、『環境保護・保安防災・労働安全衛生・化学品安全・品質保証・社会と
のコミュニケーション』を柱としたＲＣ活動を着実に実践することが重要であると
考えています。

当社はポリエチレンを製造･販売する専業メーカーであり、国内4つの地域に分
散して工場を有しています。
各工場はその生い立ちにより、三菱化学・昭和電工・新日本石油の各親会社
等のコンビナート内に立地していますが、「環境・安全」の取り組みについては
いずれの工場においても日本ポリエチレンの方針の下に運営しています。

また、昨今の化学物質規制対応や食品
衛生問題等について、お客様に安心し
てお使い頂ける信頼される品質保証体
制の確立や、製品安全の確保に当社
の総合力を最大限に発揮したいと考え
ています。

ここに『ＲＣレポート２００８』を皆様に引
き続きご報告することといたしました。
多くの方々のご意見を賜れば幸いに存
じます。

2008年6月

取締役社長

ごあいさつ
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１．会社概要

社 名 日本ポリエチレン株式会社
Ｊapan Ｐolyethylene Ｃorporation

発 足 平成１５年 ９月 １日

資本金 ７５億円

事業内容 ポリエチレン樹脂の製造、販売及び研究開発

生産能力 低密度ポリエチレン(ＬＬ含む) ７０９，１００トン／年
高密度ポリエチレン ４７５，２００トン／年

売上高 約１,７００億円

総資産 約８００億円

従業員数 約６００名

決算日 １２月３１日（年１回）

株 主 日本ポリケム株式会社（５８％）
日本ポリオレフィン株式会社（４２％）

日本ポリエチレン（株）の履歴

2003.9.12003.9.1

1995.10.11996.9.1

日本ポリエチレン日本ポリエチレン

日本ポリオレフィン日本ポリオレフィン

三菱化学三菱化学 東燃化学東燃化学 新日本石油新日本石油 昭和電工昭和電工

鹿島工場 水島工場 千鳥工場四日市工場 川崎工場 大分工場大分工場

日本ポリケム日本ポリケム

JPO

JPE

JPC

鹿島 水島 川崎 大分

＊2 四日市工場は‘04/末に運転停止＊1 東燃化学から三菱化学へ事業譲渡(‘03/4)

＊1

＊２

＊３ 千鳥工場と川崎工場は‘0５年に川崎工場に統合

＊３ ＊３
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ラミネート食品包装

農業用マルチフィルム

電線被覆

ポリエチレンの種類と用途

200Lドラム缶

各種キャップ

配水・ガスパイプ

JPE

NOVATECNOVATEC®

メタロセン・プラストマー

変性ポリエチレン（接着性）

HDPE

KERNELKERNEL®

ADTEXADTEX®
エチレン系特殊コポリマー

LLDPE

成形加工技術プロセス技術
触媒技術

生産技術 材料設計技術

評価技術

HP-LD

REXPEARLREXPEARL®®

EMA
EEA
ET

EAA

気相法メタロセンポリエチレンHARMOREXHARMOREX®

EVA

各種フィルム

日本ポリエチレンでは、あらゆる用途に応じた原料ポリエチレンを製造しています
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RC推進会議

保安対策委員会

研究開発ｾﾝﾀｰ各工場本　社

２．ＲＣ活動

経営方針
目標設定

行動計画（P）

実施（D）
内部監査
成果評価
（C）

経営者による
見直し（A）

継続的改善

ＲＣ推進体制

日本ポリエチレンでは全社のＲＣ活動を統括する
ＲＣ推進会議を本社に設置しています。
ＲＣ推進会議は社長を議長とし、副社長・各部長
を委員に指名し、ＲＣに関する方針・計画を審
議・決定しています。
また、活動計画の立案、ＲＣ監査等を実施する
機関として保安対策委員会を設けています。

ＲＣ活動サイクル

ＲＣ活動を円滑かつ有効に実施するための
マネジメントシステムとしてPlan-Do-Check-
Action の“ＰＤＣＡサイクル”が欠かせません。

日本ポリエチレンでは、ＲＣ推進計画をＲＣ推
進会議で策定し、これに基づき具体的な活動
計画を各工場や研究開発センターで作成しま
す（Ｐ）。

年間の活動（Ｄ）の途中に各工場や研究開発
センターで内部監査を行うとともに、期末には
保安対策委員会によるＲＣ監査を行い、活動
を評価しています（Ｃ）。

この監査結果とＲＣ活動実績を踏まえて、ＲＣ
推進会議で計画を見直し（Ａ）、次年度の活動
に活かすことでＰＤＣＡサイクルを廻していま
す。

ＲＣ活動サイクル

日本ポリエチレンのＲＣ推進体制

ＲＣ推進体制
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日本ポリエチレンでは、環境･安全に関する理念や方針を次のように定めています。

