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ＲＣレポート ２０１３ 
  環境・安全・社会貢献への取り組み 

RC〈Responsible Care〉 活動報告 

２０１３年１０月 

   日本ポリエチレン株式会社 J 
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  当社は、 「 社会と地球の持続的発展に貢献して、                                    
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、その果たすべき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、                      
最重要であると考えています。 

  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、 より幅広い     
視点からの取り組み内容を記載した 『 ＲＣレポート２０１３ 』 を皆様に引き続き          

ご報告させて頂くことと致しました。 

 

  多くの方々のご意見を賜れば幸いに存じます。 

 

                                        ２０１３年 １０月 

 代表取締役社長 

  府川 洋一 

  特に、最近の同業他社における重大保安事故の発生を真摯に受け止め、経営
トップとして、「安全は、すべてに優先する」 との信念のもと、強力なリ－ダ－シップ
を発揮し、保安・安全確保の維持、向上に努めて行くことをここに宣言いたします。 

    トップメッセ－ジ 

  また、震災を契機として、省エネルギ－など環境への取り組みがますます注目     
されるなかで、当社の高い技術力を結集させ、今回紹介しているような環境に     
配慮したさまざまな高機能製品を提供し続けることにより、 持続可能な社会の実現に
向け、取り組んでまいります。 

  私たち日本ポリエチレンは、 ポリエチレン樹脂を開発 ・   
製造・販売する国内トップメーカーであり、国内４つの地域に 
工場を有しています。  各工場は、 三菱化学・  昭和電工 ・     
ＪＸ 日鉱日石エネルギ－ の各親会社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。  
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１．会社概要                         

日本ポリエチレン（株）の沿革

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 JXJX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞ -- 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

会社紹介 
 
    日本ポリエチレン株式会社は、２００３年９月 日本ポリケム株式会社、                 
日本ポリオレフィン株式会社 のポリエチレン事業を継承し、国内最大のポリエチレン  
会社として発足いたしました。 

 

    私たちは、日本ポリケム、日本ポリオレフィンで築き上げた成果を引継ぎ、全国に   
広がる生産・販売拠点を通して高品質の製品を安定的に提供いたしますとともに、   
両社の技術力の融合を図り、お客様の高いニーズに応えられる製品開発を進めて        

参ります。 

 

    私たちは、資源や環境問題、安全確保に真摯に取り組むとともに、コンプライアンスを

使命として掲げ、アジアにおけるポリエチレンのリーディングカンパニーとして積極的に 
事業活動を行って参ります。  
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会社概要                       

社  名 日本ポリエチレン株式会社 
  Ｊapan Ｐolyethylene Ｃorporation 
 
発  足 ２００３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) ７１０，８００トン/年 
 高密度ポリエチレン       ４７５，２００トン/年 

 
売 上 高 約 １,３９０億円  （２０１３年 ３月末現在）  
 
総 資 産   約  ７９８億円   （同上）  
 
従業員数   約  ６１５ 名    （同上）  
 
決 算 日    ３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％） 
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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、ＪＸ日鉱 
日石エネルギ－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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２．省エネルギ－への取り組み （特集 １） 

節電への取り組み 

低圧蒸気回収設備 

防爆型ＬＥＤ照明への切り替え 

（年間節電効果：約３００kWh/基） 

各工場での取り組み 

  日本ポリエチレンの全ての工場で設備、    

プロセスの最適化を通じて、エネルギー使用量   

削減に貢献しています。 

 大分工場では、大気放散していた重合熱を
低圧蒸気として回収可能な設備改造を計画  

通り実行することで、大幅な省エネ効果を得て
います。 

  また、製造現場内の照明も、高効率な       

防爆型LED照明を積極的に採用するとともに
不要時の消灯等のこまめな節電にも心がけて
います。 

 

  

省エネルギ－推進体制 
 

    改正省エネルギ－法の施行に伴い、                   

日本ポリエチレンのエネルギ－管理方針を  

｢限りある資源、エネルギ－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－を
推進する｣ と定め、エネルギ－管理組織の   

もとで工場はもとより全社一体となり                       

省エネルギ－活動を推進しています。 
 

省エネに対する私の想い 

     大分工場 製造２グループ 小林 史弥 

  私は、低密度ポリエチレンプラントを担当しており、                                                     品
品質改善や新規グレード開発、プロセスの最適化に                                    
取組んでいます。このプロセスは、エチレンを                                        
約２００MPaまで昇圧する過程で多くの電力を使用する                                      

