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日本ポリプロは、2003年10月に、日本ポリケム株式会社とチッソ石

油化学株式会社のポリプロピレン樹脂部門の事業統合により、国
内 大級のポリプロピレンメーカーとして発足いたしました。

化学企業として社会の「持続可能な発展」と自らの「信頼と発展」を
可能とするために、レスポンシブル・ケア（ＲＣ）活動を推進していま
す。私たち日本ポリプロは「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。

ごあいさつ

日本ポリプロのミッションは、下記のとおりです。

◇世界トップレベルの技術でお客様と共に新たな価値を創造する。
・多彩なポリプロピレンを通じて豊かな暮らしに貢献する。
・持続的な安定収益基盤を確立し、企業価値を高める。
・社会規範を遵守し環境との調和を図る。
・社員の自主性や創造性を尊重する企業文化を大切にする。

これらの目標実現に向けて、中期経営計画（2008-
2010)の基本方針の第1番目に環境対応力強化を
掲げ、地球環境問題（CO2削減、3R）への戦略的・
能動的Solution具現化を目指します。

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
当社の総合力を発揮していきます。

後に、この『ＲＣレポート2008』が多くの皆様との

コミュニケーションの良きツールとなり、率直なご意
見を賜ることができれば幸いと存じます。

2008年10月

取締役社長
阿部正浩
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１．会社概要

日本ポリプロの概要・事業内容です。 （平成20年4月1日現在）

・商号 日本ポリプロ株式会社
Japan Polypropylene Corporation

・発足 平成15年10月1日
・資本金 50億円
・事業内容 ポリプロピレン樹脂の製造、販売および研究開発
・生産能力 ポリプロピレン 1,082,000Ｔ／Ｙ
・売上高 約2,000億円
・総資産 約1,000億円
・従業員数 約700名
・株主 日本ポリケム株式会社（65％）

チッソ石油化学株式会社（35％）

☆☆ 鹿島工場

☆☆ 川崎工場

☆☆ 五井工場

☆☆ 四日市工場(霞地区）

☆☆ 水島工場

☆☆ 四日市地区（東邦地区）
(一部、五井地区にセンター機能あり）

・重合技術センター
・第１材料技術センター
・第２材料技術センター

大阪支店

名古屋支店

☆ 本社

☆☆ 鹿島工場

☆☆ 川崎工場

☆☆ 五井工場

☆☆ 四日市工場(霞地区）

☆☆ 水島工場

☆☆ 四日市地区（東邦地区）
(一部、五井地区にセンター機能あり）

・重合技術センター
・第１材料技術センター
・第２材料技術センター

大阪支店

名古屋支店

☆ 本社

☆☆ ＩＳＯ９００１＆１４００１認証取得事業所
☆ ＩＳＯ９００１認証取得事業所

但し川崎工場浮島地区はエクソンモービルＯ
ＩＭＳを運用。

日本ポリプロ（株）の履歴
●日本ポリケムグループの成り立ち

昭和電工 新日本石油化学

日本ポリオレフィン

三菱化学 チッソ石油化学

日本ポリケム（ＪＰＣ）

日本ポリエチレン（ＪＰＥ） 日本ポリプロ（ＪＰＰ）

（注）数字は出資比率を表す

日本ポリケムグループは、平成１５年８月、日本ポリエチレン株式会社および日本ポリプロ株式会社
の発足に伴い、新たに両社の持株会社としてスタートした日本ポリケム株式会社で構成されます。

65％ 35％
35％

100％

65％ 35％42％ 58％

●日本ポリケムグループの成り立ち

昭和電工 新日本石油化学

日本ポリオレフィン

三菱化学 チッソ石油化学

日本ポリケム（ＪＰＣ）

日本ポリエチレン（ＪＰＥ） 日本ポリプロ（ＪＰＰ）

（注）数字は出資比率を表す

日本ポリケムグループは、平成１５年８月、日本ポリエチレン株式会社および日本ポリプロ株式会社
の発足に伴い、新たに両社の持株会社としてスタートした日本ポリケム株式会社で構成されます。

65％ 35％
35％

100％

65％ 35％42％ 58％
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ＲＣ推進体制・活動について
日本ポリプロの各工場・センターは、各親会社事業所内にあることより、環境保全・保安
防災等の管理業務は親会社に委託して、各事業所で一体運営を行っています。
日本ポリプロでは、それらを踏まえて、各親会社と協調しながら、全社で必要とする横断
的なＲＣ活動を、社長を議長とするレスポンシブル・ケア（ＲＣ）推進会議で、前年度ＲＣ活
動の実績評価を行い、次年度ＲＣに関する方針や計画を審議決定して活動しています。

