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ＲＣレポート２００９
環境・安全・社会貢献への取り組み

ＲＣ〈Responsible Care〉活動報告

２００９年６月

日本ポリエチレン株式会社J
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取締役社長

ごあいさつ

私たち日本ポリエチレンは、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２００９』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。

2009年6月

当社は２００６年度から毎年『ＲＣレポート』をご報告申し上げて参りましたが、昨
今、企業が果たすべき社会的責任が拡大していることに鑑み、２００９年度から
より幅広い視点から取り組みをご報告することと致しました。

当社は「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。そのために、企業倫理規程を基本規程
に定め、その果たすべく規範を定めるとともに、「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、『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。
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１．会社概要 〔平成２１年４月１日現在〕

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 １７８,３５８百万円 （平成20年12月末現在）

総資産 ８９,３７７百万円 （平成20年12月末現在）

従業員数 ５９７名 （平成20年12月末現在）

決算日 １２月３１日

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（ JPEJPE））

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

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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鹿島工場

本 社

川崎工場

研究開発ｾﾝﾀｰ

大阪支店

水島工場

大分工場

事業拠点

鹿島工場

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
大消費地である首都圏の京浜臨海
地帯に位置しています。
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

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

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

川崎工場の隣地にあり、本社・各
工場およびお客様と緊密な連携
をとりながら研究開発を行ってい
ます。
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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

200Lドラム缶

各種キャップ

配水・ガスパイプ

JPE

ノバテックノバテックTM

メタロセン・プラストマー

変性ポリエチレン（接着性）

HDPE

カーネルカーネルTMTM

アドテックスアドテックスTM

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

レクスパールレクスパールTMTM

EMA
EEA
ET

EAA

気相法メタロセンポリエチレンハーモレックスハーモレックスTMTM

EVA

各種フィルム

ポリエチレンの種類と用途

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に関する方針

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

２．地域環境保全・地球環境保護の推進

３．省資源･省エネルギーの推進

４．廃棄物の排出削減とリサイクルの推進

５．化学物質の適正管理の推進

６．「環境･安全」のための研究開発、技術開発、品質保証

７．製品情報の収集と提供

８．社会からの信頼向上

２．ＲＣ活動

ＲＣ推進体制

日本ポリエチレンのＲＣ推進体制
ＲＣ推進体制

日本ポリエチレンでは本社にＲＣ推進
会議を設置し、ＲＣに関する方針・計画
を審議・決定する等全社を統括していま
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、全社のＲＣ
活動の総合的推進を図っています。

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推進会議

保安対策委員会

研究開発ｾﾝﾀｰ各工場本　社
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ＲＣ活動のＰＤＣＡ

ＲＣ活動を円滑かつ有効に機能させるためには“ＰＤＣＡサイクル”が欠かせません。

日本ポリエチレンでは、全社の年度ＲＣ推進計画をＲＣ推進会議で審議決定し（Plan） 、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。

各工場や研究開発センターでは年間の活動（Do）途中に内部監査を行い、各場所内で独自の
ＰＤＣＡを廻しています。

年度末にはＲＣ推進会議の下部組織である保安対策委員会によるＲＣ監査を行い、活動実績
を評価し（Check）、次年度のＲＣ推進計画見直し案の策定を行っています（Action） 。

０９年 １月２２日水島工場

０８年１１月１３日鹿島工場

０８年１０月３１日大分工場

０８年１０月２１日川崎工場

０８年１０月１５日研究開発センター

実施日実施場所

２００８年度 ＲＣ監査実績

監視評価

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
者による方針決定の一助にしています。

ＲＣ監査には日本ポリエチレン監査役
および三菱化学からも参画を得ていま
す。

Ｐ 方針・計画決定

ＲＣ推進会議

Ｄ 実施

　　RC実績・監査結果報告 工場、研究開発ｾﾝﾀｰ

Ａ 計画見直し

保安対策委員会

ＲＣ監査
Ｃ チェック

Ｐ：場所推進計画
Ｄ：活動実施
Ｃ：場所内部監査
Ａ：計画見直し

Ｐ　　　 Ｄ

Ａ　　　 Ｃ
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2007年12月大 分 工 場

2009年 3月水 島 工 場

2007年 6月川崎工場(千鳥地区）

2008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

ＣＰ：コンパウンドの略

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・ 認証登録して、適切な維持管理を行うことで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)は下表に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)は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。