ため、その電力を少しでも抑えるべく、生産技術面から                                           
検討しております。その他にも大分工場では、若手エン                                      
ジニアが中心となり、身近な省エネ案件について、アイデアを出しながら実行しております。
最新の技術動向をチェックしながら、運転・設備両面での改善を検討していますが、小さな 

積み重ねがやがて大きな効果を生み出すものと信じ、日々業務に取り組んでおります。 
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全社エネルギ－原単位推移 

  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目標は、『2012年には    
エネルギー原単位を1990年比で13％削減』   
としておりました。 
 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、着実に良化し、
目標値となる13%削減を達成することが出来 
ました。更なる削減に向けて引き続き活動を 
進めます。 

エネルギー原単位の推移 

ＣＯ2排出量の推移 

〔集計期間４～３月〕 

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排出量の推移を 
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。また、2009年度以降は、改善 
効果等により、ＣＯ２排出量は大幅に削減   
しております。 
 

2012年度 省エネ実績 

年度 
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ﾊﾞﾙｸｺﾝﾃﾅｰ輸送 

船輸送比率の推移 

ＪＲ貨物輸送 

輸送部門での活動 

  2006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   

コンテナ輸送への切り替え等の テーマ

に取り組んでいます。2012年度のエネ

ルギー原単位は、2006年度に対し   

7％を削減しました。 

船輸送拡大によるＣＯ２削減 

  現在、国内専用船 5隻を使用して、  

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(Ｍｏｄａｌ         

sｈｉｆｔ)※すべく、取り進めております。         

  その結果、2012年度の船輸送量は、  

06年度比約1.3倍となり、ＣＯ２削減に 

寄与しております。  
※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。 

ﾊﾞﾙｸｺﾝﾃﾅｰ輸送によるＣＯ２削減 

   従来の1トン入りバッグや25ｋｇ紙袋での納入を 

16トンのバルクコンテナ輸送に切り替え、輸送量を 

上げることにより、ＣＯ２の削減を行なっております。                                    

  その結果、2012年度のバルクコンテナ輸送量は  

2006年度比 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。 

物流での消費エネルギー削減実績 

ﾊﾞﾙｸｺﾝﾃﾅ輸送比率の推移 

国内専用船 

比率％ 

比率％ 

数量 

数量 



abcd 

10 

３．地震・津波対策への取り組み（特集 ２） 

 

   東日本大震災を教訓とし、「緊急地震速報
受信機の配備」、「地震時の自動放送システム
の導入」、「防災グッズの購入」など数多くの 
地震・津波対策を速やかに実施しております。   
さらに、川崎市の要請に応じ、工場内の高層建
物を近隣住民の方々の津波避難場所として 
登録しており、地域社会への貢献にも繋がって
います。 

  これらの取り組みの成果として、地震・津波
発生時の従業員、協力会社、近隣住民のすべ
ての方々の人命確保に大きく寄与し、安心して
働ける職場環境を作り上げることが出来ました。 

地震・津波対策への私の想い 

 

  
 

川崎工場 環境安全グループ  三好  泰介（写真左）                                        

       設備技術グループ   熊谷  隆    （写真右） 

  新しい仕組みを作る大前提は、『安全最優先』を                                                
盛り込むことでした。今まで人による判断で実施                                                  
していた避難を緊急警報放送の導入による                                                    
自動化により、避難開始が飛躍的に早くなり、                                                   
また、判断ミスによる逃げ遅れの危険性もなく                                                  
なることから、最優先に安全確保ができる状態に                                                   
なったと考えます。さらに、これらの取り組みは、                                                
工場関係者の協力により、非常に早いタイミング                                                   
で軌道に乗せることが出来ました。このことは、                                              
『川崎工場から絶対に犠牲者を出さない』 という                                                   
工場で働く皆の思いの表れだと感じます。                                                              

  今後の課題は、実際に起こり得る大地震や                                                   
津波を想定した防災訓練を繰り返し実施し、                                                      
この仕組みをきちんと機能させたいと考えて                                                  
おります。  

 

        