２．ＲＣ活動

２００８年 各場所ＲＣ監査状況

工場・センター名 ＲＣ監査日

水島工場 ０８．２．７ ＊

鹿島工場 ０８．９．２４ ＊

五井工場 ０８．９．１６

四日市工場 ０８．９．２４ ＊

川崎工場（千鳥） ０８．１０．２５

川崎工場（浮島） ０７．１１．２７

３技術センター ０８．７．８ ＊

■ＲＣ推進体制

ＲＣ活動のＰＤＣＡ
ＲＣ活動を円滑に、かつ有効に機能させていくためには“ＰＤＣＡサイクル”が不可欠で、
活動が着実に行われているか、問題点があれば、早期に是正し、改善して新たに進め
ることが必要です。各工場では各親会社により、定期的にＲＣ監査が実施されており、日
本ポリプロからも、適宜監査に参画しています。

＊は親会社のＲＣ監査に参加

ＣＨＥＣＫ

ＡＣＴＩＯＮ

活動状況を確認し、見直す

活動内容や計画の進捗を確認！

ＤＯ

ＰＬＡＮ

目標達成の為に全員で努力！

年度毎にＲＣ活動の計画＆目標を立てる

ＣＨＥＣＫ

ＡＣＴＩＯＮ

活動状況を確認し、見直す

活動内容や計画の進捗を確認！

ＤＯ

ＰＬＡＮ

目標達成の為に全員で努力！

年度毎にＲＣ活動の計画＆目標を立てる

三菱化学
水島事業所

三菱化学
鹿島事業所

水島工場

三菱化学
四日市事業所

技術ｾﾝﾀｰ

ﾁｯｿ石油化学
四日市工場

ﾁｯｿ石油化学
五井製造所

五井工場

四日市工場

注：技術センターは重合技術、第１材料技術、第２材料技術センターの３センター。支店は大阪、名古屋支店

日本ポリプロ
本社

日本ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
川崎事業所

川崎（千鳥）
工場

日本ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
川崎事業所

川崎（千鳥）
工場

東燃化学
川崎事業所

川崎（浮島）
工場

東燃化学
川崎事業所

川崎（浮島）
工場

鹿島工場
日本ポリプロ

支店
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ＲＣ情報交換会
三菱化学グループでは、保安・安全・環境・化学品
管理などに関する様々な事項について、定期的に
情報交換会を開催しています。右の写真はその会
議風景です。日本ポリプロはこのような会議から、
必要な事項について、積極的に水平展開をはかっ
ています。

■ＲＣに関する方針

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

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。

ＲＣ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
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

ＲＣ活動のネットワーク
日本ポリプロでは、下表に示すように親会社、関係会社、関係業界との情報網を整備し
、ＲＣ活動を円滑に行うための仕組みを形成しています。
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■マネジメントシステム

環境マネジメントシステム（ISO14001）
環境マネジメントシステムは、親会社の事業所とともに取得しています。登録証には事業
所代表の社名が記され、付属書に関連会社として、日本ポリプロの名前が記されていま
す。

  

品質マネジメントシステム(ISO9001)
品質マネジメントシステムは、本社、全工場、各技術センターおよびコンパウンド（ＣＰ）
センターで取得し、運用されています。

労働安全衛生マネジメントシステム(OHSAS18001)
労働安全衛生マネジメントシステムは、各工場共に導入していませんが、各親会社導入
計画に沿って対応する考えです。

工場・センター 取得年月
水島工場 ２０００年　３月
四日市工場 ２００１年　１月
川崎工場(千鳥） １９９８年１０月
川崎工場（浮島） ＊１
五井工場 １９９９年１２月
鹿島工場 ２００１年　３月
重合技術センター
第１・２材料技術センター １９９９年　７月

環境マネジメントシステム登録状況(ISO14001）

＊１：ＩＳＯ項目を包含したエクソンモービル社ＯＩＭＳを運用

本社・工場・センター 取得年月

本社
鹿島工場、五井工場
四日市工場、水島工場
川崎工場(千鳥、浮島地区）
第１材料技術センター
第２材料技術センター
ＣＰ生産管理センター

１９９５年　３月

品質マネジメントシステム登録状況(ISO9001）

写

写
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上記の表は日本ポリプロとして、本社・工場および技術センターで行っている諸活動をまとめ、定性
的に評価したものです。