環境・安全に関する理念

事業活動における環境･安全の確保は経営の基盤をなすものであり､企業に課せられた
必須かつ重大な社会的責務である。
あらゆる事業活動において､「環境・安全の確保」を最優先のものとし、関係する諸法規を
遵守するとともに、事故･災害を未然に防止し、もって従業員の生命ならびに生産施設を
守り、地域・公共の環境保全および安全を確保する。

環境･安全に関する方針

１．事故・災害のゼロ目標

事業活動における設備事故や労働災害を防止するため、操業を安全に管理する。また、
過去の事故・災害事例について科学的知見を基に解析し、現状を見直し、適切な対策を
講じ、事故・災害のゼロを目指す。

２．地域環境保全・地球環境保護の推進

事業活動にともなう環境への負荷の低減に努め、地域環境の保全および地球環境の
保護に努める

３．省資源･省エネルギーの推進

限りある資源･エネルギーの節約と地球環境保護に寄与するため省資源･省エネルギーを
推進する。

４．廃棄物の排出削減

事業活動に伴い発生する廃棄物の削減、循環および再資源化を行い、ゼロエミッションを
目指す。

５．化学物質の適正管理の推進

使用する化学物質の安全性情報を収集し、従業員教育を実施し、化学物質の適正管理に
努める。
また、潜在的リスクをもつ化学物質についてはその使用を最小限にするとともに、環境への
排出量の最少化を目指す。

６．「環境･安全」のための研究開発、技術開発、品質保証

研究開発、技術開発により、安全で環境負荷の少ない製造プロセスや製品の開発に努める
とともに、その品質を維持向上させることを目指す。

７．製品情報の収集と提供

製品の物流、使用、廃棄時等における安全および環境保全を確保するために、最新の安全
性情報の収集、整備に努め、これらの情報を関係先に提供する。

８．社会からの信頼向上

環境・安全に関する活動状況の公開や、コミュニケーション活動で、社会の理解と社会
からの信頼の確保に努める。

ＲＣに関する方針
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内部監査

日本ポリエチレンでは、ＲＣ活動状況を
評価するため、保安対策委員会による
ＲＣ監査を実施しています。 その監査
結果をＲＣ推進会議に報告して、経営
者による見直しを行っています。
ＲＣ監査は、ＲＣ活動の実施状況を総
合的に確認する全体監査と自主保安に
関する遵法状況を監査する認定監査に
分けて実施しています。

外部監査

ISO14001およびISO9001のマネジメント
システムについても、内部監査を実施
すると共に、外部審査機関の審査を定
期的に受けています。

内部監査

外部監査

Ｒ Ｃ 監 査 （全 体）

ＲＣ個別監査

環
境
保
護

保
安
防
災

労
働
安
全

労
働
衛
生

化
学
品
安
全

品
質
保
証

自
主
保
安
認
定
監
査

ＩＳＯ９００１
監査

ＩＳＯ１４００１
監査

自
主
保
安
認
定
監
査

2007年12月大 分 工 場

2006年 3月水 島 工 場

2007年 6月川崎工場(千鳥地区）

2005年 5月川崎工場（南･浮島地区）

2007年 3月鹿 島 工 場

最新登録年月工 場

2008年1月

本社、 鹿島工場
川崎工場千鳥地区
川崎工場浮島地区
水島工場、 大分工場
研究開発ｾﾝﾀｰ5ｸﾞﾙｰﾌﾟ
CP生産管理ｾﾝﾀｰ

最新登録年月日本ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ関係登録範囲

マネジメントシステム
日本ポリエチレンは、ＲＣ活動を推進すると共
に、品質および環境マネジメントシステムを導
入し認証登録して、適切な維持管理を行い活
動のスパイラルアップに努めています。

品質マネジメントシステム(ISO9001)は右表記
載範囲を一括して取得しています。また、環境
マネジメントシステム(ISO14001)を川崎工場千
鳥地区は独自に、他工場は各親会社の事業
所とともに取得しています。

ISO9001登録状況

ISO14001登録状況

監視体制

監視評価

ISO14001登録証
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２００７年実績
目標どおりの成果をあげました