川崎工場の取り組み 



abcd 

11 

ポリエチレンの種類と用途 

200Lドラム缶 

４．お客様とともに 

配水･ガスパイプ 

 

ラミネート食品包装 

農業用マルチフィルム 

電線被覆 

各種キャップ 

JPE 

NOVATEC 

メタロセン・プラストマー 

変性ポリエチレン（接着性） 

HDPE 

KERNEL 

ADTEX 

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 

LDPE 

REXPEARL 
EMA 
EEA 
ET 

EAA 

気相法メタロセンポリエチレン HARMOREX        

EVA 

各種フィルム 

 ポリエチレンは、食品包装袋、牛乳紙パックや紙コップの表面コーティング、洗剤などの容器、
ペットボトルのキャップ、電線の被覆材、自動車の燃料タンク、各種パイプ材などに幅広く使用され
ており、その成形法も多種多様です。日本ポリエチレンでは、独自の触媒技術、配合技術、      
生産技術等を組み合わせることで、ポリエチレンの各用途にあわせた最適かつ高性能な材料を 
設計しています。 
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  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、「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ることで、ポリエチレンの新たな価値を創造し、                        
ＫＡＩＴＥＫＩ社会※ の実現に貢献したいと考えています。 
 

  ※ KAITEKI社会とは、三菱ケミカルホ－ルディングスが提唱する社会で、｢人にとっての心地よさに加えて、社会に    

    とっての快適、地球にとっての快適｣ をあわせ持ち、真に持続可能な社会を意味しています。 

  

 

 

環境・安全を考慮した製品開発 

軽量化の追求 
  近年自動車の燃費向上によるCO2削減の 

観点から、我が国においても鋼製タンクに比較 

して軽量化が可能で且つ、形状の自由度に勝る 

樹脂製燃料タンク（Plastic Fuel Tank）の採用 

が拡大しています。燃料タンク用素材に求め    

られる要求性能は、燃料透過防止性能や高い 

衝撃性、耐久性の確保等、非常に厳しいもの   

ですが、弊社では更なる燃料タンク軽量化に 

向けた樹脂材料の開発を積極的に推進し、 

環境負荷低減に寄与できる製品の提供を 

続けてまいります。 

 

ポリエチレン製多層燃料タンク 

株式会社 ＦＴＳ様 

（車種/トヨタ自動車株式会社様 「プリウス」） 



abcd 

13 

  近年ＣＯ２削減や再生可能エネルギー推進の 

観点から太陽光発電が注目されています。 

太陽光発電に用いられる太陽電池モジュールに 

は、水分、紫外線、衝撃などから、発電素子 

（シリコンセル）を保護するため、封止材と 

呼ばれる樹脂シートが使用されています。 

太陽電池は長期にわたって使用されるため、 

封止材には、透明性、水分進入防止、長期耐久 

性など厳しい品質が求められます。 

  弊社メタロセンポリエチレン「カーネル」使用 

した封止材は、優れた品質を持っており、太陽 

電池モジュールの信頼性を大幅に向上させる 

ことができます。 

  弊社では、封止材に向けた樹脂材料の                                               
開発を積極的に推進し、環境負荷低減に寄与 

できる製品の開発を続けて参ります。 

太陽電池モジュ－ル用樹脂の開発 

太陽電池イメ－ジ図 

太陽電池モジュ－ルの写真 
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  バリアフリーを考慮した製品開発 

   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、「バリアフリー」な社会を目指して、広くお客様のニーズにお応え
できる材料の開発を進めることで、ポリエチレンの新たな価値を創造したいと考えています。 

  食品パッケージは、ライフスタイルの 
変化や少子高齢化を反映して、 より  
「個包装」＝小さい単位での包装化が 
進んで います。その結果、様々な食品を
取り出す毎に、パッケージを開封して  
いることになります。ボトルのキャップを
開ける、包装を引裂くことを毎日何回も 
繰り返しています。私どもは、この「開封」
という作業をいかにストレスフリーとする
か、お年寄りの方でも簡単に開けること
ができるか、ハサミやナイフを使わずに
綺麗に切れるか等に取組んで参りました。               

