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セントラル硝子 レスポンシブル・ケア レポート 2002

セントラル硝子は、ガラス事業、化成品事業を中心に事業

を行っています。建築材分野では複層ガラス、ファインガ

ラス分野では液晶ディスプレイ用ガラス、また、ファインケ

ミカル分野では医農薬原体および中間体など、応用分野

でも様々な製品を提供しています。こうした製品を通じて、

社会の一員として地球環境保全への貢献を図っています。�

社会とセントラル硝子�

編集方針�
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レスポンシブル・ケアレポートの発行は今回で2回目です。�

「豊かで、健康で、快適な生活の実現」を目指す当社の「環境・安全・

健康」面での活動をご理解いただくため、読みやすさ、わかりやす

さをこころがけて作成いたしました。�

なお、本報告書に掲載のパフォーマンスデータの集計範囲は、

2001年度のセントラル硝子株式会社主要3工場ならびにセントラ

ル化成株式会社です。今後はできるかぎり集計範囲を広げ、当社

と関わるすべての皆さまと、当社の環境保全活動に関わる情報を

共有していきたいと考えています。�

レスポンシブル・ケア（RC）とは�
化学物質を製造し、または取り扱う事業者が、自

己決定・自己責任の原則に基づき、化学物質の

開発から製造、流通、使用、最終消費を経て廃棄

に至る全ライフサイクルにわたって「環境・安全・

健康」を確保することを経営方針において公約し、

環境・安全・健康面の対策を実行し改善を図って

いく自主管理活動です。�

（ 環 境 報 告 書 ）�

微生物資材、被覆肥料�

社会の様々な場面で�
セントラル硝子の製品が�
使用されています�

建築用ガラス�

自動車用ガラス�

複層ガラス�
無鉛鏡�

松阪工場�
堺工場�

宇部工場�
セントラル化成�
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代表取締役社長�

ごあいさつ�

　私たちセントラル硝子株式会社は、ガラス事業、

化成品事業をコアビジネスとして、その事業基盤

の安定化を図るとともに、ファインケミカル、ファ

インガラスなど、高機能、高付加価値製品分野の

拡充を図り、収益力の向上と財務体質の強化に

より企業価値の増大を目指しております。�

�

　また、当社はあらゆる品質を重視するとともに、

レスポンシブル・ケアの経営方針に基づき、製品

の開発から廃棄に至る全ライフサイクルにおけ

る「環境・安全・健康」の確保を重視した企業経

営を推進しております。�

�

　2002年は「持続可能な社会づくり」を掲げた

地球サミット（国連環境開発会議）からちょうど

10年目という節目の年でしたが、今日の環境問

題では、廃棄物問題、化学物質による汚染問題、

さらには地球温暖化問題など解決すべき課題が

山積しております。�

�

　当社は、このような背景の中で「もはや適切な

環境配慮がなければ事業活動が維持できなくなる」

との強い認識のもとに、環境保全活動を経営方

針の最重要課題の一つに位置付けて企業運営を

実施してまいります。�

�

　当社の環境問題への取り組みでは、現在の生

産活動のみならず新製品開発においても、より一

層環境への配慮を重視した様々な製品を取り扱

っております。�

�

　今回のレポートでは、新たに環境会計を取り入れ、

これまでの当社の環境に関する活動を紹介して

おりますが、今後も自主的な活動を拡大し、地球

環境の保全に取り組んでまいります。�

�

　当社は、今後ともレスポンシブル・ケア活動を

積極的に展開することによって、「豊かで、健康で、

快適な生活の実現」を目指し、地球環境と人間活

動の調和に一層貢献していきたいと考えており

ます。�

地球環境と人間の社会活動の�
調和を求めた企業活動を展開しています�

豊かな�
環境づくりのために�



3
レスポンシブル・ケア  レポート2002

環境安全マネジメントシステム�

�

�

当社では、化学物質の製造・取り扱いを行う事業者として、

製品の全ライフサイクルにわたって「環境・安全・健康」

面の対策を実行し、改善を図っていく自主管理活動「レス

ポンシブル・ケア」を実施しています。�

�

�

�

「環境・安全・健康」の確保に配慮した企業活動を行うよ

うに努め、真に豊かな社会の実現に寄与するため、社長

直轄の「レスポンシブル・ケアの推進体制」を確立してい

ます。�

環境安全マネジメントシステム�

社内推進体制�

■レスポンシブル・ケアの推進体制�

■レスポンシブル・ケア活動に関する経営方針�

委員長：担当役員�
委員：各事業所責任者�
事務局：環境安全部�

委員長：担当役員�
委員：各事業所責任者�
事務局：品質管理部�

社長�

■環境保全コスト� ■環境保全効果（環境負荷指標）�

対象期間：2001年4月1日～2002年3月31日�

（単位：百万円）�

環境安全推進委員会�

RC経営方針�

製品安全対策委員会�

本社�

工場�

研究所�

支店�

セントラル硝子では、全従業員が「環境・安全・健康」に関する意識向上に努めています。�

当社では、環境保全活動の定量的な指標として環境会計を活用し、継続的に、より効果的な環境投資を行っていきます。作成に

あたっては環境省「環境会計ガイドライン（2002年版）」を参照しました。�

環境会計�

（1）事業エリア内効果� 排出量�
（t）�

対前年比�
増減（%）�

 CO2 225,352 0

   SOx※ 2,138 5�

 NOx 4,575 0�

 ばいじん※ 126 2�

 COD 41 -16

①温室効果�
　ガス�
　（炭素換算）�

②環境�
　汚染物質�

環境保全コスト�

（1） 事業エリア内コスト（生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を�
　　 抑制するための環境保全コスト）�

（2） 上・下流コスト（生産・サービス活動に伴って上流又は下流で生じる環境負荷を�
 抑制するためのコスト）�

（3） 管理活動における環境保全コスト（環境管理システム維持費など）�

（4） 研究開発活動における環境保全コスト（リサイクル技術・環境対応製品の開発など）�

（5） 社会活動における環境保全コスト（地域支援活動など）�

（6） 環境損傷に対応するコスト（汚染賦課金など）�

607�

28�

67

702

8

1�

29�

0�

47

953�

57�

1,233

2,243

14

137�

230�

5�

268

①公害防止コスト（電気集塵機の更新、排水処理など）�

②地球環境保全コスト（ボイラー維持管理費など）�

③資源循環コスト（廃棄物委託処理費、リサイクル処理費など）�

内訳�

費用額�投資額�分類�

合計� 787 2,897

※松阪工場ガラス溶解窯を2000年度の定期修理期

間中に操業していなかったため、SOxおよびばい

じんの排出量が対前年比で増加しています（P.8

参照）�

レスポンシブル・ケアの基本理念� レスポンシブル・ケアの行動指針�
1.

2.
3.
4.

5.

6.

製品の研究開発から生産、物流および販売などの事業活動において、環境の
保護と安全・健康の確保に配慮する。�

限りある資源とエネルギーの効率的利用を推進する。�

廃棄物の資源化、リサイクルなどを推進し、環境への負荷低減に努める。�

国内外における「環境・安全・健康」活動に協力するとともに、関係法令を遵守
する。�

社員の「環境・安全・健康」に関する意識の高揚を図り、社員一人ひとりの理解
と実行に努める。�

地球の環境保護活動に参画し、相互理解とコミュニケーションに努める。�

企業が社会の一員であることを�

深く認識し、人間の社会活動と�

地球環境の保護との調和を求める�

持続可能な開発の原則のもとに、�

製品の開発から廃棄に至る�

全ライフサイクルにおいて、�

「環境・安全・健康」の確保に配慮した�

企業活動を行うよう努め、�

真に豊かな社会の実現に寄与する。�
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■2001年度計画実施状況と中・長期計画� 達成状況：◎…計画を達成　△…追加対策が必要�

主要課題� 中・長期計画� 掲載頁�レスポンシブル・ケア�
実施項目�

環境マネジメント�
システムの維持�

「環境安全」に関する�
経営方針と目標設定�

◎�

△�

◎�

◎�

主要3工場のISO14001認証の維持・更新の定期審査�
受審とともに、全社を対象にRC監査を実施�

ISO14001の関係会社への啓蒙・普及による�
グループ全体のマネジメントシステムの構築�

3、10、�
11、12

2001年度の全社の製造工程におけるエネルギー使用量�
は283,326kl（原油換算）であり、1990年度比5%削減�

2010年度までに全社の製造工程における�
使用量を1990年度比10%削減�

7、10、11、�
12

2001年度の全社の廃棄物量を1991年度比�
55%削減（リサイクル率41%）�

2010年度の全社の廃棄物量を1991年度比�
80%以上削減（分別廃棄の徹底）�

7、10、11、�
12

関係会社/委託生産会社を含む化学物質の管理状況を�
把握� リスク低減策の実施� 8、9

 225,352tCO2排出量�
（炭素換算）�

SOx排出量 2,138t

NOx排出量 4,575t

ばいじん排出量 126t

排水量 7,992千m3

COD排出量 41t

廃棄物総排出量 110,257t

最終処分量 64,569t

再資源化量 45,688t

2001年度計画実施状況�

レスポンシブル・ケアの行動計画に沿って、省エネルギー・省資源の推進、産業廃棄物の減量化・再資源化の促進、化学物質の

適正管理のために、事業所ごとに目標を設定し、様々な取り組みを進めています。�

環境目標�

当社では、事業活動を行う上で、限りある資源とエネルギーを効率的に活用し、できるかぎり環境影響を抑制するよう努めてい

ます。�

セントラル硝子の物質フロー�

地球温暖化�
防止対策�

省エネルギー・�
省資源の推進�

循環型社会�
構築推進�

産業廃棄物の減量化、�
再資源化の促進�

化学物質の�
管理強化� 化学物質の適正管理�

セントラル硝子�

INPUT OUTPUT

エネルギー�
使用量�
（原油換算）�

283,326kl

電力 209,796千kWh

LPG 3,524t

A重油など 1,706kl

C重油 203,387kl

 10,257t

水 10,819千m3

原料 1.2百万t

ケイ砂、石灰石、りん鉱石、�

塩、その他工業材料�

ガラス製品� 化成品�

石炭�
コークス�

（2001年度実績）�



前面�
ガラス基板�

背面�
ガラス基板�
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環境対応型製品の開発�
セントラル硝子は持続可能な開発の原則のもと、環境対応型製品の開発を行っています。�

ガラス関係�

環境対応型製品の開発�
当社では、「環境・安全・健康」に対する社会意識が高まる中で、製造から廃棄に至るまでのすべての過程において、�

環境負荷の少ない製品を開発・提供しています。�

2枚の板ガラスを固定して一定間隔を保持し、
周囲は封着材で密封し、乾燥剤も封入して、
空気断熱層を形成する�

複層ガラス�

無鉛鏡�

ディスプレイパネル用無鉛系低融点ガラス（開発中）�

温暖化の直接的な原因は、地球規模でのCO2排出量

の増加です。このため、省エネルギーによるCO2排

出量の削減は、産業と生活の両面で進められています。

特に、ビルや住宅の窓を「複層ガラス」を用いて断熱

化し、快適な居住環境を実現することで、CO2排出量

を大幅に削減することが可能になります。セントラル

硝子では、こうした地球規模でのニーズに応えるため

右記の通り、性能の優れた各種の「複層ガラス」を販

売しています。なお、このような複層ガラスの優れた

省エネルギー効果が認められて、このたび（財）日本

環境協会からエコマーク※1商品として認定されました。�

製品ラインナップ�
複層ガラス�
　ペアレックス�
高性能遮熱断熱複層ガラス�
　ペアレックスツインガードS/�
　ペアレックスツインガードE�
高性能断熱複層ガラス�
　ペアレックスヒートガード/�
　ペアレックスヒートガードG�
住宅用アタッチメント付複層ガラス�
　ホームペアレックスS�
グレチャン付複層ガラス�
　ペアレックスGL�
ガラスティッシュ入り複層ガラス�
　ホワイトペア�
防音複層ガラス�
　ペアレックスソネス�

これまで「鏡に不可欠の素材」として使用されてきた

鉛含有塗膜は、有害性が指摘され、各製造業界でも「鉛

フリーはんだ」など、鉛を含まない製品をつくる取り

組みが進められています。当社では、鉛化合物を含ま

ない塗料成分を採用し、耐薬品性、耐蝕性に優れ、か

つ切断加工性が良好な、性能の優れた無鉛鏡「ミエ

ミラー エコ」を開発し販売しています。�

従来、ディスプレイパネルには、熱加工性に優れた「鉛

を含む低融点ガラス」が使用されていました。しかし、

鉛を含む材料は、廃棄後、土壌に鉛イオンとして溶出

し地下水を汚染する可能性があります。当社では、地

球環境を汚染しない材料に対する要望、グリーン調達

への動きに即応するため、ディスプレイパネルに適用

できる無鉛系低融点ガラスの開発に注力しています。�

■PDPパネル構造
※2

誘電体層�

封着ガラス�

透明表示電極�

バス電極�

保護層（MgO）�

誘電体層�

蛍光体�
アドレス電極�

隔壁=ガラス+セラミックスの複合体�

※1　ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度�

※2　プラズマディスプレイパネル�

無鉛鏡の施工例�



代替発泡剤HFC-245fa
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化成品関係�

代替発泡剤HFC-245fa

微生物資材�

モミゲンキ菌�
イネ細菌病菌�

バイオキーパー菌�

軟腐病菌�

■HFC-245fa物性表�

化学式 CF3CH2CHF2�

分子量 134.0�

沸点（℃） 15.3�

密度（kg/m3　液体） 1398（5℃）�

熱伝導率　蒸気（mW/m・k） 14.0（44℃）�

引火点 なし�

燃焼範囲（Vol%空気中） 不燃�

オゾン層破壊係数（ODP） なし�

項目� HFC-245fa

被覆肥料セラコートR

バイオキーパー水和剤� モミゲンキ水和剤�

「バイオキーパー水和剤」は、「非病原性軟腐病菌」�

を有効成分とする、新しいタイプの軟腐病防除剤です。

この水和剤は、水生生物、ミツバチなどの有用生物や、

土壌の有用微生物に対する影響がない環境保全型防

除剤です。しかも、農薬としての散布回数にカウント

されないため、有機栽培、減農薬栽培に使用できます。�

「モミゲンキ水和剤」は、独立行政法人 農業技術研究

機構 近畿中国四国農業研究センターと共同開発した、

イネ種子のもみ枯細菌病、苗立枯細菌病に対する微

生物防除剤です。有効成分であるモミゲンキ菌が、病

原菌よりも先に種もみ上の栄養分を食べるため、種

もみ上で病原菌を増殖さ

せません。また、化学農

薬と異なり、種子消毒後

の廃液処理の必要があり

ません。�

硬質ウレタンフォームの発泡剤および溶剤として

HCFC-141bを製造販売していますが、オゾン破壊

能がなく、断熱効果の高い代

替発泡剤として不燃性の

HFC-245faを提案し、2003

年度の企業化に向けて現在新

プラントを建設中です。�

「セラコートR」は、「理想の肥効」「省力・低コスト」「環

境に配慮」をコンセプトに開発された肥効調節型被

覆肥料です。�

分解していきます。しかし、殻の崩壊・分解は圃場の

条件や農作業の方法によってまちまちで、収穫後すぐ

になくなるものではあり

ませんが、ゆっくりと土に

なじみ、自然に還っていき

ます。�

軟腐病防除のしくみ:�
バイオキーパー菌が、軟腐病菌と葉
面上で競合後、抗菌作用を発揮�

細菌病防除のしくみ:�
モミゲンキが、イネ根部表面上での競合によ
り、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病を防除�

被覆材は天然素材�

1.従来の肥料と比べ、肥料の利用率が高まりますから、

施肥量が削減できます。肥料成分の河川湖沼など

への流亡も軽減できます。�

2.被覆材は天然素材を使用していますから、溶出終

了後、光や微生物などの作用によって、徐々に崩壊、�
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環境保全対策�
セントラル硝子は、事業所ごとに計画をたてて、事業活動により発生する環境負荷を低減するよう取り組んでいます。�

�

�

産業廃棄物量の削減は、セントラル硝子の大きな課題です。

ゼロエミッションを目指し、事業所ごとに具体的な計画を

策定して削減に努めています。2010年の全社の産業廃

棄物排出量を1991年度比80%以上削減することを長

期目標としています。�

梱包資材廃棄物の削減のため、物流システム全体につい

ても廃棄物処理の観点から見直しを行っています。また、

ペーパーレス化の推進など、オフィスでの廃棄物削減に

も取り組み、全社の環境意識向上につなげています。�

�

�

�

セントラル硝子は、板ガラスの製造・加工工程から発生す

るカレット※のリサイクルを確立するとともに、市中カレッ

トのリサイクルに積極的に取り組んでいます。�

例えば、型板ガラスは、カレットを原料として多量に利用

したリサイクル製品です。�

また、自動車工業会と板硝子協会の共同研究事業に参画し、

廃自動車から回収したフロント合わせガラスをガラス窯

にリサイクルする実証試験を実施しました。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

これまでの色ガラスは、ガラス中に着色用の特殊な金属

を含むため、分別回収する必要がありましたが、セントラ

ル硝子は、溶かし直すだけで、無色の板ガラスに戻る着色

ガラスの技術開発を行っています。�

2010年の全社の原油換算エネルギー使用量を1990

年度比で10%以上削減することを目標に、事業所ごとに

推進組織を設けて省エネルギーの推進と、CO2排出量の

削減に取り組んでいます。また、新たな省エネルギー技

術の導入および開発を進め、関係業界団体の行動計画達

成に努めています。�

省エネルギーおよびCO2排出削減の取り組み�

産業廃棄物削減、再資源化の取り組み�

板ガラスのリサイクル�

表面着色による板ガラスのリサイクル技術�

■産業廃棄物排出量の推移�

■エネルギー使用量の推移�（単位:千kl）�

1

0
9590 96 97 98 99 00 1001

290298 282 286 272 285 285 283

■CO2排出量の推移�（単位:千t）�

0
9590 96 97 98 99 00 1001

229233 227 228 216 223 224 225

（単位:千t）�

（年度）�

（年度）�（年度）�

0
9591

143

96 97 98 99 00 1001

80
74 71

65 67 64 65

※板ガラスなどを砕いた廃ガラスのこと�

表面着色板ガラス�

目標�
53

目標�
270

目標�
214

（含買電、原油換算）� （含買電、炭素換算）�
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環境保全対策�
セントラル硝子は化学物質排出量の把握と削減に取り組んでいます。�

■ばいじん排出量の推移�■硫黄酸化物（SOX※2）排出量の推移�

■化学的酸素要求量（COD※4）の推移�

■2001年度PRTR調査結果�

■窒素酸化物（NOX※3）排出量の推移�

（単位：t）� （単位：t）�

（単位：t）� （単位：t）�

�

�

大気汚染、水質汚濁の負荷を低減するために、法規制を

上回る自主基準に則って管理しています。また、環境汚

染物質の排出量削減のための技術およびシステムの確

立に取り組んでいます。現在、ダイオキシン対策として、

全社の焼却炉・加熱炉の管理強化を進めています。�

PCB※1含有機器は、関係会社も含め廃棄物処理法に則っ

て管理保管しています。�

�

�

セントラル硝子では、PRTR法※5の施行（2000年）に先立つ1995年から自主的にPRTRデータの調査・集計を行っています。�

PRTRの取り組み�

環境汚染物質の排出量削減�

（単位：kg/年）�

※6　廃棄物として外部委託処分などを含む�

（対象化学物質:取り扱い量が年間5,000kg以上）�

排出量�

政令番号� 化学物質� 大気への排出� 公共用水域への排出� 土壌への排出� 移動量※6

 43 エチレングリコール 3 4 0 597�

 63 キシレン 1,797 0 0 19,422�

 145 ジクロロメタン 20,684 0 0 47,513�

 227 トルエン 901 0 0 24,419�

 266 フェノール 32 1,469 0 0�

 273 フタル酸n-ブチル=ベンジル 0 0 0 356�

 272 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 0 0 0 1,655�

 310 ホルムアルデヒド 0 0 0 0�

 68 クロム及び三価クロム化合物 11 0 0 0�

 178 セレン及びその化合物 721 12 0 477�

 230 鉛及びその化合物 22 0 0 28�

 283 ふっ化水素及びその水溶性塩 644 0 0 1,990�

 311 マンガン及びその化合物 0 19 0 425

0
95

2,810

96

2,562

97

2,363

98

2,129

99

2,214

00

2,039

01（年度）� （年度）�

（年度）� （年度）�

2,138

0
95

147

96

134

97

168

98

130

99

126

00

124

01

126

0
95

4,523

96

4,580

97

4,826

98

5,030

99

4,896

00

4,565

01

4,575

0
95

33

96

38

97

40

98

40

99

47

00

49

01

41

2

※1 ポリ塩化ビフェニルの略称�

※2 硫黄を含んだ燃料の燃焼によって排出される大気汚染物質�

※3 石油や石炭の燃焼によって排出される窒素を含む大気汚染物質� ※4 水中の有機物を化学的に酸化し、安定させるのに必要な酸素の量�

※5 Pollutant Release and Transfer Resister法：「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」�
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セントラル硝子は事故を未然に防ぐため、化学物質の管理強化を進めています。�
環境保全対策�

�

�

当社では、2002年度時点で234種の化学物質につい

て製品安全データシート（MSDS）を発行しています。法

律では義務化されていない化学物質についてもMSDS

を発行し、情報提供の充実を図っています。また、物流安

全の確保のため、イエローカードの整備を積極的に進め

ています。�

�

�

化学物質を取り扱う人々が健康・安全を確保できるように、

化学物質の供給者が物質の性質などの情報をユーザー

に提供するための書面です。�

化学品・製品安全の確保�

3

地下水浄化設備�

イエローカード�

�

�

セントラル硝子は、ICCA（国際化学工業協会協議会）の

HPV※イニシアティブに参加しています。これは、既存化

学物質の中で従来から世界的に大量に生産・消費されて

きた化学物質について、人の健康や環境に対する影響など、

「安全性の見直し」を行うOECD（経済協力開発機構）主

導の国際プロジェクトです。�

日本では化学工業界が経済産業省、厚生労働省、環境省

などに協力して自主的にデータの整備を行っています。�

当社ではHPV安全性評価プログラムをリード企業として

1物質、その他の7物質については協力企業として積極

的に推進しています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2001年6月、松阪工場の近隣企業からヒ素、鉛、水銀、セ

レンによる地下水汚染の届け出がなされ、汚染の主原因

は同地の造成時の埋土によるものと思われました。この

埋土は、当社松阪工場において1965年当時磨板ガラス

製造工程で使用した磨き砂の廃砂を使用したことが判明

しましたので、同時期に埋め立てた当社松阪工場敷地内

の地下水について、直ちに調査を行いました。�

環境基準に定められた24種類の有害物質についての

192点の調査の結果、環境基準値を超える濃度のヒ素

が2地点、鉛が1地点において検出されました。�

当社は、調査結果を三重県に報告するとともに、これが周

囲の環境に影響を及ぼすことがないことを第一として、

関係行政機関の指導のもとに専門知識を有する業者と

検討を行い、浄化対策を実施してまいりました。�

地域住民の皆さまに大変ご心配をおかけしましたが、今

後も浄化対策を継続していくとともに、さらによりよい環

境の確保に努めてまいります。�

HPV

地下水汚染のご報告�

製品安全データシート（MSDS）�

イエローカード�

土壌・地下水汚染拡大防止と浄化対策�

�

�

化学製品の輸送人が、輸送化学製品の事故時に迅速な対

応を図ることができるように、事故時の措置・連絡通報事

項などを化学製品ごとに記載した黄色いカードです。�

MSDSを物流に応用した制度で、 MSDSと同じ精神から、 

日本化学工業協会作成の「物流管理指針（1995年3月）」

に基づきスタートしました。�

MSDS

※High Production Volume（Chemicals）：高生産量既存化学物質�
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山口県宇部港に臨む宇部工場では、ソーダ灰、肥料、フッ素関連製品その他化学品およびフロート板ガラスを製造しています。�
サイトレポート�宇部工場�

�

�

宇部工場では、ソーダ灰の製造工程から排出される炭酸カルシ

ウム沈殿廃棄物を工程内で発生する廃液の中和処理剤として

有効利用しています。また、炭酸カルシウム沈殿物より、石膏ボー

ド用の高品位な石膏を製造する技術も開発し、無機マテリアル

学会において、1999年度の生産技術賞を受賞しています。�

さらに、従来は廃棄物処理業者に委託していた廃油処理を、最

新のダイオキシン対策を施した焼却炉を建設し、責任をもって

処理する体制を確立しました。このほか、ファインケミカル製品

の製造工程の排水処理に活性汚泥を利用したシステムを開発

し設備化して、計画的に環境保全対策に取り組んでいます。�

宇部工場環境方針�

循環型社会構築への取り組み�

■廃棄物排出量の推移�

ISO14001

ISO9002�
↓�

ISO9001

2000年12月15日登録�
1997年12月26日登録後、順次対象製品を拡大�
（ファインケミカル製品、板ガラス、複層ガラスの製造）�
2002年12月27日ISO9001:2000版へ移行完了と同時に製品を拡大�
（フッ酸、フッ化黒鉛）�

1.ISO14001規格に準拠して構築した環境マネジメントシステムに基づき、環境管理活動を推進し、
継続的改善を図る。�

2.当工場敷地内の事業活動に伴う環境影響を認識し、関連する環境の法規制及び地域、業界の協定を
遵守するとともに、環境汚染の予防に努める。�
3.当工場は、下記の事項を環境管理重点テーマとして取り組む。�
　（1）エネルギーの効率的利用を図る。�
　（2）廃棄物の削減に取り組み環境負荷の低減に努める。 �
　（3）化学物質の管理を徹底する。�
4.この方針達成のため環境目的及び目標を設定し、実施する。この環境目的及び目標は定期的に見直す。�
5.環境方針は、当工場内の総ての従業員に周知させるとともに、一般の人が入手可能とする。�

■ISO認証取得時期�

�

�

事業拡大のため、炭酸ガス排出総量の削減には結びついてい

ませんが、エネルギー使用効率は継続的に改善しています。化

学工業界では、エネルギーの使用効率（原単位）を2010年に

は1990年度比10%改善する目標を掲げていますが、少なく

ともこの目標を達成するため地道な活動を進めています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

宇部工場では、地元自治体と環境保全協定を締結することで、

環境汚染の未然防止と環境保全活動の推進を周辺地域の皆さ

まに確約しています。�

当社が行う環境保全活動として、工場周辺道路の道路清掃車に

よる清掃、社員による一斉ゴミ拾いを行っているほか、野鳥の

会の釣り糸や空き缶回収など、社

員のボランティア活動も行われ

ています。さらに地域社会への貢

献として、グランドやテニスコー

トなどの厚生施設の開放や、地元

小学生の工場見学の受け入れなど

地域社会に密着した活動を行って

います。�
小野湖でのボランティア清掃�新設の廃油焼却設備�

地球温暖化防止への取り組み�

■CO2排出量の推移（含買電、炭素換算）�（単位:t）�

（単位:t）�

0
90 98 99 00 01

93,051

115,894 118,225 122,561 121,986

0
91 98 99 00 01

111,207

62,571 64,751 62,133 62,585 地域での社会貢献�

セントラル硝子株式会社宇部工場グループは、社会の一員であることを深く認識し、人間の社会活動と
地球環境の保護との調和を求める持続可能な開発の原則のもとに、環境に配慮した企業活動を行うよ
う努め、真に豊かな社会の実現に貢献します。�

（年度）�

（年度）�
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大阪府堺市の臨海工業地帯の中央に位置する堺工場では、フロート板ガラスおよび加工ガラスを製造しています。�
サイトレポート� 堺工場�

�

�

堺工場では、工場方針に廃棄物削減を掲げ、特にガラスくず排

出量の削減などに成果をあげています。�

板ガラスの製造工程から発生するカレット（ガラスくず）につい

ては、原料へのリサイクル率99.8%を達成しています。さらに、

原料投入設備や輸送設備から落下したガラス化前の原料廃棄

物（廃バッチ）を回収する設備を導入するなど、ゼロエミッショ

ンに向けた活動を継続しています。�

堺工場環境方針�

循環型社会構築への取り組み�

■廃棄物排出量の推移�

海岸線のゴミ清掃を実施�

91

8,194

98 99 00 01

760
1,317

573 623

0

�

�

炭酸ガス排出量は、1990年度比で20%削減しています。省

エネルギーについても、板硝子協会が掲げた「製造工程におけ

るエネルギー使用量を1990年度比で2010年度に10%削

減する」という目標をすでに達成し、さらに地道な活動を継続し

ています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

堺市が主催・後援する行事に参加するほか、臨海工業地帯にあ

る10社で「堺・泉北地区RC協議会」を組織し、2年ごとに地域

コミュニケーションの場を作っています。2002年2月に行わ

れた地域対話集会では、「産業廃棄物管理活動の取り組み」に

ついて発表しました。�

また、1981年から、海上保安署の行う海洋環境保全活動や地

域ボランティア活動に参

加しています。海岸線の

ゴミ清掃や海洋汚染防止

月間行事活動への参加を

継続して実施しています。�

ISO14001�

ISO9002

1999年12月28日登録�
1999年2月20日登録（フロート板ガラスおよびその加工ガラスの製造）�
※2003年3月7日にＩＳＯ9001：2000版へ移行登録�

■ISO認証取得時期�

廃バッチ回収投入設備�

廃棄物集積場：発泡スチロール、�
古紙、ダンボールなどの分別を徹底�

地球温暖化防止への取り組み�

■CO2排出量の推移（含買電、炭素換算）�（単位:t）�

（単位:t）�

0
90 98 99 00 01

39,845

31,848
34,788 33,480 31,975

地域での社会貢献�

1.ISO14001規格に準拠して構築した環境マネジメントシステムに基づき、環境管理活動を推進する。�
2.当工場敷地内の事業活動に伴う環境影響を認識し、関連する環境の法規制及び当工場が同意するそ
の他の要求事項を遵守するとともに、環境汚染の予防に努める。�

3.当工場は、下記の事項を環境管理重点テーマとして取り組み、継続的改善を推進する。�
　（1）エネルギーの効率的利用を図る。�
　（2）廃棄物の削減に取り組み環境負荷の低減に努める。�
4.この方針達成のため環境目的及び目標を設定し、実施する。この環境目的及び目標は、定期的に見
直す。�
5.環境方針は、当工場内の全ての従業員に周知させるとともに、要求があれば工場外部にも開示する。�

工場長は、『人間の社会活動と地球環境の保護との調和を求める』の基本理念に基づき、下記の環境
方針を定め環境管理活動を推進し、維持する。�

（年度）�

（年度）�
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三重県松阪港に臨む松阪工場では、磨板ガラス、フロート板ガラス、型板ガラス、および安全ガラスを製造しています。�
サイトレポート�松阪工場�

�

�

松阪工場の立地する三重県では、全国に先駆けて産業廃棄物

税を条例化しています。当工場でも取り組みを強化し、2001年

度からは特にカレットの徹底的分別管理と有効利用を推進して

います(カレットリサイクル率99.7%)。廃棄物の大幅削減と同

時に、省エネルギーや品質向上の成果も得ています。�

また、デュープレックス法により磨板ガラスを製造する工程で、

ガラス面を研磨するために使用した磨き砂の廃砂を回収・処理し、

大幅な廃棄物削減を実現しています。廃砂は板ガラスやセメン

トの原料として再利用しています。�

松阪工場環境方針�

循環型社会構築への取り組み�

■廃棄物排出量の推移�

1.環境関連の法律、条例及び業界規範を遵守するとともに、自主基準を定め環境汚染の予防に努める。�
2.地球温暖化防止のため、電力、石油及びガス燃料の節減を推進する。�
3.廃棄物の削減と再資源化を推進し、環境負荷の低減に努める。�
4.この環境方針の達成のため、環境マネジメントに関する組織、規則及び責任体制を整備し、環境マネ
ジメントの継続的推進に努める。�
5.工場及び各部門において環境目的・目標を定め、全員参加による環境マネジメント活動を行う。また、
環境目的・目標は定期的に見直しを行う。�

6.この環境方針は、周知と環境保全に関する意識の向上のため、全従業員に配布する。また、協力事業
所に対しても、環境マネジメント活動について理解と協力を求める。�
7.この環境方針は、外部からの要求に応じて開示する。�

ISO14001�

ISO9002

2000年4月14日登録�
1995年5月19日登録（各種板ガラスの製造および自動車用安全ガラスの製造）�
※2003年11月末までにＩＳＯ9001：2000版へ移行予定�

■ISO認証取得時期�

�

�

炭酸ガス排出量は、1990年度比で29%削減しています。省

エネルギーについても、板硝子協会が掲げた「製造工程におけ

るエネルギー使用量を1990年度比で2010年度に10%削

減する」という目標をすでに達成し、さらに地道な活動を継続

しています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

カーブミラーの清掃など工場周辺および社宅周辺の清掃ボラ

ンティアを行っています。また、土・日曜日には地域の野球シニ

アリーグへ工場グランドを開放しているほか、松阪市主催の花

火大会当日には工場駐車場を市民開放するなど、地域の皆さま

にも身近な存在の工場を目指しています。子供会行事に協力し

たり、市内小学生の工場見学を積極的に受け入れるなど、子供た

ちとのコミュニケーションも大切にしています。�

工場周辺での清掃活動�

微粉珪砂回収設備（乾燥機）�

地球温暖化防止への取り組み�

■CO2排出量の推移（含買電、炭素換算）�（単位:t）�

（年度）�

（単位:t）�

（年度）�

0
90 98 99 00 01

100,434

68,656 70,289 67,516 71,391

91 98 99 00 01

23,335

1,577 1,144 1,352 1,361
0

地域での社会貢献�
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労働安全衛生と保安・防災の推進�

重点実施項目�
1.安全意識の徹底（特に設備運転業務は正しいマニュアルに沿

って遂行することの徹底）�

2.設備の総点検、作業マニュアルの再チエック並びに不安全状

態の排除�

3.安全推進活動の充実と安全衛生教育及び訓練の強化�

4.健康管理及び健康保持増進の推進�

5.交通事故の防止�

6.労働安全衛生マネジメントシステムの体制確立�

7.回転物の安全対策実施�

セントラル硝子は、協力会社を含め、すべての従業員が安全に働くことのできる職場環境づくりに努めています。�

防災訓練（堺工場）�

酸素吸入器具の装着訓練（宇部工場）�

�

�

協力会社を含め、全社でゼロ災害を目標に「ヒヤリハット

活動」「危険予知活動」「指差呼称」の徹底による事故防

止に努めています。�

また、安全な操業のために、新増設時のプラントの安全審

査をはじめとして、運転員の教育訓練と資格の取得、操業

開始後の自主点検、パトロール、マニュアルの定期的な

見直しと整備、RC監査なども実施しています。特に

2001～2002年度は、全社で回転物などの危険な作業

の見直しを継続的に行っています。�

2003年度安全衛生管理方針としては、下記の重点実施

項目を掲げ、中期計画として厚生労働省の指針にある

OSHMS（労働安全衛生マネジメントシステム）の確立

も含め、「ゼロ災害」・「ゼロ疾病」を目標に全社一丸となっ

て取り組んでいきます。�

�

�

全社および事業所ごとに緊急連絡体制を整え、緊急事態

に迅速に対応できるようにしています。また、定期的に総

合防災訓練を実施しています。�

臨海工業地帯に立地する当社の工場は、「石油コンビナー

ト等災害防止法」で指定地区となり、そこでは環境、保安

防災に対する行政からの指導もあり、全国有数の厳しい

基準をクリアしています。�

地域社会の皆さまへの企業責任を果たすためにも、各工

場では年に2回、自衛防災隊による総合防災訓練を実施し、

定期的に消防署と合同で負傷者救助訓練を行っています。

このほか、酸素吸入器具の装着訓練、台風対策なども行っ

ています。�

保安・防災の取り組み�事故防止の取り組み�

工場自衛消防隊による消火訓練（松阪工場）�

※次の方法で算出します�

 休業度数率=（休業災害死傷者数／延べ労働時間数）×1,000,000�

 100万労働時間あたりの休業災害の発生頻度がわかります�

データ集計範囲：セントラル硝子 主要3工場�

化学工業、製造業は、厚生労働省資料引用�

■休業度数率※�

0

1

2

9695 97 98 99 00 01

当社� 協力会社� 化学工業� 製造業�

（年度）�
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�

�

1966年以来、毎年、「セントラル硝子国際建築設計競技」

を主催しています。第37回（2002年）は課題を「畑の

レストラン」とし、そこを訪れる人々が精神的にも豊かな

食文化を楽しむための場を考えていただきました。この

コンペを通じて、広い視野から望ましい環境を考え、自然

や伝統・歴史的環境の保持発展に貢献したいと願ってい

ます。�

�

�

業界では「ガラコン」（ガラス・コンペ）の愛称で親しまれ、

毎年国内外から多数の応募の集まる日本では草分け的

な建築設計コンペです。審査員には日本建築界権威の諸

先生を招き、常に建築全体の問題の中から選出した自由

で夢のあるユニークな設計課題を提示しています。学生

諸氏からすでに設計の第一線で活躍中の方々に至るまで、

高い関心をいただき、国際化する建築業界において高い

評価を得ています。�

社会貢献活動�

複層ガラス�
電磁波カットガラス�
高性能熱線反射ガラス�
クワトロポイントシステム�
（4点支持強化スクリーン）�

フロート板ガラス�
加工ガラス�

強化ガラス／合わせガラス�
プライバシーガラス�
撥水処理ガラス�

電機用ガラス�
家具用ガラス�

長繊維�
短繊維�

ソーダ灰�
塩化カルシウム�

塩化ビニール樹脂�
ウレタン発泡剤�

高度化成肥料�
緩効性肥料�

液晶・PDP用ITO膜付ガラス�
液晶用Cr膜付ガラス�
化学強化ガラス�
光学フィルター�
各種薄板ガラス�

医農薬原体および中間体�
フッ素樹脂�
フッ素系塗料�
半導体用フッ化物ガス�
フッ化物ガス関連機器�
光学材料�
特殊溶剤�

セントラル硝子は企業市民として、社会と調和する企業を目指して活動しています。�

セントラル硝子国際建築設計競技�

会社概要�

 商　   　号 セントラル硝子株式会社�

 設　   　立 1936年10月10日�

 本社所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1（興和一橋ビル）�

 資　本　金 181億6,828万円（2002年3月末現在）�

 事業の目的 板ガラス、加工ガラス、その他ガラス製品／ソーダ、塩素、フッ素、肥料、ガス製品、溶剤、水処理薬品、医薬品、農薬、その他化学

製品／ガラス繊維製品／塩化ビニル樹脂、フッ素樹脂、その他合成樹脂製品／土木建築材料／電子部品およびその材料／医

療器具およびその材料／土壌改良資材、農業用機材の製造・加工・販売�

基盤事業� 事業分野� 応用分野�

建装材�

ファイン�
ガラス�

ファイン�
ケミカル�

建築用ガラス�

自動車用�
ガラス�

産業用ガラス�

ガラス繊維�

無機化学�

有機化学�

肥料�

ガラス�

化成品�

融合�

高機能化�

ファイン�
スペシャリティ化�

■これまでの開催テーマ一覧表�

第37回の受賞者�

セントラル硝子国際建築設計競技とは…�

 開催回数 年度 テーマ�

 第32回 1997年 ミレニアム・タワー�

 第33回 1998年 都市の立体公園�

 第34回 1999年 地球にやさしい建築�

 第35回 2000年 ガラスの小さな公共空間�

 第36回 2001年 グラスハウス2001

表彰式の模様�

詳細はこちら　http://www.cgco.co.jp/kyougi/index.html
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セントラル硝子では1966年以来、「セントラル硝子国際建築設計競技」を主催してい

ます。第37回は課題を「畑のレストラン」としました。�

「畑のレストラン」とは、のどかな田園風景のなかで新鮮な食材を使い、そこを訪れる人々

が精神的にも豊かな食文化を楽しむ場です。入賞作品では「生態系に配慮した食文化、

ライフスタイルへの転換」を提案しています。�

私たちは、こうした新しい建築物の提案が、自治体などの取り組みとして実現し、地域

の活性化に役立つことを願っています。そして、これからも自然環境と人間社会との

共生を意識したテーマの競技会を通して、豊かな環境づくりに少しでも貢献し続けた

いと考えています。�

環境安全部�

〒101-0054　東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1（興和一橋ビル）�

TEL:03（3259）7359　FAX:03（3259）7679�

http://www.cgco.co.jp/

第37回 セントラル硝子国際建築設計競技�
テーマ「畑のレストラン」�

最優秀賞　高田 浩一、James Perry

優秀賞　横田 健司、花本 大作� 優秀賞　足立 拓� 優秀賞　山田 博保�

この報告書はエコマーク認定の再生紙・古紙の利用100%（白色度85%）の再生紙OKマットコートグリーン100を利
用しています。また、印刷には生分解性や脱墨性に優れ、印刷物のリサイクルが容易な大豆インキを使用しています。�

発行:2003年2月�
改訂：2003年5月�


