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本報告書は、セントラル硝子グループの社会・環境活

動を、ステークホルダーの皆さまに身近に知っていた

だく目的で、「読みやすい、わかりやすい報告書」を目

指して作成しました。構成にあたっては、環境省環境

報告ガイドライン（2007年版）や、日本レスポンシブ

ル・ケア協議会のレスポンシブル・ケアコードを参考に

して編集しています。

今回は特集記事として、「セントラル硝子が進める環境

への取り組み」についての座談会を行ないました。この

なかでは、セントラル硝子が製品を通じて、また製造プ

ロセス等を通じて、環境関係の課題解決のために何が

できるのかについて議論しています。

2006年版に引き続き、イラストによるセントラル硝

子製品の社会への寄与もよりわかりやすく紹介する

ように努めました。

ホームページでは、各工場のサイトデータを補足・充実

させた内容で報告します。

林檎はアダムとイブの物語に出てくる「知恵の
実」であり、セントラル硝子が培ってきた知識と
技術を表しています。そのガラスの林檎のな
かに、当社を「工場」と「製品」、従業員を「仕  
事風景」、社会を「家族」、環境を「自然」で表
現し、それぞれ映し出すことにより、当社の商
品が工場から生み出されて世の中の皆さまに
使用されるという一連の企業活動と、社会・環
境とのつながりを表現しました。

2006年4月～2007年3月
（一部、2007年4月以降の活動報告も含む）

セントラル硝子グループ（ただしデータ集計はセントラル硝子
株式会社の工場、研究所ならびにセントラル化成株式会社）

2007年9月

セントラル硝子株式会社　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 03-3259-7399
http://www.cgco.co.jp/

化学物質を製造し、または取り扱う事業者が、自己決
定・自己責任の原則にもとづき、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いたる全ライ
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。
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事業内容 主要製品
建築用ガラス

自動車用ガラス

ファインガラス

化学品

ファインケミカル

肥料

ガラス繊維

フロート板ガラス、型板ガラス、網入・線入板ガラス、熱線吸収板ガラス、熱線反射ガラス、加工ガラス（安全ガラス、複層ガラス、防犯ガラス）、鏡、防曇鏡、装飾ガラス

合わせガラス、強化ガラス、ガラスエンキャップシュレーション

液晶用薄板ガラス、液晶用クロム膜付ガラス、化学強化ガラス、PDP用高歪点ガラス、PDPカバーフィルター用ガラス

ソーダ製品、塩素製品、弗素化学製品

医薬品原薬・中間体、農薬原体、弗素系有機・無機ファイン製品、高純度ガス製品、微生物農薬・資材

塩安、塩加燐安、窒素加里化成、肥効調節型肥料、有機化成、成型肥料、燐安、燐酸液

長繊維、短繊維

   事業内容

国  内 海  外

   関係会社

ガ
ラ
ス
事
業

化
成
品
事
業

●セントラル硝子北海道
●セントレックス東北
●セントラル硝子工事
●セントレックス関東
●東京セントレックス
●セントレックス千葉
●セントラルガラスサービス
●セントレックス長野
●アイエスジー
●東商セントラル
●新潟吉野石膏
●セントラル合同肥料
●サングリーン

●セントラル・サンゴバン
●セントラルグラスモジュール
●アルバック成膜
●セントレックス静岡
●セントレックス東海
●尾州硅砂工業
●日本特殊硝子
●セントラルグラスウール
●セントラルグラスファイバー
●三重硝子工業
●関西加工硝子
●東海加工センター
●双和運輸倉庫

●セントレックス関西
●関西板ガラスセンター
●加儀商店
●タカダ
●セントレックス中国
●宇部商事
●セントラル化成
●セントラルエンジニアリング
●宇部珪曹
●宇部デリバリー
●セントラルサービス
●宇部分析センター
●富士海運