  その答えが 「KIRE-POLYTM 」 です。 

  従来のポリエチレン製包装材は、「食品を
守る」という観点で「強度」が求められて    
いました。この「強度」が、「手では切れない」  
という原因となっていましたが、     
「KIRE-POLYTM」技術によって食品パッケージ  
にとって必要な強度を保ちながら、「簡単に、
手で、まっすぐ切れる」パッケージを実現   
しました。                       

  毎日繰り返される「開封」をもっと KAITEKI 
に、 「KIRE－POLYTM」 が目指す社会貢献    
です。 

   KIRE-POLYTM 

｢滑らかにカットが可能｣ 

｢写真は当社ポリエチレン樹脂を                         
配合したフィルムサンプルです｣ 
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KIRE-POLY TM 開発事例 

採用実例（大手食品メーカー） 

・工場内から、袋を開封する為の刃物が一掃できました。 

・良好な横カット性により、包材由来の異物混入を防止できました。 

・高剛性により薄肉化を図り、かつ耐衝撃性は維持することができました。 

米袋試作品 

手で簡単に開けられます 

形状の工夫で米が注ぎ易くなりました 

植物由来ポリエチレンの開発  
                  

  植物由来ポリエチレンは、CO2削減に大きく寄与 

すると同時に、既存の加工設備・リサイクルシステム 

をそのまま活用できる素材として、様々な用途での 

活用が期待されています。 

  日本ポリエチレンは、植物由来ポリエチレンが 

より多くの用途でより容易に使えるよう、日本ポリ 

エチレンが保有するポリエチレン樹脂およびポリ 

エチレンの成形加工に関するノウハウを活用し、 

植物由来ポリエチレンをベースとした製品の 

開発・販売を実施しています。 

 

包装材料に植物由来ポリエチレンを配合 

森永製菓株式会社様 ウイダーｉｎゼリー 
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「日々の生活をもっとKAITEKIに」 

   研究開発センター ２グループ 

      前山 智明 

 

  私は太陽電池封止材用の材料開発を行っています。 

この分野では、歴史的にエチレン・酢酸ビニル共重合体                                                      

（EVA）が使用されていますが、弊社のメタロセン 

ポリエチレンであるカーネルの特長を活かした新たな 

封止材用の材料開発を行っています。 

長年実績のある現行品より、高品質で高機能な材料を 

開発するというチャレンジングな目標ですが、開発品に対してお客様から高評価を                   

頂いた際には開発者冥利に尽きます。 

  弊社材料を用いた太陽電池による環境への貢献（CO2の削減など）ができるように、               

また競争が厳しいポリエチレン業界を生き抜いていくためにも、高機能ポリエチレン                      

の開発に力を入れていきます。 

 

「お客様との更なるパートナーシップの強化に向けて」 

   産業資材営業本部 射出・押出グループ 

      八木 千裕 

 

  私は、パイプなどインフラ関連用途を中心に営業をして                                                                  

おります。ポリエチレン製パイプは耐久性と耐震性に優れ、                                                                 

軽量で施工性も良いため、上下水道管・ガス管市場で好調                                                                 

にシェアを伸ばしています。数十年に及ぶ長期の性能維持                                                                

を求められますが、当社の開発力・製造力・品質管理力を                                                                         

活かせる大事な分野と考えています。 

  激しい競争下にある国内のポリエチレン市場を生き抜く                                                                         

ためには、お客様から製品開発のパートナーとしてこれから                                                                             

も信頼され選ばれるメーカーであり続けなければなりません。    

  一歩先の開発に向けて、営業として新しい市場に繋がる情報をキャッチアップして                            

いくよう、より一層のスピード感を持って取り組んでいきます。 

製品開発・販売活動への私の想い 
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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（ISO9001:2008）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。 

さらに自動車分野の品質マネジメントシステム（ISO/TS16949:2009）の認証を大分工場を 

サイトとして取得し、顧客からも高い評価を得ております。 

  また、昨年から日本バイオプラスチック協会の会員となり、環境に調和した循環型社会の  

実現に向けた活動にも参画しています。 

  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対応、UL                                     

（Ｕｎｄｅｒｗｒｉｔｅｒ‘ｓ Ｌａｂｏｒａｔｏｌｉｅｓ ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ）規格認定の取得等の対応を行っています。 

 

 

    品質情報の提供 
     日本ポリエチレンでは、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（開示）を行っ 

  ており、顧客満足度向上に寄与しておりま 

  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      

メーカーとして参画しています。     
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化学物質の管理 