ＶＯＣ１４㌧削減。ＰＲＴＲ届出ＶＯＣ排出削減計画の実行（２）化学物質の排出管理

法定申請１件、自主管理件数８件新規取扱物質の安全性審査（１）化学物質への適正対応

〇化学物質事故・災害ゼロ達成化学物質管理

ペレット流出なしペレット流出防止設備の適正管理（３）ペレット流出の防止

エネルギー原単位前年比１％以上改善省エネルギー・省資源の推進（２）省エネルギー省資源の推進

直接埋立量最終目標１㌧以下、
実績２．６㌧ 昨年６㌧に対し半減

産業廃棄物の極小化

委託先監査実施産業廃棄物処理の適正管理（１） 産業廃棄物の適正管理

〇環境問題発生ゼロ達成環境管理

塔全面検査、プラント機器全面検査適切な老朽化対策の実施（３）設備の信頼性向上

網羅的ＳＲ実施
危険個所･作業･プロセスの抽出・
改善

（２）ＳＲの計画的実施

基準に則りＳＲ実施変更管理の実施

自主保安認定更新自主保安の適正なる実施（１）自主保安能力の向上

〇保安事故ゼロ達成保安管理

講演会、研修会で喚起メンタルヘルスへの適正対応

健康診断受診率１００％個人の意識アップ（２）健康の保持増進

石綿囲込み。環境測定実施石綿使用箇所の適正管理（１）作業環境・作業方法の改善

〇業務上疾病ゼロ達成労働衛生管理

各種委員会、協議会で指導
作業・工事前KYの実施指導とフォ
ロ－

（２）協力企業安全管理の強化

全場所で継続実施整理・整頓（５Ｓ）の実施

ヒヤリハット活動、災害事例活用他潜在危険個所・作業の抽出・改善

５分５秒活動、テイク５活動他実施作業前後の危険予知活動の実施（１） 労働災害防止対策の強化

〇休業･不休業災害ゼロ達成労働安全管理

〇問題発生ゼロ達成法令･社会規範の遵守コンプライアンス

自己
評価

実 績行 動 計 画年 度 方 針

【 目 標 】 事故･災害ゼロ

〔自己評価〕 〇達成 △ほぼ達成 ×さらなる取組み必要

ＲＣ活動実績および計画
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２００８年計画
本社ＲＣ推進会議で決定した２００８年ＲＣ推進方針および行動計画です。
環境への配慮を重視しています。

・グループＲＣへの参画グループＲＣ活動実施グループＲＣ活動

共 通

・ゼロの達成重大クレームゼロお客様満足の推進

・実施率100％新規取扱化学物質の安全性審査の実施化学物質への対応

・体制の確立・整備
製品含有化学物質管理（グリーン管理）
実施

グリーン管理の実施

化学品事故・重大クレームゼロ化学品事故の防止/品質の向上化学品安全/品質保証

・早期の適正対応メンタルヘルスへの対応健康の保持増進

・環境測定＆改善計画の実施石綿使用箇所の適正管理

・法定第一管理区分の維持作業環境の適正管理作業環境・方法の改善

・相互注意の徹底協力会社を含めた危険予知活動の実施労働災害防止活動

休業･不休業災害ゼロ労働災害の防止労働安全衛生

・設備劣化更新10年計画の策定適切な老朽化対策の実施設備の信頼性向上

・計画に則ったＳＲの実施網羅的な危険抽出ＳＲの実施

・基準に則った変更管理の実施変更管理の実施

・認定事業者の維持管理自主保安の適正実施自主保安の向上

保安事故ゼロの継続保安事故の防止保安防災

・プラント、輸送、家庭、事務所で削減
・MCCチームマイナス20%への参画

CO2排出量の削減

・エネルギーの使用に係る原単位向上
工場：年率１％削減、対90年比90％達成
輸送：年率１％削減

努力目標：日化協新目標達成
実質目標：2010年までにエネルギー原単位

を1990年比90％の達成
地球温暖化対策

・削減計画の実施
〔設備新設により2000年比13％の削減〕

ＶＯＣ排出量の削減
2010年までに2000年比50％削減

化学物質の排出管理

・埋立量 対前年比10％削減ゼロエミッションへの挑戦産業廃棄物の適正管理

環境問題発生ゼロの継続環境事故の防止環境保護

・チェックリストによる法遵守確認
・公害防止ガイドラインの活用

法令・社会規範逸脱の防止

問題発生ゼロの継続法令･社会規範の遵守コンプライアンス

年 度 目 標重 点 課 題Ｒ Ｃ 項 目

【目標】 事故・災害ゼロの継続
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地球温暖化対策

温暖化防止の指針、目標

１９９７年に、CO２などの温室効果ガスの削減が盛り込まれた京都議定書が採択され、日本も
これに批准しました。

省エネ活動

日本ポリエチレンでは、地球温暖化対策
へ向けた経団連の自主行動計画の一環と
して、日本化学工業協会（以下「日化協」と
略す）を中心とする化学業界の自主行動
計画に参加しています。
日本ポリエチレンの自主行動計画の実質
目標は会社設立当初に掲げた『2010年の
エネルギー原単位を1990年の10％削減』
をまずクリアーすることとし、その後20％削
減を努力目標としています。
ＲＣ推進会議で各年度の省エネルギー対
策の実施とその結果のレビューを行いま
す。右のグラフは日化協に報告しているエ
ネルギー原単位の推移です。2010年の実
質目標達成に向け活動しています。

環境改善への取り組み
08年夏季より家庭、職場の省エネをさらに推進します。
・家庭での取り組み

これまでの自主的な省エネに加え、三菱化学グループ会社全従業員の家庭を対象に環境家
計簿※への記録に取り組み、家庭から発生するCO２削減の動機付けを行います。同時に参加
家庭での削減状況を集計し削減効果を評価します。
※環境家計簿：毎月の電気、ガス、ガソリン等の使用量を記録して、換算により各家庭からの
CO２排出量を把握します。
・オフィスでの取り組み

本社ビルでの削減

① CO２発生量の削減
今までのクールビズのほか昼休みの消灯、階別消費電力公開、グリーン電力購入を行い

CO２発生量を削減します。
②紙使用量の削減

各部ごとの紙（コピー用紙）使用量を公開し、自主的削減を促進します。

③埋立・焼却ゴミの削減

ゴミ分別の周知と徹底、埋立量の公開により、自主的削減を推進します。

３．各種取り組み

エネルギー原単位の推移

〔集計期間４～３月〕

エネルギー原単位の推移

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

1990 2000 2002 2004 2006 2007 2010

年度（4～3月）

ｴ
ﾈ
ﾙ
ｷ
ﾞｰ
原
単
位
比
(％
)

実質目標



abcd

12

・工場での取り組み

各工場では、環境改善への取り組みを積
極的に行っており、最先端技術を駆使し
てCO２や廃棄物の削減に努めています。

最適運転による省エネ

石油化学プラントは基本的に連続運転す
ることがエネルギーロスも少なく、より環
境にやさしい運転となります。しかし、多
銘柄の製品を連続運転下で製造するた
め銘柄切替途中の製品の一部は規格外
品となり、資源やエネルギーのロスにつ
ながります。

日本ポリエチレンでは、ＤＣＳ（生産制御
システム）を使った銘柄切替時間の短
縮・最適化を実現し、規格外品の発生を
極限まで抑え、お客様のニーズに応じた
多様な銘柄を提供しています。

膜分離技術の導入

日本ポリエチレンでは製造プロ
セスの一部に、最新の膜分離
技術を導入しています。
従来、焼却処理していた使用
済み混合ガスを、分別してリサ
イクル使用する技術を確立し、
燃焼ガスの削減と資源の有効
活用を計画しています。

DCSを駆使した運転

膜分離装置
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・輸送での取り組み

07年4月に施行された「改正省エネルギー法」に対応し、荷主として年率1％の削減目標を達成
すべく次のテーマに取り組んでいます。

船輸送拡大によるCO２削減
船輸送は現在国内専用船7艘を使用しています。この国内専用船の活用を更に進め、従来の
トラック輸送を船輸送にモーダルシフト(Ｍｏｄａｌｓｈｉｆｔ)※すべく取り進めています。
その結果、07年の船輸送量は06年比＋23％の増加となり、モーダルシフトが図られCO２削減に
寄与しました。 ２００８年にはさらに専用船の増船を計画しています。

※モーダルシフト：トラックによる幹線貨物輸送を「地球に優しく、大量輸送が可能な海運または

鉄道に転換」すること。

コンテナ輸送拡大によるCO２削減
CO２削減の為の輸送単位量ＵＰに取り組んでいます。従来の1ton入りバッグ或いは25ｋｇ紙袋
での納入を、16tonのコンテナ輸送に切り替え輸送単位量を上げる事によるCO２削減に取り組
んでいます。
その結果、07年のコンテナ輸送量は06年比＋21％の増加となりCO２削減に寄与しました。
今後とも、コンテナ輸送顧客の拡大に努めます。

船輸送

輸送用コンテナ
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ＰＲＴＲへの取り組み

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ）」が
2001年に施行され、環境汚染物質の原因となる化学物質の製造、使用、貯蔵の段階で、どの程
度環境中に排出されるかを把握して国に報告しています。

日本ポリエチレンの届出物質は9種類で、その内容を下表に示します。今後とも環境への排出を
削減するため回収設備等を強化していきます。

VOCへの取り組み

ＶＯＣ(揮発性有機化合物)については光
化学オキシダントや浮遊粒子状物質の
発生起因物質の一つであるとして規制さ
れています。

日本ポリエチレンでは、これまでも運転方
法等を改善しＶＯＣ排出量を削減してきま
したが、さらなるＶＯＣ排出量削減に向け
計画を策定しています。

その計画は、法の濃度規制が適用され
ている工場の排出量削減および自主取
組みによる削減をプラスしたもので、2010
年には現在既に達成しているVOC法規
制値（2000年対比30%削減）を超える50%
以上の削減を目指しています。