ISO 9001登録状況 ISO 14001登録状況

ISO 14001登録証ISO 9001登録証
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ＲＣ活動情報網

日本ポリエチレンでは、下表に示す親会社、関係会社、関係協会等との情報網を活用し、
ＲＣ活動の円滑な運用を図っています。

・日本化学協会 ・石油化学工業協会 ・プラスチック処理促進協会

・ポリオレフィン衛生協議会 ・中央労働災害防止協会 ・高圧ガス保安協会
関係協会

・三菱化学 ・昭和電工 ・新日本石油 ・日本ポリプロ親会社、関係会社

・三菱化学グループＲＣ情報交換会 ・インターネット情報 ・研修会 ・講習会会議、研修等

情 報 網項 目

情報網の一例として、三菱化学グループ情報交換会の内容を紹介します。
本交換会は全国の三菱化学グループ会社が一同に会し、保安・安全・環境・化学品管理
などに関し、法令関係事項、ＲＣ活動情報、事例検討等を行う会議で、定期的に開催して
います。日本ポリエチレンは交換会に積極的に参画し、貴重な情報として社内への展開を
行っています。

ＲＣ情報交換会
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２００８年度 ＲＣ活動実績

０８年度は１５項目の目標を設定し、 １３項目が達成でき２項目に課題が残りました。
この実績を次年度に活かし更なるパフォーマンスの向上を図ります。

〔自己評価〕 〇達成 △ほぼ達成 ×さらなる取組みが必要

目標 実績
自己
評価

環境事故の防止 環境事故ゼロ 事故ゼロ達成 ○

年１%のエネルギー原単位
向上。対90年比92%以下

年１%削減未達成。
対90年比92%以下達成

CO2排出量の削減
工場、輸送、事務所、家
庭で削減

VOC排出量削減 ２０００年比４３%削減

PRTR排出量
大気９ｔ,水質,土壌
ゼロ維持

埋立量対前年比
１０%削減

埋立量対前年比
６３%削減達成

適正処理の監視 委託先への監査実施

化学物質への対応 安全審査実施率
100%維持

安全審査100%実施 ○

グリーン管理 体制の確立・整備 体制確立、運用開始 ○

お客様満足の推進 重大クレームゼロ ゼロ達成 ○

保安事故の防止 保安事故ゼロ 事故ゼロ達成 ○

労働災害ゼロ
社員不休１、
協力企業休業１、不休１

危険予知活動、
５Ｓの推進

場所に合った活動継続

自主保安の推進
認定事業者の維持

社内認定監査
厳格実施

○

作業環境・方法の改善 作業環境の適正管理 適正環境を維持

石綿使用の管理 使用箇所の改善継続

健康の保持増進 メンタルヘルスへの
対応

講習会等で啓蒙 ○

コンプライアンス 法令・社会規範逸脱防止 問題発生ゼロ ○

グループRC参画 会議、活動へ参画

関係会社への監査 現地監査、指導実施

情報開示 RCレポートの充実 改正レポート発行 ○

環
境
保
護

化
学
品

安
全

ＲＣ項目

地球温暖化対策
（省エネ）

化学物質の排出管理

産廃物の適正管理

△

△

○

○

○

保
安
防
災

労
働
安
全

労働災害の防止

共
通

グループＲＣ活動

○
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地球温暖化対策
1997年に、CO２などの地球温暖化ガスの削減が盛り込まれた京都議定書が採択され、2002年
に日本もこれを批准しました。日本ポリエチレンもこれを受け諸活動を行っています。

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目標
は、09年度に『2012年までにエネルギー原
単位を1990年比で13％削減』をクリアーす
ることとしました。
各年度の省エネルギー結果は、ＲＣ推進
会議でレビューしています。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。2007年まで着実に良化して
きましたが、2008年については全体生産
量の減少による総合効率の悪化により、
対前年比でやや悪化という結果になりまし
た。2012年の目標達成に向け活動を進め
ます。