■‘07年度 ＲＣ活動結果

項目 目標 結果 判定 参考

環境汚染トラブル “ゼロ” “ゼロ”達成！ ○

環境管理システム ＩＳＯ１４００１維持更新 維持更新を継続中 ○ ＊

環境保全・環境維持 大気　（ＶＯＣ物質の削減） 削減策の計画実行決定 ○ ＊

　　　　 （ＰＲＴＲ物質の削減） 削減中 ○ ＊

水質　（排水管理の徹底） 排水管理の継続中 ○ ＊

　　　　（ペレット漏出防止） 漏出防止処置の維持中 ○ ＊

土壌　 （土壌汚染の防止） 汚染トラブルなし ○

省エネルギー・ＣＯ２削減 原単位向上（生産部門） 原単位低減 ○ ＊

　　　　　　　 （運輸部門） 特定荷主で対応、省エネ１％達成 ○ ＊

廃棄物の削減 産廃削減 終処分量（埋立）の削減中 ○ ＊

廃プラ埋立ゼロ化 埋め立てゼロ化取組中 ○ ＊

顧客対応　（軽量、薄肉化等）顧客技術サービス継続中 ○ ＊

業界活動 プラスチック処理促進協会で活動中 ○ ＊

品質管理システム ＩＳＯ９００１維持更新 維持更新を継続中 ○ ＊

食品衛生関連 業界活動 ポリオレフィン衛生協議会で活動中 ○ ＊

ＱＡ／ＰＬ 顧客グリーン調達対応 管理体制の強化策取組中 ○ ＊

法規制対応 法規制対応 Rohs、ＧＨＳ、ＲＥＡＣＨ等対応中 ○ ＊

保安事故 “ゼロ” “ゼロ”達成！ ○ ＊

労働災害 “ゼロ”　 社員（不休業１件） × ＊

諸活動の展開 安全見直し活動 実施中 ○ ＊

（保安防災・労働安全） 防災訓練の実施 計画実行中 ○ ＊

高圧ガス自主保安認定 認定取得維持 ○

技術伝承・安全情報ＤＢ 活用中 ○ ＊

安全ネットワーク活動 活動継続中 ○ ＊

取扱物質管理 特に問題なし ○

物流安全活動 納入時荷役作業見直し 作業実態の把握中 ○

ＣＳＲ対応 各種規程類の整備 コンプライアンス委員会発足等 ○ ＊

企業情報の開示 ＨＰ運用＆リンク充実 実行中 ○ ＊

グループＲＣ活動 諸活動の参画 各種会議、活動への参画中 ○ ＊

備考　　＊印はＲＣレポートに詳細が示されます。

保
安
防
災
・
労
働
安
全

共
通

２００７年度日本ポリプロ㈱　活動結果報告

環
境
保
護

プラスチックの３Ｒ推進
　（再利用・省資源・再生）

品
質
保
証
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環境問題への対応について
日本ポリプロは、中期経営計画（2008-2010)の基本方針の第1番目に環境対応力強化

を掲げ、環境問題（CO2削減、３Ｒ）への戦略的・能動的Solution具現化を目指します。
具体的には、下記6項目を重点取り組みとし

・製造エネルギー原単位の改善
・お客様への環境負荷低減の提案
・環境配慮製品の開発
・グリーン物流推進
・３R推進
・排出物根絶（廃棄物、ＶＯＣ、廃水・・・）

全業務を通じて地球環境保全に貢献致します。

■製造エネルギー原単位の改善

エネルギー原単位の推移
（社）日本化学工業協会が業界の自主目標として、2012年度までにエネルギー原単位
を1990年度の87％にするという目標を掲げていますが、日本ポリプロでは、2007年度
に1990年度の60％と、目標をはるかに上回る原単位の向上を達成しております。

0
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３．具体的な取り組み

(TJ/Y)

石化協 年度別報告データより



10

BCD
A 日本ポリプロ株式会社

1系列当たりの公称能力 気相法設備比率

1990年 57kt 1990年 13%

2007年 90kt 2007年 36%

CO２排出量の推移
京都議定書で求められているのはCO２排出量の「絶対量の削減」のため、 CO2排出量
の推移も示します。また、CO２排出量は生産量の増減に関係するため、エネルギー原
単位は1990年度比大幅改善しているにもかかわらず、生産量が1990年度比大幅増加し
たため、大きな削減には至っていない状況です。
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この大幅な原単位の向上は、徹底した省エネルギー活動と、製造設備の大型化、およ
び、省エネルギー型の気相法へのプロセス転換によるものです。

石化協 年度別報告データより
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オフィス・家庭での省エネ
国内のＣＯ２排出量は右の図でも判るように、家庭・オフィス（業務）でのＣＯ２削減が重
要である事が判ります。日本ポリプロでは、この分野でも、親会社の活動計画（チームマ
イナス20%）に歩調を合わせて活動していきます。

家庭での取り組み
親会社の、ＭＣＨＣ（三菱化学ホールデ
ィング）グループではグループあげて全
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削減に取り組もうとしています。

※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
日本ポリプロ本社では、今までのクー
ルビズのほか、昼休みの消灯等を実
施しています。

■オフィス・家庭での取り組み
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日本ポリプロでは「環境」「安全」をキーワードとして、自動車、食品医療をはじめ様々な
分野において、広くお客様のニーズに応える材料開発に努めています。

■環境・安全を考慮した製品開発

◇自動車の軽量化、ＣＯ２削減へ向けて

高性能ＰＰと複合化技術により自動車部材の軽量化を進めています。
高剛性・低比重・薄肉化、発泡成形技術
金属等、他の素材からの代替

自動車用自動車用PPPP材料の物性範囲材料の物性範囲

1
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複合PP性能範囲

ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ部品

外装部品
ﾌ
ｧ
ﾝ
ｸ
ｽ

ﾀ
ｰ

ﾆｰﾄPP性能範囲

ﾎﾓPP

高剛性
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中衝撃
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構造部品

GF-PC 内装部品

高衝撃
ICP、

ﾆｭｰｺﾝ

軟質PP

→ 軽量化による燃費向上
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◇食品容器の軽量化、ＣＯ２削減へ向けて

高性能ＰＰ（ニューフォーマー）と多層発泡シート化技術により食品容器の軽量化を進
めています。

→ 多層発泡シート エコロＥＸシート®

●発泡層を高剛性フィラー層で挟む多層構成により
大幅な軽量化、樹脂量削減を達成（－３５％）

●単層発泡に較べ、シャープな成形、厚みの低減が
可能なため、スタック高が低く、物流効率に優れます。

断面写真 ES6117：1.0mm厚，比重0.45g/cc

発泡層
（3.5倍発泡）

ﾌｨﾗｰﾄﾞPP層(赤)

ﾌｨﾗｰﾄﾞPP層(黒)

ﾅﾁｭﾗﾙPP層

ﾌｨﾗｰﾄﾞPP層(黒)

ﾅﾁｭﾗﾙPP層

スタック高比較（トレー５枚重ね）

エコロＥＸ
４０ｍｍ

単層発泡
９５ｍｍ

ＰＰへの素材変更により食品容器の軽量化を進めています。
→ ヨーグルト容器の素材変更によるＣＯ２削減
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24

貨物分野において、輸送事業者に加えて、荷主となる事業者に対し省エネルギーの取組についての義務付けを行う。

特定荷主 ⇒ （年間３０００万トンキロ以上の場合）責務

・０７年４月 Ｈ１８年度の貨物輸送量を提出 ⇒ 特定荷主の確定

・０７年９月 初年度（Ｈ１９年度分）の計画提出＝（エネルギー消費量削減計画）

初年度（Ｈ１８年度実績）の報告 ＝（エネルギー消費量j実績）

地球環境保護

省エネ（ＣＯ２削減）：主担：主担 ＪＰＣ統括部ＪＰＣ統括部 物流Ｇ物流Ｇ

Ｈ２０ 2008Ｈ１９ 2007Ｈ１８ 2006Ｈ１７ 2005

８月 公布 ４月 施工

２．１７ 各運輸会社へ説明会

Ｈ２０年度以降の報告は毎年６月末日、初年度のみ９月末日に延長Ｈ２０年度以降の報告は毎年６月末日、初年度のみ９月末日に延長

６月 報告９月 報告

４月 報告(荷主特定へ）

船輸送

■グリーン物流の推進

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、
次のテーマに取り組んでいます。

07年度のエネルギー原単位削減実績
は06年度28.4kl/kton･kmに対し、07年
度27.8kl/kton･kmと2.1％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7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、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。 09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。

ﾊﾞﾙｸｺﾝﾃﾅｰ輸送による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Ｃ

Ｏ２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。

バルクコンテナ輸送
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■３Ｒの推進（自社の活動）

スキン層：
ＰＰ材

コア層：
ＰＰリサイクル材

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

樹脂パレット材の断面構造

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おります。

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
ーカーと協力して、パレットに再使用
する事としました。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
再使用を可能としました。この樹脂パ
レットを購入・使用することで、リサイ
クルを取り進めております。