●西日本加工硝子センター
●宇部吉野石膏
●宇部アンモニア工業
●セントレックス九州

●ノースウェスタンインダストリーズ(米国)
●セントラルガラスインターナショナル(米国)
●セントラルガラスアメリカ(米国)
●カーレックス ガラス カンパニー(米国)
●シンクェスト ラボラトリーズ(米国)
●セントラルガラス ヨーロッパ(英国)
●アポロ サイエンティフィック（英国）
●PMK－セントラルガラス（タイ）
●タイセントラルケミカル（タイ）
●ジャパンベトナムファーティライザー（ベトナム）
●北京三重鏡業（中国）　　　●裕盛工業（台湾）
●台湾信徳玻璃（台湾）　　　●台湾創新精材（台湾）
●基佳電子材料（台湾）　　　●セントラル硝子韓国（韓国）
●ディスプレイ グラス アライアンス（韓国）
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レスポンシブル・ケア

編集方針

● 表紙について

● レスポンシブル・ケアとは

対象期間

対象範囲

発 行

お問い合わせ先

事業概要
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会社概要（2007年3月31日現在）

●商　　　号 セントラル硝子株式会社
●設　　　立 1936年10月10日
●従 業 員 数  1,858名（連結4,660名）
●資　本　金 181億6,800万円
●上場取引所 東京、大阪
●事業所一覧
 本　社 東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1
  （興和一橋ビル）
 化学研究所 埼玉県川越市今福中台2805
  山口県宇部市大字沖宇部5253
 硝子研究所 三重県松阪市大口町1510
 那須開発センター 栃木県那須塩原市下田野532-10
 宇部工場 山口県宇部市大字沖宇部5253
 堺工場 大阪府堺市堺区築港南町6番地
 松阪工場 三重県松阪市大口町1521-2
 川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町10番2号
 仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町3-11-5
 東京支店 東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1
  （興和一橋ビル）
 名古屋支店 愛知県名古屋市中川区富田町
  大字千音寺字土坪3773
 大阪支店 大阪府堺市堺区築港南町6番地
 福岡支店 福岡県福岡市中央区天神1-11-17
  （福岡ビル）



私たちセントラル硝子は、2006年で創立70周年を迎えま

した。経済のグローバル化の進展や市場経済の拡大、近

年の環境問題の深刻化など、この70年で企業を取り巻く

状況は大きく変わりました。それに伴い、環境への配慮や

安全・品質に心がけた製品開発など、企業が果たすべき

社会的責任も、さらに大きく重要なものとなってきていると

いえるでしょう。

そうした認識のもと、ガラス事業と化成品事業を2つの大

きな柱として事業展開を進めてきた当社では、ものづくり

およびサービスを通じて、人の健康や安全、地球環境の

保護に貢献できるよう、2004年に「環境理念」と「行動指

針」を改訂し、理念を具現化するよう努めてまいりました。

今後も、お客さまや地域社会、お取引先さまなどのステー

クホルダーの皆さまのご理解、ご支援をいただけるよう、よ

り一層の努力を重ねていきたいと考えております。

2006年度は、社会とのコミュニケーションをさらに充実さ

せるため、インターネットなどを通じての情報公開に力を

入れてまいりました。社会に誇ることができる点のみでな

く、反省すべき点、改めるべき点についてもあわせて公

開し、皆さまからいただいたご指摘・ご指導を今後の方

向性にも活かしていくことで、さらなる事業の質の向上を

目指します。

2007年度は、企業活動を経済的側面だけではなく、環境

的側面、社会的側面をあわせた3つの側面から評価する

「トリプルボトムライン」に対する社内の認識をさらに高め

るべく力を入れていきます。やや使い古された言葉では

ありますが、この姿勢を改めて各事業所に徹底し浸透さ

せることが、環境理念の実現に一歩でも近づくことにもな

ると考えるからです。

また、研究開発につきましても、常に環境、健康、情報

をキーワードにして、CSRを念頭において推進していく

ことが重要だと感じています。当社ならではの強みや

個性を活かし、技術を通じて社会に貢献できる研究開

発を進めます。そのために、大学や独立行政法人など

を含めた社外機関との共同研究を積極的に進めるな

ど、社外とのコミュニケーションのさらなる充実も図って

いく所存です。

こうしたさまざまな取り組みを担うのは、従業員一人ひとり

です。そして、その推進のためには、従業員全員が環境

理念と行動指針を理解・共有するとともに、自分たちの仕

事が『真に社会のために役立っている』という実感を持て

るようになることが必要だと思います。

当社は、自由な社風のもと斬新な研究開発や経営改革を

進めておりますが、一方で従業員には責任ある社会の一

員として、規律を遵守する姿勢を常に忘れずにいてほし

いと考えています。

同時に、従業員がよりいきいきと業務に取り組むことがで

きるような企業風土の構築も重要な課題です。すべての

従業員が自分の職場に『働きがい』を感じられるとともに、

それだけではなく、個人の生活も含めた生活全体を楽し

み、そこに生きがいを見出すことのできる、つまりワーク＆

ライフバランスを実現することのできるような職場づくり、

それこそが私たちの目指すべきものだと考えています。

今後も、こうした考え方に立った事業経営をさらに発展さ

せていく所存です。そのためにもステークホルダーの皆さま

に、この「社会・環境報告書2007」をご一読いただき、忌憚

のないご意見をお聞かせいただければと願っております。

セントラル硝子は、ものづくりとサービスを通じて、常に地球環境と
人の健康・安全に配慮し、真に豊かな社会の実現に貢献します。

“すべては人と地球環境のために”

私たちは、研究・開発から生産・販売に至るすべての活動において、環境連結の観点から
グループ企業全体で、地球環境の保護と人々の健康・安全確保に配慮していきます。

私たちは、環境に配慮した企業活動を推進する体制・システムを構築し、継続的な改善に努めていきます。

私たちは、地球環境にやさしい製品と生産技術の開発に努めていきます。

私たちは、地球資源の有効利用と廃棄物の再資源化を通じ、循環型社会の構築に努めていきます。

私たちは、環境・安全衛生に関する法令を遵守するとともに、市民の皆さまとのコミュニケーションに努めていきます。

私たちは、従業員一人ひとりがそれぞれの形で、地域に密着した社会貢献に努めていきます。

環 境 理 念
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行 動 指 針

セントラル硝子株式会社
代表取締役 社長執行役員

トップメッセージ 環境理念の具現化を目指して

「働きがい」を感じられる職場に

真に社会に貢献する

　　　　 企業を目指して。

トップコミットメント
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現在、国内の板ガラスメーカーで構成している板硝
子協会を主体として、Low-E（低放射性）複層ガラス
を『エコガラス』という共通の呼称を用いて、一般消
費者に対し『エコガラス』の使用を提案し、CO2の削
減と地球温暖化防止を呼びかけるキャンペーンを
展開しています。
Low-E複層ガラスは一般の複層ガラスに比べ、開
口部の遮熱・断熱に優れており、室内環境をより快
適に保ちながら冷暖房効率を上げて、住宅のエネル
ギー消費量を抑えるという機能があります。この優
れた機能は、結果としてCO2排出量の削減を可能に
し、ひいては地球温暖化防止にも大きく貢献できま
す。板ガラスメーカー3社が板硝子協会経由でスポ
ンサーとなり、2007年6月からテレビでも大々的
に『エコガラス』の宣伝活動を展開しています。
セントラル硝子の『エコガラス』製品は次のとおりです。

●ペアレックスツインガード
●ペアレックスヒートガード
●ペアレックスソネス（エコタイプ）
●スーパーペアレックス（エコタイプ）
●窓ンナ（地域限定）

エコガラス

プラズマディスプレイ用ガラス
プラズマディスプレイパネル（PDP）に適した特性を有
する当社の高歪点ガラス（CP600V）は、環境負荷物
質を含んでおらず、かつ資源枯渇の可能性の少ない原
材料を選択した組成になっています。またPDP光学
フィルター用として、環境に配慮し無鉛ペーストで印刷
した熱処理ガラス基板を生産・販売しています。さら
に、PDPの誘電体層に使用される無鉛系低融点ガラ
スの開発にも取り組んでいます。