ＣＯ2排出量の推移

京都議定書で求められる「絶対量の削
減」に対する成果として、ＣＯ2排出量の
推移も示します。

プラントの統廃合を積極的に進めたこと
により1990年比は顕著な削減が見られ
ますが、ここ数年は生産量増加等の要因
で排出量削減が伸び悩んでいます。しか
し、2008年度は生産量ﾀﾞｳﾝの影響もあり、
前年と比べ削減できました。

今後とも、省エネとセットで、更なる削減
に取り組んでいきます。

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〕

目標

CO2排出量推移

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

１９９０ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８

ト
ン

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2排出量（ﾄﾝ）

1990年対比

ＣＯ2排出量の推移

〔集計期間４～３月〕
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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。

省エネに関しては、省エネ法に基づく管
理標準による管理強化、DCS(生産制御
システム)や運転支援システムを使った
最適運転、高効率機器の導入等により使
用エネルギーの削減を図っています。

DCSを駆使した運転

物流での取り組み
（グリーン物流の推進）

08年度のエネルギー原単位実績は27.5kl/千ﾄﾝｷﾛとなり、06年度に比較し3.1% 削減しました。

輸送での活動

06年4月に施行された「改正省エネルギー法」に対応し、特定荷主としてエネルギー原単位の
年率１％削減を目標に、船輸送の拡大、バルクコンテナー輸送への切替え等のテーマに取り
組んでいます。

物流での削減実績
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△１％削減
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削減目標

ＢＭ
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船輸送拡大によるCO2削減

現在国内専用船6隻を使用し船輸送を
行っています。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、08年の船輸送量は05年比
約1.4倍となり、モーダルシフトが図られ
CO2削減に寄与しました。
※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。

バルクコンテナ輸送比率

バルクコンテナー輸送によるＣＯ２削減

従来の1ton入りバッグや25ｋｇ紙袋での
納入を、16tonのバルクコンテナ輸送に
切り替え、輸送単位量を上げる事により
CO2削減ができることから、バルクコンテ
ナー輸送へのシフトに取り組んでいます。
その結果、08年のバルクコンテナ輸送
量は05年比約2.5倍となりCO2削減に寄
与しました。
今後とも、バルクコンテナ輸送の拡大に
努めます。

船輸送比率
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－紙製容器

再生使用中・ポリ重袋

再生使用中・バルク内袋

再生使用中・ワンウエイフレコン

洗浄再使用中・ランニングフレコン

－プラスチック容器

事業系一般

廃棄物処理

・紙袋

製品容器の再生使用状況

樹脂製品にリサイクル

ワンウェイフレコンにつきましては、
回収、売却を行っておりましたが、こ
れをメーカーと協力して、パレットへ
の再利用を取り進めています。

具体的には、サンドイッチガスアシス
ト成型法により樹脂パレットのコア材
として再使用しています。この樹脂
パレットを購入・使用することで、リサ
イクルを進めています。

一方、バルクの内袋につきましては
産業廃棄物処理を行っていましたが
、これを破砕して原料としフィルムに
再利用し、当社製品の防塵用カバー
に使用してリサイクルを進めていま
す。

ﾘｻｲｸﾙ

ﾘｻｲｸﾙ

フレコン 樹脂ﾊﾟﾚｯﾄ

樹脂パレット材にリサイクル

３Ｒの推進

使用済包装資材のリサイクル

使用済の包装資材（ワンウェイフレコ
ン及びバルクコンテナの内袋）につ
いて、循環型リサイクルを目指し、リ
サイクルを取り進めています。

防塵用カバーにリサイクル

バルク内袋 防塵用カバー

パレットメーカー
フィルム加工メーカー

ﾊﾟﾚｯﾄﾌﾚｺﾝ回収ｼｽﾃﾑを活用

循環型 包材のリサイクル

お客様

回収

再生ﾒｰｶｰ包材ﾒｰｶｰ

JPP/JPE

製品包装
に使用

パレットフレコン
回収システムを
活用

リサイクルパレットメーカー
フィルム加工メーカー

ﾊﾟﾚｯﾄﾌﾚｺﾝ回収ｼｽﾃﾑを活用

循環型 包材のリサイクル

お客様

回収

再生ﾒｰｶｰ包材ﾒｰｶｰ

JPP/JPE

製品包装
に使用

パレットフレコン
回収システムを
活用

リサイクル

J P E
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家庭での取り組み

各家庭で、環境省が提供するツール「我が家の環境大臣」を活用して、定量的にＣＯ2排出量
を把握することにより、意識してＣＯ2排出量削減をすすめています。

全従業員に対して「我が家の環境大臣」による家庭での環境家計簿※の記録を呼びかけてい
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CO２発生量削減
今までのクールビズのほか、昼休みの消灯、夜間の自動消灯、階別消費電力管理、
グリーン電力購入等により電力消費量を減らし、CO２発生量を削減しています。

２００８年夏季より各種活動を順次開始し、オフィス・家庭での省エネをさらに進めて
います。
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排出水質の管理

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。

2.52.51.84.5以下5以下油分（ｎ－ﾍｷｻﾝ）

2.60.92.73.6以下4以下リン

8.36.59.818以下20以下窒素

26.026.032.881以下90以下ＳＳ

38.68.919.454以下60以下ＣＯＤ

6.8～8.17.7～8.17.0～8.36.0～8.45.8～8.6ｐＨ

2008年2007年2006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・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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海洋の汚染防止

日本ポリエチレンの製品形状は、ペレットと呼ばれる米粒状をしています。これが製造工程
や製品詰め作業で万が一漏れ出しても、海洋に流れることなく捕獲できるよう、日本プラス
チック工業連盟作成の樹脂ペレット流出防止マニュアルに従って捕獲装置を設置し、工場
からのペレット流出防止対策を行っています。

大気の汚染防止

大気汚染防止法の対象となるボイラー等の加熱設備は水島工場に有しています。当該機
器は適正なる運転管理、保守点検により、法の排出基準を満足しています。

廃棄物の削減

JPEゼロエミッション達成
３Ｒ※１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、2008年度には「JPE
ゼロエミッション※2」を達成いたしました。

※１３Ｒ：Reduce(排出削減） Reuse（再使用） Ｒｅｃｙｃｌｅ（再生利用）の略称
※2JPEゼロエミッション：JPEでは「廃棄物の総埋立量を総廃棄物発生量の0.3%以下にする」と定義しています。

排水箇所

一時分離機

最終分離機

公共水域

日本ポリエチレン　ペレット流出防止設備概要
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・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に貢献していくため、2010年までに「ゼロエミッショ
ン」を達成するという目標を掲げて活動してきました。その結果、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、2008年は11ｔになり早くもゼ
ロエミッションを達成しました。
今後とも、産業廃棄物の排出（発生）削減、再使用、再生利用の３Ｒに努め、09年度より新た
に掲げた「新ゼロエミッション※」を達成すべく活動してまいります。
※新ゼロエミッション：「廃棄物の総埋立量を総廃棄物発生量の0.１%以下にする」と定義しています。

埋立処分量の推移

工場廃棄物発生量
8,950ｔ (100%)

リサイクル量（有価）
7,509ｔ (84%)

工場排出
廃棄物量

1,441ｔ (16%)

外部リサイクル量
892ｔ (10%)

外部減量化量
538ｔ (6%)

外部埋立処分量
11ｔ (0.1%)

産業廃棄物

〔集計期間：１～１２月〕

日本ポリエチレン 工場廃棄物フロー（2008年度：1月～12月）
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廃棄物適正処理の監視

日本ポリエチレンでは、廃棄物が適正に処理されていることを自ら確認すべく、処理
委託会社に対し定期的に監査を実施し、現物の確認、処理が適正であることの確
認、許可条件の照査等を行い、排出事業所としての義務を遂行しています。

処理委託会社監査
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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（ＰＲＴ
Ｒ）」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10種類で、下表に2008年度の大気排出量、移動量、取扱量
を示します。2007年度に比較し大気への排出量を6％ （0.6ｔ）削減しました。
今後とも環境への排出削減を進めていきます。

ＰＲＴＲおよびＶＯＣ

2008年度ＰＲＴＲ実績
単位：ton/年

3.00.700043エチレングリコール

2643.9554.2008.44全対象物質合計

11.40000.01313無水マレイン酸

0.80.8000299ベンゼン

236.5240.0000.0263キシレン

185.89.6000.02227トルエン

276.80000.356アクリル酸メチル

63.363.1000.2440エチルベンゼン

0.70000.7085クロロジフルオロメタン

673.00002.404アクリル酸エチル

1192.5240.0004.70102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〕
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VOC排出実績と削減計画

0

20

40

60

80

100

120

2000 2005 2006 2007 2008 2010

年度（４月～３月）

排
出
量
比
（
％
）

VOCへの取り組み

ＶＯＣ(揮発性有機化合物)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
法等を改善することでＶＯＣ排出量を削
減してきましたが、さらなる削減に向け回
収設備を設置し計画的に削減を進めて
います。

計画では、 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%以上の削減とし、法に則
り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
で目標達成を目指しています。

ＶＯＣ排出実績と削減計画

〔集計期間：４～３月〕

目標

ＶＯＣ回収設備の設置

日本ポリエチレンでは大気への
ＶＯＣ排出量の削減を進めてい
ますが、その手段の一つがＶＯＣ
回収設備の設置です。

写真は圧力スイング吸着(ＰＳＡ)
法によるＶＯＣ回収設備で、回収
したＶＯＣをプラントで再使用す
るように設計されており、ＶＯＣ排
出量の削減と共に資源の有効
活用を図っています。

VOC回収設備
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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、国内規制の改正へ
の適切な対応はもちろんのこと、国際的な化
学物質規制に対しても整備を進めています。
EUの規制であるＲEACHにつきましては予
備登録期間が過ぎ、いよいよ本登録（欧州
化学物質規制）に向けた対応を現在進めて
います。
また、GHS（化学品の分類・表示に関する世
界調和システム）に対応したMSDSの整備も
とり進めています。

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
を整備し、さらなる製品の安全安心の向上
に努めてまいります。

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)の運用を開始しています。 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

ｼｽﾃﾑへ情報入力

日本ポリエチレン

グリーン管理のＰＤＣＡサイクル

ＲＥＡＣＨ

eFACE
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品質保証活動

お客様満足の推進

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）の認証を更新するなど、品質の維持向上に努めてきました。
その成果として、2008年度にはお客様からの品質に関する重大クレームはありませんで
した。 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種々の用途、分野に提供して

います。
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、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
（双方向情報交換システム)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、
様々な技術情報を提供（開示）することで、
顧客満足度の向上を進めています。

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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環境・安全を考慮した製品開発

容器の軽量化

容器の軽量化はCO２排出量削減に重
要な手段の一つです。
容器や各種部品、包装資材の材料とし
て当社の製品をお客様がご使用される
際に、その軽量化・薄肉化へさらに貢
献するためには、より耐久性があり強
度の高いポリエチレン材料が必要です。
日本ポリエチレンではこのような樹脂材
料の研究開発を継続的に行なうことで、
安全 かつ 環境負荷低減に より寄与
できる新しい製品の提供を続けてまい
ります。

難燃性の追求

ポリエチレンは絶縁や保護の目的で
電線やケーブルの被覆に使用されて
います。 しかし、ポリエチレンそのも
のは易燃性であり、建物内部での使
用などでは安全性のために難燃化が
求められています。日本ポリエチレン
ではこのような用途に適合し、さらに焼
却時にも有害物質の発生がない環境
に配慮した難燃被覆材料を開発し、市
場に提供しています。

日々の暮らしになくてはならないポリエチレン。
その新たな価値を創造していくことで社会に貢献したいと日本ポリエチレンでは考え、「環
境」・「安全」をキーワードとして広くお客様のニーズにお応えできる材料の開発を進めてい
ます。

ポリエチレン製自動車燃料タンク

容器としてのご使用例 （花王㈱様）

エコケーブル （タツタ電線㈱様）
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安全成績

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
2005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いきます。

００００１保安事故数

０８０７０６０５０４年 度

４．安全活動

労働災害実績

08年度は労働災害“ゼロ”を達成できま
せんでした。作業時のＫＹ(危険予知)活
動や、作業ＳＲ(Ｓａｆｅｔｙ Review)の実施
など、安全のための活動に取り組み、ゼ
ロ達成を目指します。

保安防災

日本ポリエチレンでは、「保安事故・労働災害ゼロ」達成のため、各種活動に取り組んでおり
ます。

１００１１不休業

１０００１休業
協力
会社

１０１００不休業

００１１１休業
社員

０８０７０６０５０４年 度

事故事例の水平展開

事故・災害の未然防止を目的に、自社内、グループ各社、社外の事故災害事例を活用し
て、類似災害防止の観点より事例活用しています。

主な事例活用：「フォークリフト安全ベルト調査」「エチレン装置火災事故」「ピット落下災害」

「有機アルミ火災事故」「足場の悪い作業調査」「槽内火災事故」

ＳＲ（Ｓａｆｅｔｙ Ｒｅｖｉｅｗ）

既存の設備・プロセス・作業に対して、網羅的にリスクの抽出とその対策を行うことにより、
潜在的な危険要因を低減して安全性を高めていきます。

ＳＡ（Ｓａｆｅｔｙ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｎｔ）

新製品を製造する場合や設備の新設・改造する場合に、開発、運転、製造のそれぞれの
段階において、製造方法やプロセスの安全性を評価しています。

変更管理

人・組織・設備・プロセス・運転方法（運転条件）等の変更に伴って生じる安全・健康・環境
等への影響を事前に把握し、変更時に必要な対策をたて、リスクを減少させトラブルを未
然に防止しています。
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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2年以上の連続運転が可能となります。
日本ポリエチレンの主要工場においては、この認定を取得し2年間の連続運転を継続していま
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、07年12月
の火災事故により現在は取消しになっていますが、今後の再取得にむけ自主保安のさらなる向
上を図っています。

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

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」の技術力や能力を
常に高く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。

技術伝承データベース画面

認定取得状況



abcd

28

大分：散水テスト

水島：消防出初式

川崎：有機アルミ消火訓練

訓 練

各工場・研究開発ゼンターでは、有事にそなえ、計画的に防災訓練を実施し、防災活動が有効
に働くことを確認しています。

鹿島：部内防災訓練
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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。
08年は、労働災害が３件発生し残念な成績でした。この事実を真摯にうけとめ、ゼロ災達成に
むけ更なる安全活動の推進を行います。

・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

運転員による４ラウンドＫＹ

労働安全・労働衛生

体感研修

日本ポリエチレンでは各工場の安全教育に
加え、ＭＣＣ関係機関による安全体感研修
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、火災爆発、挟まれ等の
多くのカリキュラムがあり、全国４箇所で開
催されるため、各工場から最寄の研修会場
に参加しています。

ｴﾑｼｰﾋｭｰﾏﾈｯﾂ水島/残液体感研修
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大分：グループ間相互パトロール

水島：交通安全呼びかけ

活動・行事

各工場・研究開発ｾﾝﾀｰでは、安全衛生に関する各種活動・行事を行い、労働災害の防
止、安全意識の啓発を図っています。

鹿島：社長安全表彰

川崎：社長による定修工事査察
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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、研修会を実施するなど、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、積極的に環境改善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、有機溶剤濃度、粉じん、照度、騒音等 常に第１管
理区分を維持しています。

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。

水島工場：送風機の騒音対策例/防音壁の設置
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ＣＳＲに対する考え方

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、コーポレートガバナンス（企業統治）の強化、コンプライアンス(企業倫理）
の徹底、リスクマネジメントの強化、人権啓発活動の推進、ＲＣ活動の推進等を図り、ＣＳＲ
マネジメントを推進しています。