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
進めております。

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
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業界の活動について
プラスチック処理促進協会は、廃プラスチ
ックを適切に処理し、資源として有効に利
用するシステムを確立するための研究開
発を行い、その普及を図る様々な活動を
行っています。日本ポリプロは協会の主た
る会員企業として、協会活動を支援してい
ます

技術開発支援
プラスチック処理促進協会では、使用済みプラスチックのリサイクル使用を高めるため、
毎年、適切なテーマを選定して技術開発を行っており、日本ポリプロも支援しています。

年度 開発テーマ

2007年 一般廃棄物系プラの乾式選別装置を用いたRPF用原料の開発

2008年 積層樹脂フィルムの相溶化による高効率材料リサイクル成形技術の開発

2007年は一般家庭で使

用された多様なプラスチッ
クの中から、塩化ビ樹脂
の分別率を高める活動で
す。

2008年は再利用が難しい

、異樹脂を使用した積層
樹脂フィルムを燃料原料と
して、再利用する活動です
。

協会のホームページアドレス http://www.pwmi.or.jp/home.htm

■３Ｒの推進（業界の活動）

http://www.pwmi.or.jp/home.htm
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産業廃棄物の排出削減
日本ポリプロでは、両親会社と同じ方
針で、2010年度までに「ゼロエミッショ
ン＊」を達成するとういう目標を掲げ
て、汚泥や廃プラスチックなどの産業
廃棄物の再使用およびリサイクルを
推進しています。

2007年度の 終処分率は約3％でし

た。廃プラスチックは順調に削減して
きましたが、定期修理時に発生する“
汚泥”や“がれき”等が残る課題となっ
ています。

今後も2010年度の目標達成に向けて
、きめ細かな排出量の削減やリサイク
ル率向上への取り組みを続けていき
ます。

年別統計値

■ 廃棄物削減の取り組み

廃棄物等発生量
2263ton(100%)

内部ﾘｻｲｸﾙ量
(０%)

内部減量化量
(０%)

工場埋立処分量
(０%)

工場排出廃棄物量
(37％)

外部ﾘｻｲｸﾙ量
(24%)

外部減量化量
(10％)

外部埋立処分量
(3%)

工場内 工場外

ﾘｻｲｸﾙ(有価物)量
(63%)

廃棄物等発生量
2263ton(100%)

内部ﾘｻｲｸﾙ量
(０%)

内部減量化量
(０%)

工場埋立処分量
(０%)

工場排出廃棄物量
(37％)

外部ﾘｻｲｸﾙ量
(24%)

外部減量化量
(10％)

外部埋立処分量
(3%)

工場内 工場外

ﾘｻｲｸﾙ(有価物)量
(63%)

■外部 終処分（埋立て）状況推移
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ゼロエミ目標

＊ゼロエミッション：”産業廃棄物の発生量を削減し、廃

棄物の 終埋立処分量を廃棄物発生量の１％以下とす
ると定義しています。
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ＰＲＴＲ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法）が、2001年度に施行さ
れました。これは環境汚染物質の原因
となる化学物質を製造、使用、貯蔵し
ている段階で、どの程度、環境中に排
出されているかを把握して国に届出を
する制度です。

日本ポリプロでは、届出をしている２物質の内、溶媒中に含まれていたトルエンは、‘02
年にトルエンフリー化に取組を始め、使用ゼロを達成しました。また冷凍機の冷媒とし
て使用しているクロロジフルオロメタンについても、代替物質への転換も含めて、排出
量の削減に取り組んでいきます。

 ＶＯＣ削減の取り組み
日本ポリプロでは、既存設備のＶＯＣ
放出ガス量の調査を行い、具体的な
削減計画を策定し、放出ガスの削減
に取り組んでいます。法規制設備に
ついては、H22年期末には目標とされ
る30％減を大幅に上回る削減が可能
な見込みです。

また、新プラントでは高機能のＶＯＣ
除去設備を設置しています。

新ポリプロピレンプラント ＶＯＣ除去設備

■ ＰＲＴＲ・ＶＯＣ削減の取り組み

Ｐ Ｒ ＴＲ 物 質 　 届 出 物 質 推 移 値
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ＶＯＣ削減（乾燥設備）計画＆実績

100
94

88
82

76
70

0

20

40

60

80

100

Ｈ１２ Ｈ１４ Ｈ１６ Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ２２

削
減

率
（

％
）

削減計画(自社）

削減j実績(自社）

削減計画(国）



19

BCD
A 日本ポリプロ株式会社

 

特定排水施設 A

公共水域へ事業所 合同処理場

雨水・他

プラント洗浄水等

プラント冷却水

（特定施設外）

中和処理施設

日本ポリプロ㈱
工場敷地

親会社 事業所敷地

各プラント

油・浮遊物分離施設等 公共水域へ

特定排水施設 A

公共水域へ事業所 合同処理場

雨水・他

プラント洗浄水等

プラント冷却水

（特定施設外）

中和処理施設

日本ポリプロ㈱
工場敷地

親会社 事業所敷地

各プラント

油・浮遊物分離施設等 公共水域へ

 水質　単位：（mg/l）　ｐｈ除く

実績( 大値）
2005 2006 2007

ｐＨ 5.8～8.6 7.2～7.8 7.5～8.2 7.5～8.0
ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量）
ＣＯＤ（化学的酸素要求量） 16　mg/L 12.0 14.0 13.0
ＳＳ（浮遊物質） 50　mg/L 11.0 6.0 11.0
n-ヘキサン 1　mg/L 0.5 0.5 0.5
窒素 5　mg/L 4.0 3.0 2.0
リン 3　mg/L 0.8 1.0 0.5

 大気　　　　

実績( 大値）
2005 2006 2007

硫黄酸化物 0.25 Nm3/Hｒ 0.010 0.010 0.010

ばいじん 0.15 g/Nm3 0.002 0.001 0.001
窒素酸化物 180 ppm 80 82 81

項目 自主基準

ボイラー

項目 自主基準

工
場
排
水

一
般
項
目

大気・水の汚染防止に対する取り組み
日本ポリプロの各工場は、ポリプロピレン樹脂の生産に必要な主原料や蒸気、水および電
気等のユーティリティーの大部分を隣接する親会社事業所、近隣企業から供給を受けてい
ます。また、排水設備等も親会社の事業所と共通設備で、公共河川や海水に流れる前に
処理しています。これらが、環境マネジメントシステムを親会社の事業所と一体取得する理
由となっています。

ここでは、ボイラー設備等を独自に
保有している四日市工場の大気、水
質データについて報告いたしますが
、全項目共に基準値以下に入ってい
ます。

（語句の説明）

海洋汚染防止（ペレット漏出防止）
日本ポリプロの製品形状は、ペレットと呼
ばれる粒状の物です。お客様にはフレコン
バッグや紙袋に充填して出荷しています。

日本ポリプロでは、工場からの流出を防止
するための漏出防止設備や設備点検等を
徹底して行っており、今後も漏出防止に万
全の策を講じていきます。

■大気・水の汚染防止の取り組み
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■化学物質の管理

法規制への対応

日本ポリプロでは、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
日本ポリプロでは、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
日本ポリプロでは、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

日本ポリプロ
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■品質保証活動

お客様満足への取り組み

日本ポリプロでは、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

日本ポリプロでは、様々な特性を備えたポリプロピレンを様々な用途、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

日本ポリプロは、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プロ
ピ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

日本ポリプロでは、先に述べたeFACE
（ efficient  application for customer)により、

グレードの物性表、ポリプロピレンの一般的
な性質等、様々な技術情報の提供を2007
年8月より開始しております。

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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■安全成績

保安事故実績
日本ポリプロでは2007年は“保安事故ゼロ
“を達成しました。引き続き、工場の安全・安
定・安心運転を確保するために、様々な活動
を継続的に行っていきます。

労働災害実績
労働災害は“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、作業時の
安全作業指示書の運用など、着実に安全の
ための活動に取り組み、“ゼロ達成”を目指し

ます。

 安全ネットワーク活動
各工場や技術センターの安全担当者で構
成される安全ネットワーク活動では、同じ
樹脂製品の製造プロセスを取り扱う知識と
経験を活かした安全活動を行っています。

保安事故件数 ０３ ０４ ０５ ０６ ０７

全場所合計 ０ ０ ０ １ ０

労働災害件数 ０３ ０４ ０５ ０６ ０７

社員休業・不休業 ０ ０ １ ２ １

協力休業・不休業 ４ ２ ３ ０ ２

●休業度数率推移

0.36

0.18 0.19

0.39

0.09

0.31

0.00

0.51

0.15

0.44

0.16

0.64

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

00 01 02 03 04 05 06 07

度数率

三菱化学

三菱化学グループ

日本ポリプロ

国内製造業

分野 安全ネットワーク調査項目

化学物質取扱い パーオキサイド取扱い見直し

保安防災 サイトグラス安全見直し

労働安全 耐火材落下見直し

労働安全 重量物取扱い作業見直し

環境汚染 ペレット漏洩対策

保安防災 ４Ｍ変更管理

保安防災 危険源掘り起こし活動

労働安全 フォーク作業（用途外）見直し

４．工場・センター安全活動

活動事例
下の写真は国内事故情報より、水平展開
を行って、スイッチ類の誤作動防止の為、
スイッチカバーを取り付けた１例です。

主な活動項目（２００７年～２００８年）
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四日市：防災訓練鹿島：防災訓練

重合技術センター：防災訓練 材料技術センター：防災訓練

各工場・技術センターでは、計画的に防災訓練を行ない、社員の防災意識を向上させ、
非常時に円滑に対応できるよう努めています。

（各種訓練等）

五井：空気呼吸器装着競技大会より

■保安防災活動

鹿島：有機ｱﾙﾐﾒｰｶｰの取扱い講習会に参加

五井：初期消火大会の訓練風景

（防災訓練）

五井：危害を想定した訓練風景
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（朝の安全呼びかけ運動：五井工場）

工場正門の前で 社内駐車場で

（定期修理作業時の工事安全）

安全宣言（五井）
朝の朝礼時に肩もみ運動（川崎）

（ＡＥＤの取扱い：材料技術センター）

■労働安全運動

（フォークリフト作業の安全講習会：四日市）
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技術伝承ＤＢを応用したＨＨ活動
日本ポリプロでは、全社に安全情報や技術伝承データベースを構築して、プラントや職
場の安全活動に活用しています。不具合はヒヤリハット情報で全員が情報を共有でき、
また適切な措置が取られるようツールとして活用されています。

体感研修
現在、三菱化学グループでは、危険に接する怖さを実体験する体感教育研修が行なわ
れており、日本ポリプロからも参加しています。様々なテーマで研修が開催されており、
火災、爆発、薬傷、挟まれなどの実験の見学や経験をすることで、一人ひとりの安全に
対する感性を高めています。

体感研修参加者の感想

■各種活動
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■地域とのコミュニケーション

近隣各社主催の臨海祭り：五井社員家族の工場見学：五井

鹿島灘の海岸清掃に参加：鹿島
一斉ｺﾞﾐｾﾞﾛｷｬﾝﾍﾟｰﾝに参加：水島

ＪＰＥ/ＪＰＰ/ＰＯ製造部では、４月１５日（火）岡山旭東病院とのＫＹ交流会を開催し

ました。
岡山旭東病院では、安心・安全な医療を目指し安全活動を進められております。
医療現場の実態を把握し、ミスを何とか減らしたい、そして患者さんに「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に熱心に取
り組まれています。その活動内容を中災防ゼロ災活動情報交流会で発表されました。

一方、今期より「指差称呼活動」の再徹底をスタートさせたばかりのＪＰＥ/JPP品質
保証Ｇｒに、岡山旭東病院の活動における苦労話や成果が見えてこない事での悩み、
失敗談など現場の生の声を聞き、是非とも活動の参考・刺激にしてもらいたいという
ことから、交渉を重ね、今回の交流会が実現しました。*ＫＹＴ･･･危険予知トレーニングの略

今回の交流会には岡山旭東病院から院長はじめ関係者８名が来場され、事業所
見学、ＪＰＥ/ＪＰＰ/ＰＯ製造部の安全への取組み紹介が行われました。その後、病院

側から中災防での発表テーマ「医療の現場でのＫＹＴへの取り組み」の発表が行わ
れ、参加者からは活発な質疑応答や意見交換がありました。

また岡山旭東病院側もＪＰＥ/ＪＰＰ/ＰＯ製造部の安全活動に対する取り組みに非常

に興味をもたれた様子で、今後は定期的な交流会に発展させたいとの双方の思い
が感じられました。

水島未来報 第１２３号(４/１８発行）

病院の概要

昭和58年 旭東整形外科医院として開院
昭和63年 岡山旭東病院

脳・神経・運動器の専門病院

【診療科】・脳神経外科・神経内科・整形外科
・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・ｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ・PETｾﾝﾀｰ

【病棟数】162床
【職員数】350名 医師：27名 看護師：143名

岡山旭東病院
医療安全管理室

加治 美保子氏

岡山旭東病院の発表

＜ﾃｰﾏ＞ 医療の現場でのＫＹＴへの取り組み

活動板の紹介

ＪＰＥ/ＪＰＰ/ＰＯ製造部の概要説明

＜交差点右左折時のポイント＞
・減速し、巻き込み確認
・進路前方や横断歩道の歩行者・自転車の安全確認
・対向車の陰など、死角からの飛び出し車両に注意

＜交差点直進時のポイント＞
・直進車優先意識を排除し、かもしれない運転をする。

＜交差点出会い頭事故を防ぐポイント＞
・信号、一時停止を守る。
・青信号であっても油断しない。
・いつでも止まれる徐行・安全運転に心掛ける。

＜追突されない為のポイント＞
・ポンピングブレーキの実施
・早めのウインカー

＜夜間運転はライトの切り替えで事故防止＞
・夜間走行時は上向きライトで危険を早期発見、前車や対向車、

歩行者を発見したら下向きライトに切り替える。

＜カーブ事故を防ぐポイント＞
・カーブの手前で速度を落とす。
・カーブでは一定のスピードを保つ。
・カーブでは無理な追越をしない。

＜疲労運転を防ぐポイント＞

・長時間の運転はしない。 ２時間に１回は休憩をとる。

・疲れを感じたら、仮眠や軽い運動で気分転換し無理な運転はしない。

７月１日（火）ＰＯ棟３Ｆ会議室にて、水島警察署 交通課 和仁課長を講師にお招きし、
JPE/JPP/PO製造部主催の交通安全講演会が開催されました。

JPE/JPP/PO製造部では、交通事故・違反が多発している現状を断ち切り、交通事故・違反
をゼロにしたいという思いで、各種取組みを実施している中、本講演会を４回に分けて開催
し全員が受講することになりました。本講演では、身近に起こっている最近の交通事故発生
状況、交通事故事例をもとにその原因と防止策、道路交通法の改正等を非常に分かりやすく
説明して下さり、交通安全の参考になる内容でした。そして、最後に交通安全ビデオを視聴
し講演会を終了しました。

水島未来報 第１３６号(７/４発行）

水島警察署
交通課 和仁課長

※皆さん、メモをとりながら熱心に聴講されていました。

他部署の方の聴講も歓迎していますので、多数ご参加下さい。

≪ 今 後 の 予 定 ≫

７月１１日（金）１５：４５～１６：４５（本棟大会議室）

７月１６日（水）１５：４５～１６：４５（本棟大会議室）

７月２５日（金）１５：４５～１６：４５（本棟大会議室）

交通安全の活動版

ビデオの視聴

交通事故防止のポイント

【講演会の様子】

非常に為になるお話

でしたので、是非、

聴講して下さい！！

５．社会の信頼・社会への貢献
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■ＣＳＲマネジメント

（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います。

コンプライアンス
（企業倫理規程）
企業は、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
が求められております。
企業倫理規程を基本規程と定め、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する。

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

ＣＳＲに対する考え方
企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの認識に立ち、企業の社会的責任を自覚
するとともに、事業活動を通じて社会に有用な価値を提供していきます。これまでもコン
プライアンスを経営上の 重要課題と位置づけ、企業倫理規程や具体的な推進体制、
その他制度の整備などを通じ、コンプライアンスの確保・推進に努めてきましたが、企業
の社会的責任（ＣＳＲ：コーポレート・ソウシャル・レスポンシビリティ)を問う社会の声や、

グループ経営環境を踏まえ、コンプライアンス推進委員会を設置して取り組んでいます。
レスポンシブル・ケア（ＲＣ）活動とコンプライアンス活動を円滑に進めることが、ＣＳＲの
基本と考えます。

（実施内容）
・コンプライアンス意識調査（コンプライアンス推進状況を自己診断）
・コンプライアンスネット研修（コンプライアンス係わる理解浸透を図る）

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。

（ホットライン）
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、データベース

（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出。
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人権
「人間尊重」の理念の下、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。

（人権啓発活動体制）
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。

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

（活動状況）
・人権啓発フォロー研修会の実施。
・人権啓発推進連絡会への参画。
・人権相談委員研修の実施。

編集後記 第４号発行に当たり
レスポンシブル・ケアレポートの第4号です。日本ポリプロは2003年10月に発足して、5年目を迎えている会社です

が、日本ポリプロとしてのＲＣ活動をまとめました。
皆様のご意見を次年度のＲＣレポートに反映できればと存じますので、よろしくお願いいたします。

（ホームページのご紹介）
日本ポリプロでは、2004年8月にＨＰを
開設し、ＨＰを通して、さまざまな情報を
発信していきます。アドレスは次の通り
です。
http://www.pochem.co.jp/jpp/index2.ht
ml

 

■ＣＳＲマネジメント


	ＲＣレポート　２００８�　　環境・安全・社会貢献への取り組み
	■マネジメントシステム
	■化学物質の管理
	■品質保証活動