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（SDS)などの提供を迅速に対応する 
ため、先に述べたインターネットを利用した双方向情報交換システム、eFACE 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。  

お客様との情報交換システム 

グリ－ン管理のPDCAサイクル 

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

お客様
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

お客様
ニｰズ

事業
計画

REACH規制の枠組みについて 

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   
参ります。 

    

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 に対して
も整備を進めています。 EUの規制で  
あるＲEACHについては予備登録期間も
過ぎ、適切な登録維持を行っております。 

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
SDSの整備を取り進めています。 
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５．地域・社会とともに 

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

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、   
地域に貢献しています。 

      川崎工場  

    地域清掃活動 

    水島工場                                                                                    
「倉敷市ごみゼロ活動 」               

社会貢献 

地域社会への貢献 

     地域社会への貢献を目的として、従業員が中心となり、工場周辺の清掃活動を
定期的に実施しております。 
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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。 

  レスポンシブルケア地域対話 
    大分地区では、地域の方々をお招きし、工場見学や意見交換会を開催し、レスポンシブ
ルケアへの取り組みを地域の方々に ご理解を頂いております。     

大分工場  レスポンシブルケア地域対話 
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６．お取引先とともに 

購買活動 

基本的な考え方 

    日々の事業活動を継続的に行っていくためには、原材料のサプライヤー（製造メーカー、
仕入先）など数多くのお取引先様の協力が不可欠です。                                                                    

    お取引先様とともに持続的に事業の成長と社会的な貢献、責任が果たせるよう、公平で
公正な取引を実践し、お互いの信頼関係を醸成していくよう努めています。 

 

CSR調達への取り組み 
    お取引先様には、弊社のCSR（Corporate Social Responsibility）への取り組み状況を
ご説明し、また、活動状況をお聞かせいただき、コミュニケーションを取っております。    
また、アンケートによる調査も実施し、サプライヤー各社の取り組み状況について確認して
おります。 

 

  重点内容としまして、以下の４点が挙げられます。 

     １．法令・社会規範の順守 

    ２．環境保全と安全性の確保された製品・サービスの提供 

    ３．人権尊重と労働環境の改善・向上への取組 

    ４．適切な品質・価格・確実な納期・迅速な情報提供 

  

  一方、当社のお取引先様より、当社の製造工程だけでなく、製造工程に使用する原材料
の調達の管理についてもお問合せを受けます。購入原材料のリスク評価を行い、リスクの
高い品目については、在庫方法の見直しや複数ソースの確保など、具体的な対策を進めて
おります。 

  BCP（Business Continuity Planning）の観点からも、サプライヤ－に製造から輸送まで
サプライチェーンに関する質問をさせていただくなどして、最新情報の収集を行い、リスクの 

低減に努めております。 
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７．従業員とともに 

人材育成 
  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目標管理制度を運用することで、人材の育成に取り組んで
います。 

 

教
育
体
系 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
研修

管
理
職

国際化研修

一
般
社
員

経営者・幹部
育成研修

管理者・新人
研修

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ
研修

公
募
研
修

 
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル

人
権
研
修

通
信
教
育
・
資
格
取
得
援
助

経
営
セ
ミ
ナ
ー

 　TOEIC
 　受験料
 　補助

語
学
ク
ラ
ス
レ
ッ
ス
ン

(

英
語
授
業
料
補
助

)

海
外
派
遣
英
語
研
修

Ｍ
Ｂ
Ｏ

新
任
管
理
職
研
修

M
B
O

職
位
者
研
修

新入社員
定着支援

中
堅
管
理
職
強
化
研
修

経
営
学
講
座

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修

人権・雇用 

  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。 
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ＣＳＲに対する考え方 
  環境や社会といった広範な価値と、企業自身の事業継続性や成長性を高め、より良い 
社会の創造に繋げていくことがＣＳＲの基本と考えており、ポリエチレン樹脂の製造･販売
を通じ、多くのステークホルダーの皆様の要請にバランスよくお応え致します。そのために、
コーポレートガバナンス（企業統治）の強化、リスク管理の強化、コンプライアンス           
（企業倫理）の徹底を図っております。 
 

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 
  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（顕在化の防止） 危機管理（顕在化した場合の対応）