５．社会信頼・貢献

コーポレートガバナンス

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。

リ ス ク 管 理 規 程

リスク管理

日本ポリエチレンは、リスク管理規程を定め、事業活動に伴うリスクの顕在化を防ぐととも
に、万一リスクが顕在化した場合は、危機管理委員会基本綱領に基づき危機管理委員会
を設置し、その損害を最小限に止めるよう適切な運用に努めています。

リスク管理委員会
・リスク洗出し
・リスク評価ｊ
・対策検討

リスク管理統括執行責任者
取 締 役 社 長

部門リスク管理責任者
部門長・部長

危機管理委員会基本綱領

危機管理委員会運営マニュアル

（ 顕 在 化 の 防 止 ） （ 顕 在 化 へ の 対 策 ）

リ ス ク 管 理 委 員 会 規 則

危機管理委員会
・危機の特定し

・対応組織機能の決定ｊ
・対策検討

委 員 長
取 締 役 社 長

副委員長
副 社 長

委 員
全取締役
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推進体制

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おります。

社内相談システム

通常の職制を通して相談する方法に加え、次の３つの方法により相談できます。

（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申出。
（２）コンプライアンス推進責任者へ、Ｃ.ホットライン（コンプライアンス関連ﾃﾞータベース）
又は電子メールでの申出。

（３）三菱化学顧問弁護士への申出。

意識レベル向上にむけた取り組み

・日本ポリケムグループ課長職研修
全事業所の課長職を対象に、コンプライアンス教育を実施し、内容の理解浸透を図りました。
・日本ポリケムグループ職場内教育
全構成員を対象に課長職によるコンプライアンス教育を実施致しました。
・三菱化学グループコンプライアンスネット研修
全構成員を対象にイントラネットを使用した研修に参画し、コンプライアンスに係わる理解浸透
を図りました。
・三菱化学グループコンプライアンス意識調査
全構成員を対象とした意識調査に参画し、コンプライアンスに係わる推進状況を自己診断によ
り確認しました。

コンプライアンス

コンプライアンスの基本規程

日本ポリエチレンは、企業倫理規程をコンプライ
アンスの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
で清廉な行動をとります。

基
本
規
程

企 業 倫 理 規 程

・企業倫理
・行動規範
・コンプライアンス推進体制

コンプライアンス推進委員会規則

推
進
体
制

コンプライアンス推進責任者
取 締 役 社 長

部門コンプライアンス推進リーダー
部門長・部長

部門コンプライアンス推進担当者
本社ＧＭ、支店長、ｾﾝﾀｰ長、工場長
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人権・雇用

人権・雇用の基本

「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。

推進体制

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。

意識レベルの向上に向けた取り組み

・三菱化学ｸﾞﾙｰﾌﾟ人権啓発フォロー研修会への
参加

・三菱化学ｸﾞﾙｰﾌﾟ人権啓発推進連絡会への
参加

・人権相談委員研修への参加

推
進
体
制

人 権 小 委 員 会
取 締 役 社 長

人 権 相 談 員 制 度

基
本
規
程

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扱方針

コミュニケーション

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。

コンビナート工場見学会

コンビナート近隣にお住まいの皆様を
お招きして、工場を知っていただくため
見学会を行い、コミュニケーションを
図っています。

人権啓発研修会

コンビナート工場見学会
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社会貢献

地域社会への貢献

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。

次世代への貢献

大分コンビナートでは、次世代を担う子
供たちに化学の楽しさを肌で感じてもら
いたいと考え、地元小中学校に出向き
実験を行う「出前授業」を実施して、地
域の貢献しています。

地域の文化や慣習に対する理解を深め、良き地域市民・企業市民として、社会貢献活
動などを通じ、社会との共存を図っています。

大分工場

コンビナー
ト地域清掃
活動

川崎工場

敷地入り
口の公道
も含めた
清掃活動。

出前授業

日本ポリエチレン発足以来第４号になりますＲＣレポート２００９を発行いたします。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ています。

宜しくお願い申し上げます。