ＰＲＴＲおよびＶＯＣ

2007年度ＰＲＴＲ実績 単位：ton/年

ＶＯＣ排出実績と削減計画

〔集計期間：４～３月〕

2846.3695.2009.000全対象物質合計

5.90.0000.003313無水マレイン酸

1.11.1000.002299ベンゼン

253.5250.0000.01863キシレン

211.76.6000.026227トルエン

71.60.0000.0916アクリル酸メチル

57.757.5000.20940エチルベンゼン

1.90.0001.90085クロロジフルオロメタン

702.90.0001.8914アクリル酸エチル

1540.0380.0004.860102酢酸ビニル

土壌水域大気No
取扱量移動量

排出量物質
物質名

〔集計期間：４～３月〕

VOC排出実績と削減計画
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日本ポリエチレンの製造工程から出てきた排水は、分離槽で清浄な排水にしてから親会社の
排水に合流し、水質は一括管理されて工場外へ排出されます。
ただし、川崎工場は単独の排出工場として、その水質は単独管理し排出しており、プロセス
排水、冷却排水や生活排水を法規制より厳しい自主基準値を定めて公害防止に努めていま
す。 次表に川崎工場南地区の基準値、実績を示します。

2.51.82.34.5以下5以下油分（ｎ－ﾍｷｻﾝ）

0.92.72.83.6以下4以下リン

6.59.811.218以下20以下窒素

2632.853.281以下90以下ＳＳ

8.919.431.354以下60以下ＣＯＤ

7.7～8.17.0～8.36.9～8.46.0～8.45.8～8.6ｐＨ

2007年2006年2005年

実績（最大値:pHは範囲）
自主基準公的基準項目

水 質 （ｍｇ/L：ｐＨを除く）

大気の汚染防止
日本ポリエチレンは、蒸気や電気等のエネルギーを隣接する親会社等のコンビナート関係
会社より供給を受け、親会社のエネルギー発生装置の高稼働率化による省エネ効果に寄
与しています。(日本ポリエチレンはボイラー等の燃焼設備を有していないためＮＯｘ、ＳＯｘ
等大気汚染物質の排出はありません）

水の汚染防止

川崎工場南地区水質実績

排水定期検査
〔集計期間：１～１２月〕
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廃棄物削減・リサイクルへの取り組み

３Ｒ※の総合的取り組みで、総廃棄物発生量の削減と再利用を進め、2010年までに「ゼロエ
ミッション」の達成を目指しています。

※３Ｒ：Reduce(排出削減） Reuse（再使用） Ｒｅｃｙｃｌｅ（再生利用）の略称

・廃棄物削減に向けて

日本ポリエチレンでは循環型社会の形成を目指し、2010年までに「ゼロエミッションの達成」
を目的にしています。日本ポリエチレンのゼロエミッションは「埋立量が総廃棄物発生量の
0.3％以下」に設定しました。
埋立量は発生量の抑制や減量化処理の促進により2003年会社発足以降、順調に減量し、
2007年は30ｔになりました。
今後とも、社内で発生する産業廃棄物の排出（発生）削減、再使用、再生利用の３Ｒに努め、
ゼロエミッションを目指します。

廃棄物の削減

工場廃棄物発生量
8,749ｔ (100%)

リサイクル量（有価）
7,129ｔ (81%)

工場排出
廃棄物量

1,620ｔ (19%)

外部リサイクル量
855ｔ (10%)

外部減量化量
732ｔ (8%)

外部埋立処分量
33ｔ (0.４%)

産業廃棄物

埋立処分量の推移
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〔集計期間：１～１２月〕

日本ポリエチレン 工場廃棄物フロー（2007年度：1月～12月）
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保安事故ゼロの継続

日本ポリエチレンでは保安事故ゼロを2004年以降継続しています。
自主保安および設備信頼性の向上、装置の安全性評価を行うと共に、各種活動により保安事
故ゼロを継続してまいります。
また、2007年12月に親会社の三菱化学㈱鹿島事業所で起こった火災事故の事例展開として、
各工場を監査し運転管理、工事管理状況を確認しました。

技術伝承データベース

プラントの安全安定運転を継続するためには、製造設備などを運転する「人」の技術や能力を常
に維持することが重要です。設備の改善、高度制御などによりプラントは安定しトラブル等は減
少しました。しかし、経験豊かなベテランの定年退職で、熟練運転員の減少が見られ、技術の伝
承が重要な課題となっています。

日本ポリエチレンではこの課題に取り組み、技術伝承データベースを構築しました。これは、運
転上のノウハウ、トラブル、経験、対応などを皆で共有するためのデータベースであり、運転現

場では積極的に活用し、保安防災に寄与しています。

２００５年 ２月 新規

２００７年 ６月 更新

２００７年 ７月 更新

２００４年 ８月 更新

ボイラー等2年連続運転認定

２００４年１２月 新規大分工場

２００３年１２月 更新水島工場

２００７年 ８月 更新川崎工場千鳥地区

２００５年 ３月 新規川崎工場南地区

高圧ガス認定事業者工 場

高圧ガス認定事業者およびボイラー等2年連続運転認定
高圧ガス保安法および労働安全衛生法に基づく認定制度は、運転管理・設備管理・保安管理の
能力が優れた事業者に対し厳しい審査を経たうえで与えられるものです。
この認定を認可された事業者は法の要件に従い、高圧ガス認定事業者では官庁の立会いを要
することなく事業者自身での完成・保安検査が可能となり、当社は2年の連続運転が認められて
います。また、ボイラー等2年連続運転認定では運転中の性能検査が認められており、当社は2
年毎の開放検査を実施、2年の連続運転を実施しています。
日本ポリエチレンでは主要工場においてこの認定を得ています。
なお、鹿島工場については親会社の三菱化学㈱鹿島事業所に包含されており、火災事故により
取消しとなりました。今後の再取得にむけ自主保安の維持向上を図ります。