リスク管理規程

リスク管理委員会規則

危機管理委員会綱領

危機管理委員会運営マニュアルリ

ス

ク

管

理

委

員

会

危

機

管

理

委

員

会

＜審議／報告事項＞

・リスク管理システム整備・
運用に関する重要事項

・重大リスクの管理目標・リ
スク対策

・リスク管理に必要な規則
類の制定・改廃

・その他リスク管理に関す
る重要な事項

＜審議／報告事項＞

・危機の特定と個別対応区
分の整理

・情報の収集､整理､記録､
配布及び報告

・関係官庁､親会社・関連
会社、他社ﾄｯﾌﾟ層との連絡

・対策に必要な資金／備品
調達の決定

８．社会信頼 
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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
企業倫理についての基本的な考え方

・行動規範
社会に対する自覚と責任に関する行動規範

社会に信頼される経営を実践するための行動規範
遵法精神に関する行動規範
節度ある行動と責任を果たすための行動規範
社員の人格と個性を尊重するための行動規範
独占禁止法等の遵守に関する行動規範
その他の重要な行動規範

・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

基本方針の策定、規則の制定・改廃
推進状況の確認
違反被擬事案の調査、評価及び処理方針の決定
重要事項の決定

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。

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
支店長、ｾﾝﾀｰ長、工場長、ＧＭ・ＧＬ

実施内容 

 ・ 職制対応研修の実施 

 ・ 職場内教育の実施 

 ・ 三菱化学グループコンプライアンスネット研修、意識調査に参画 
 

 

  ホットライン 

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

（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） ホットライン（コンプライアンス関連ﾃﾞータベース）、又は電子メールでコンプライアンス 

   推進責任者への申出 

（３） 三菱化学グル－プの顧問弁護士への申出 



abcd 

25 

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 

９．ＲＣ活動の方針、システム 

ＲＣ推進体制 

日本ポリエチレンの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、最重要となる全社の   
ＲＣ活動をトップダウンで実行して   
おります。 

  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

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、方針を以下のように明確に定めて   
います。特に、最近の重大保安事故の発生を受け、石油化学工業協会が 策定した   
「産業保安に関する行動計画」を遵守し、事故・災害ゼロを産業保安に関わる数値目標と
して掲げ、リスクアセスメントの実施、事故情報の有効活用、人材育成、技術 伝承などに  
愚直に取り組み、これからも信頼され続ける企業として、活動してまいります。  
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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） 。 

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。 

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

ＲＣ活動のＰＤＣＡサイクル 
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日本ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ登録範囲 登録年月 

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 

1995年3月 

ＣＰ：コンパウンドの略 

マネジメントシステム 

  日本ポリエチレンでは、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・大分両工場は独自に、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 

ISO/TS 16949登録状況 

日本ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ登録範囲 登録年月 

    大分工場 2011年5月 

ＣＰ：コンパウンドの略 

JQA版 

工  場 最新登録年月 

鹿 島 工 場 2010年 3月 

川  崎  工  場 2010年 6月 

水 島 工 場 2009年 3月 

大 分 工 場 2010年12月 



abcd 

28 

２０１２年度 ＲＣ活動実績 

   ２０１２年度は、１６項目の目標を設定し、１４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88%以下

原単位、CO2排出量ともに
目標達成

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 ５１%削減

PRTR排出量 適正管理継続

埋立量７t以下を目標 埋立量 ２tで目標達成

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 １件発生 ×

労働災害ゼロ
社員休業 １件発生

×

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 認定(川崎・大分)維持継続 ○

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 ○

○

保
安
防
災

労
働
安
全

労働災害の防止

共
通

グループＲＣ活動

○

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

○

○

○

環
境
保
護

化
学
品

安
全
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安全成績 

保安事故 

  2012年度は、軽微な保安事故が１件 
発生しており、二度と発生させないために 

自主保安および設備信頼性の向上、装置
の安全性評価を行い、目標となる保安事
故ゼロを達成します。 

年  度 2008 2009 2010 2011 2012 

保安事故数 0 0 0 0 1 

１０．安全活動事例 

労働災害実績 

  2012年度は社員の休業災害が１件発
生しております。作業時のＫＹ(危険予知)