保安防災
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労働安全

日本ポリエチレンでは労働災害防止に向けハード面、ソフト面の各種施策を実施しています。
安全管理はライン管理が基本であり、従業員全員の安全意識レベルの向上を図るため下表の
各種安全活動を推進し、労働災害 “ゼロ”を目指しています。
07年は、ゼロ災を達成し安全活動が成果をあげていることを確認しました。

・自主保安体制確立
・既存設備のプロセスセーフティ
レビュー(SR)の実施
・新設時のセーフティアセスメント(SA)の
実施
・各種変更時の安全審査、セーフティ
アセスメントの実施
・安全体感研修
・外部労働安全教育

ソフト面

・設備信頼性向上対策
・潜在危険箇所の抽出･改善
・フェイルセーフ／フールプルーフの
取り込み

ハード面

安全活動・施策 例
運転班員全員による危険予知活動

労働安全・労働衛生

安全教育

日本ポリエチレンでは各工場の安全教育に
加え、安全体感研修に参加し、身をもって
危険を体感し安全への感性を高めています。
研修は高所作業、配管研修、火災爆発、挟
まれ、熱薬傷のカリキュラムがあり、全国４
箇所で開催され、近隣の工場から参加して
います。

安全教育
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健康管理

日本ポリエチレンは、従業員の健康を管理する
ため、 定期健康診断、特殊健康診断を実施し、
必要な人には再検査や精密検査を受診させる
等、従業員の健康管理をきめ細かく実施してい
ます。また、健康増進対策として「歩け歩け運
動」や「ウォーキングキャンペーン」を展開してい
ます。

一方、メンタルヘルスを健康管理上の重要事項と位置づけ取り組んでいます。主な事業所
では、講習会、研修会を実施し早期の適正対応に留意しています。

作業環境の改善

日本ポリエチレンでは快適な作業環境を目指し、改善に積極的に取り組んでいます。
法で要求されている作業環境測定では第１管理区分を常に維持しています。

また、改善例としては、現場の騒音レベルを測定し、騒音レベルの高いところに防音壁を設
置する等、常に改善に尽力しています。

一方、石綿に関しても厚生労働省の方針に従い計画的に対策を行っています。
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化学物質の管理

法規制への対応

日本ポリエチレンでは、国内規制の
改正に対する適切な対応はもちろん
のこと、国際的な化学物質規制 （例：
ＲEACH）に対しても整備を進めてい
ます。

年間活動年間活動

RC報告＆
ISO9001ＭＲ
RC報告＆
ISO9001ＭＲ

年間
計画
年間
計画

Ｇ管理
監査
Ｇ管理
監査

顧客
ニｰズ

事業
計画

年間活動年間活動

RC報告＆
ISO9001ＭＲ
RC報告＆
ISO9001ＭＲ

年間
計画
年間
計画

Ｇ管理
監査
Ｇ管理
監査

顧客
ニｰズ

事業
計画

グリーン管理

日本ポリエチレンでは、製品環境規制の
世界的な広がりにより高まりつつある
お客様からのグリーン管理（製品含有
化学物質管理）要望に対応すべく、体制
の整備を進めております。

製品の安全性に関する情報を提供

日本ポリエチレンでは、製品の製品安全データシート（MSDS)などの提供を迅速に対応する
為、インターネットを利用した双方向情報交換システム、eFACE (efficient  application for
customer)の運用を開始致しました。 また、その他製品安全に関するお問合せに対しても
適切に、製品の安全・安心 を提供できるように対応していきます。

お取引先様弊 社

登録

ロ
グ
イ
ン
Ｉ
Ｄ

パ
ス
ワ
ー
ド

http://www.

国内外化学物質規制への対応
ＲＥＡＣＨの例

国内外化学物質規制への対応
ＲＥＡＣＨの例

REACH
施行

06/01
2007

予備
登録
期間

12/01
2008

06/01
2008

Non Phase-in物質

11/30
2010

05/31
2013

05/31
2018

100-1000 ton
1-100 ton

グリーン管理のＰＤＣＡサイクル

ｼｽﾃﾑへ情報入力

日本ポリエチレン
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品質保証活動

お客様満足への取り組み

日本ポリエチレンでは、お客様満足度向上への取組みの１つとして、品質マネジメントシス
テム（ISO9001:2000）の認証を取得するなど、品質の維持向上に努めてきました。
その成果として、お客様からの品質に関する苦情は減少傾向にあります。今後も引き続き、
市場の変化を捉えつつ、お客様満足度向上に向け、用途、分野に応じた品質保証活動を
実施していきます。

用途、分野に応じた管理体制

日本ポリエチレンでは、様々な特性を備えたポリエチレンを様々な用途、分野に提供して
おります。 お客様の要望に耳を傾けながら、食品用途に対してはポジティブリスト（PL
確認証明書）の取得等、或いは電気用品用途の場合は、電気用品安全法への適合、
UL （Ｕｎｄｅｒｗｒｉｔｅｒ‘ｓ Ｌａｂｏｒａｔｏｌｉｅｓ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ）規格認定の取得等の対応を
行っています。

業界としての取組みへの貢献

日本ポリエチレンは、ポリオレフィン等衛生
協議会、石油化学工業協会等の活動に
ポリエチレン樹脂の主たるメーカーとして

主導的に参画しています。

品質情報の提供

日本ポリエチレンでは、先に述べたeFACE
（ efficient  application for customer)により、
グレードの物性表、ポリエチレンの一般的
な性質等、様々な技術情報の提供を2007
年8月より開始致しました。

ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ等衛生協議会ＨＰ
http:/www.jhospa.gr.jp/Index.html
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４．研究開発

安全

安心・衛生的

環境

地球にやさしい

少子高齢化

皆が使いやすい

情報・通信・
エレクトロニクス

広くニーズに応える

・クリーン

・安全

・衛生

・軽量･減量

・VOC規制

・新エネルギーインフラ

・高齢者に優しい

・子供に安全

・・・多様な食に対する包装

・IT分野への貢献

・ユビキタス
・・・通信インフラ

ポリエチレン

○クリーン

○強度

○柔軟性
～剛性

○耐久性

○加工性

＋

JPEJPEの技術の技術

安全

安心・衛生的

環境

地球にやさしい

少子高齢化

皆が使いやすい

情報・通信・
エレクトロニクス

広くニーズに応える

・クリーン

・安全

・衛生

・軽量･減量

・VOC規制

・新エネルギーインフラ

・高齢者に優しい

・子供に安全

・・・多様な食に対する包装

・IT分野への貢献

・ユビキタス
・・・通信インフラ

ポリエチレン

○クリーン

○強度

○柔軟性
～剛性

○耐久性

○加工性

＋

JPEJPEの技術の技術

日々の暮らしになくてはならないポリエチレン。 日本ポリエチレンではこのポリエチレンの
新たな価値を創造し、より良い世界を築くため 研究開発を進めています。

成形品の
各種観察

ポリエチレン重合実験



abcd

23

環境・安全を考慮した製品開発

自動車の軽量化はCO２排出量削減に最も
重要な手段であり、自動車メーカー各社は
１ｇでも軽くするための開発を続けていること
はご承知の通りです。
世界トップレベルの触媒技術とプロセス技術
との組み合わせにより、金属タンクに比較し
１０％以上軽量化が可能なタンクが製造でき
るノバテック®HD（高密度ポリエチレン）は
自動車の軽量化に大いに貢献しています。

日本ポリエチレンではさらに自動車の軽量
化をめざした樹脂開発を進めています。

近年、食の安全性、信頼性に極めて高
い関心が寄せられています。当然、その
食品のパッケージングにも極めて高い
安全性が求められます。メタロセン触媒
により製造されるカーネル®、ハーモレッ
クス®は、破袋しない、突刺しに強い、
ピンホールが発生しにくいという特長と
ともに、食品の味やにおいに影響を与え
ないという評価を得て、広く食品包材に
使われています。

さらに、この特性は医薬品の包装や液
晶パネルや半導体の製造に欠かせない
プロテクトフィルムへ展開されています。

日本ポリエチレンでは「環境」「安全」をキーワードとして、広くお客様のニーズに応える材料
開発を進めています。

食品包装食品包装 医薬包装医薬包装

電子部品包装

カーネルカーネル®®

ハーモレックスハーモレックス®®

ポリエチレン製自動車燃料タンク

電子部品
包装フィルム

米袋 輸液バッグ
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５．社会信頼・貢献

ＣＳＲに対する考え方

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

取締役会、監査役会、経営会議を通じて、経営における意思決定や業務執行の
効率性の確保、経営責任の明確化、コンプライアンスの強化に取り組んでいます。

日本ポリエチレンは、「社会と地球の持続的発展」へ貢献し、社会的責任を果たすこ
とが経営の重要な課題であると認識しています。 この認識のもと「環境と安全の確

保は、事業活動の大前提であり経営の基盤である」との理念のもと事業活動を推進
しています。

推進体制・実施内容

社長をコンプライアンス推進責任者とする推進体制を
整備するとともに、コンプライアンス推進委員会を開
催し、推進体制の整備並びに関連規程改訂を審議
実施しています。