活動や、作業ＳＲ(Ｓａｆｅｔｙ Review)の実
施など、安全のための活動を引き 続き行
い、ゼロ災を目指します。 

保安防災活動 

   日本ポリエチレンでは、「保安事故・労働災害ゼロ」の目標達成のため、各種活動に  

取り組んで おります。 

年 度 2008 2009 2010 2011 2012 

社員 

休業 0 0 0 0 1 

不休業 1 0 0 1 0 

協力 
会社 

休業 1 0 0 1 0 

不休業 1 0 3 0 0 

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。 

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 Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ） 

  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、要件に従い2年以上の連続運転が可能となります。 

  日本ポリエチレンにおいては、全ての工場でこの認定を取得し2年間の連続運転を継続して 
おり、自主保安のさらなる向上を図って行きます。 

工  場 高圧ガス認定事業者 ボイラー等2年連続運転認定 

鹿島工場 ２０１２年 ６月 取得 ２０１２年 ３月 取得 

川崎工場南地区 ２０１０年 ３月 更新 ２００９年 ８月 更新 

水島工場 ２００８年１２月 更新 ２００７年 ６月 更新 

大分工場 ２００９年１２月 更新 ２０１０年 ２月 更新 

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 
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  川崎： 消火訓練 研究開発センタ－： 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。 

労働安全・労働衛生 

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” を達成します。  

 

鹿島： 運転員による４ラウンドＫＹ 
  安全活動・施策 例 

ハード面 

・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 

ソフト面 

・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 
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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、三菱化学の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。  

川崎： 高所移動体験研修 

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。 

研究開発センタ－： 社長安全表彰 

大分： 交通安全活動 

鹿島： 事業所安全表彰 

川崎： 有機過酸化物の取扱い講習会 
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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    
フレコン及びインナーバルクコンテナ
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。 

 

 

 

  ワンウェイフレコンについては、   
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、パレットへの
再使用を取り進めています。パレット
への再使用は、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、リサイクルを取り進めています。 

 

 

 

  インナーバルクの内袋については、
産廃処理を行っておりましたが、これ
を破砕後、防塵用フィルムに製作し、
当社製品の防塵用に使用する事を 
取り進めています。 

３Ｒの推進（自社の活動） 

紙製容器 － 

・紙袋 事業系一般廃棄物処理 

プラスチック容器 － 

・ランニングフレコン 洗浄後に再使用中 

・ワンウエイフレコン 再生使用を取組中 

・ポリ重袋 再生使用を取組中 

・バルクライナー内袋 再生使用を取組中 

製品容器の再生使用状況 

樹脂パレット材の再生使用 

ﾘｻｲｸﾙ 

ﾘｻｲｸﾙ 

ﾌﾚｺﾝ 樹脂ﾊﾟﾚｯﾄ 

  １１．環境改善への取り組み 

環境事故ゼロの継続 

  日本ポリエチレンでは、2003年の会社設立以来、環境事故は発生しておらず、事故ゼロ
の目標を達成しております。引き続き、環境に係るさまざまな取り組みを推進することで、  
環境事故ゼロを継続して行きます。 
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排水の管理 

  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、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。  

大気・水の汚染防止 排水定期検査 

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。 

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

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。 

 

一時分離器 

最終分離器 
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埋立処分量の推移 

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。 

〔集計期間：2012年4月～2013年3月〕 

ＰＲＴＲおよびＶＯＣ 

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。 
  今後とも環境への排出削減を進めて行きます。 

廃棄物の削減 

ゼロエミッションの達成 

  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に「新ゼロエミッション※１ 」
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、2012年度は2ｔ(0.02%)と当初の
目標に対し、大幅な削減が可能となりました。 

  これからも産業廃棄物の排出（発生）削減、再使用、再生利用の３Ｒ※２に努め、目標を 
継続して達成すべく、活動して参ります。   

※１ 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。    
※２  ３Ｒ：Reduce(排出削減）  Reuse（再使用）  Recycle（再生利用） の略称 
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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。 

   2012年度は、VOC法規制値（2000年対
比30%削減）を超える51%の削減を実現し
ております。 

ＶＯＣ排出実績と削減計画 

〔集計期間：４～３月〕 

VOC回収設備 

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、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。 

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
など常に第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 

  日本ポリエチレン発足以来第７号になりますＲＣレポート２０１３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                        

おりますので、宜しくお願い申し上げます。 