内部統制システム

自己と社会の双方の利益を調和させつつ事業活動を
行い、社会を支え、社会とともに歩む「良き企業市民」
としての役割を果たすことが求められています。
日本ポリエチレンは、企業倫理規程を基本規程として
定め、企業としての社会的存在を十分自覚し、その責
任を全うするため、事業活動が影響を及ぼすすべて
の関係者から信頼を得るべく、常に、信義誠実を重ん
じ、公正で清廉な行動をします。

ホットライン他

次のように通常の職制を通して相談する方法に加え、３つの方法によって相談できます。

（１）職制～各職場の責任者（上司）を通じてコンプライアンス推進責任者への申出。
（２）直接、コンプライアンス推進責任者に原則として電子メールまたは、ﾃﾞータベース
（コンプライアンス関連データベースのＣ.ホットライン）での申出。

（３）三菱化学顧問弁護士への申し出。

企　業　倫　理　規　程

　　・企業倫理
　　・行動規範
　　・コンプライアンス体制

コンプライアンス推進委員会規程

コンプライアンス推進責任者
取　締　役　社　長

コンプライアンス推進リーダー
部門長・本社（部長・室長・センター長）

コンプライアンス推進担当者
本社ＧＭ、支店・工場・室長

基本規程

推進体制
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人 権

「人間尊重」の理念の下、当社グループに集う従業員一人ひとりが、個性を発揮し、
やりがい・働きがいをもって働くことのできる、職場づくりに取り組んでいます。

人権小委員会を中心に、経営幹部を
はじめ、全従業員に対する研修や啓発
に取り組み、人権意識の高い企業を目
指し、人権啓発活動を推進しています。
又、人権相談員を設け従業員の相談
に迅速に対応しております。

人権啓発推進要綱

・個人情報取扱規則

・プライバシーポリシー

・従業員等の個人情報に関する取
り扱い方針

人　権　小　委　員　会
取　締　役　社　長

人　権　相　談　員　制　度

推進体制

基本規程

コミニュケーション

社会に開かれた企業グループとして、企業活動の透明性を保ち、適切な情報公開を
行い、企業活動に対する社会の理解促進に努めています。

水島工場

岡山旭東病院とＫＹ
※

交流会を開催

岡山旭東病院から医療現場のミスを
減らし、患者さんに「安心」「安全」を届
けたいとの信念から、指差しチェック
やダブルチェックを導入したＫＹＴの取
り組み事例を紹介していただき、その
後、当社製造部の安全への取り組み
を紹介して、ＫＹＴ活動について活発
な意見交換を行いました。

※ＫＹ：危険予知（危険を事前に予知・察知
する）の略

※ＫＹＴ：危険予知トレーニングの略

岡山旭東病院とのＫＹ交流会
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社会貢献

地域社会への貢献

次世代への貢献（プラスチック処理促進協会を通じた活動）

水島工場

倉敷市一
斉ゴミゼロ
キャンペー
ンにあわ
せての事
業所周辺
の清掃の
実施

鹿島工場

神栖市主
催の『取り
戻そう美し
い鹿島灘
海岸』清掃
に家族含
め４５名が
参加。

日本ポリエチレンが参画しているプラス
チック処理促進協会は、プラスチックの
処理に関する調査・研究や広報事業を
行っています。
その広報事業の一つとして、次世代を
担う小・中学生を対象にプラスチックの
リサイクルに関する「出前授業」を実施
しています。日本ポリエチレンは主たる
会員として協会の活動を積極的にバッ
クアップしています。

事業活動に係わる国々･地域の文化や慣習に対する理解を深め、その社会規範を
尊重するとともに、良き地域市民・企業市民として、社会貢献活動などを通じ、社会
との共存を図ります。

大分工場

大分市「日
本一きれ
いなまちづ
くり」活動
への参加

川崎工場

敷地入り
口の公道
も含めた
清掃活動。

出前授業



abcd

27

６．工場・研究開発センター概要

鹿島工場

鹿島工場は霞ヶ浦、利根川、鹿島灘の
豊かな自然に囲まれた鹿島臨海工業地帯
の東部地区（神栖市）に位置し、三菱化学
コンビナート内にあります。

川崎工場
川崎工場は大消費地である首都圏を
控えた京浜臨海地帯に立地しています。
工場は南地区･浮島地区・千鳥地区の
3地区に分かれ、新日本石油等のコンビ
ナート内にあります。

水島工場

水島工場は瀬戸内海の温暖な気候のも
と、岡山県水島地区の三菱化学コンビ
ナート内にあります。

大分工場

大分工場は別府湾に立地し、3面を海に
面した昭和電工大分石油化学コンビ
ナート内にあります。

研究開発センター

研究開発センターは川崎市夜光町に位置し、本
社及び各工場並びにお客様と緊密な連携をとり

ながら開発研究を実施しています。

ＲＣレポート２００８を発行しました。内容につきまして皆様からのご意見を参考に更に良い
ＲＣレポートにしたいと考えます。ご意見・ご質問がございましたら、日本ポリエチレン株式
会社のホームページからお問合せ下さい。