被覆肥料セラコートR
［製造：セントラル化成（株）、販売：セントラル合同肥料（株）］

理想の肥効、省力・低コスト、環境に配慮
の３つをコンセプトに開発された肥効調
節型被覆肥料です。肥効が高く、施肥量
が削減できます。被覆材の原料には天
然素材を使用していますので、溶出後は
徐々に崩壊していきます。

麻酔薬や潰瘍薬などの医薬品の原薬や中間体
を提供しています。健康で快適なクオリティラ
イフを支える医療分野でもセントラル硝子の
技術が活かされています。

ガラス長繊維は、住宅、自動車、船舶からコ
ンピューターをはじめとするエレクトロニク
ス製品にいたるまで幅広く使われていま
す。ガラス短繊維は、自動車・鉄道車輌等の
断熱・吸音材として使われており、火災に強
い不燃材料です。原料は硝子カレット等のリ
サイクルが可能で環境に優しい素材です。

鏡の裏止め用塗料にはその品質性能を確保するため、
一般には鉛成分を含有しています。セントラル硝子で
は、業界に先駆けて2006年4月より全鏡製品の無鉛化
を実施し、環境に優しく高品質の製品「ミエミラークリー
ン」を製造・販売しました。鉛成分を除くことで懸念され
た耐湿性や耐塩分性などにも、従来同様の優れた品質
性能を発揮します。
またVOC規制に該当するホルムアルデヒドなどの
揮発物が発生しないことも確認しています。

微生物防除剤［販売：サングリーン（株）］
●［バイオキーパー水和剤］
　用途…ばれいしょ、白菜、パセリなどの軟腐病防除剤
●［ベジキーパー水和剤］
　用途…「レタス腐敗病」、「キャベツ黒腐病」の防除剤
●［モミホープ水和剤］
　用途…「イネもみ枯細菌病」「イネ苗立枯細菌病」の防除剤

これらは、人畜、作物に対する安全性が高く、収穫直前ま
で使用でき、農薬使用回数にカウントされないため、有機・
減農薬栽培に適合する、環境に対する負荷が少ない環境
保全型微生物農薬です。

環境中では、もろく崩れやすくなっていきます。

セボフルラン（全身麻酔剤原料）

無鉛鏡［製造：三重硝子工業（株）］
環境配慮型農業資材

電子電気製品用ガラス

ポリウレタンフォームの発泡剤として、オゾ
ン層を破壊しないHFC-245faを提供して
います。断熱効果が高く、不燃性・低毒性と
いう特長を持ち、HCFC-141bの代替品と
して有効な素材です。

ポリウレタンフォーム発泡剤代替素材

医薬品原薬および中間体

国内、海外の半導体・液晶パネル製造メーカーへ、クリーニ
ングガスである三フッ化窒素はもとよりPFC（パーフルオロ
カーボン）代替をコンセプトとして三フッ化塩素、希釈フッ
素、高純度無水フッ酸を供給しています。

希釈フッ素用大型供給パッケージ

ファインガス製品

環境配慮型農業資材

ガラス繊維

前面

フィルター

パネル

回路

PDP用高歪点
ガラス基板

低放射性特殊金属被膜

乾燥剤

中空層
（乾燥空気）

板ガラス

封着材

自動車用Ｓ断熱合わせガラス
遮熱性の高い微粒子を、合わ
せガラスの中間膜に分散させ
ることにより、優れた遮熱性能
を実現、車内に差し込む太陽
光による肌へのじりじり感を和
らげ、冷房負荷の軽減に寄与
するとともに燃費向上に貢献
します。現在、市販車に採用さ
れています。

自動車用ガラス

伊勢神宮
（内宮参集殿での使用例）

長繊維…製造：セントラルグラスファイバー（株）
短繊維…製造：セントラルグラスウール（株）

本業を通じて社会に貢献するセントラル硝子
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セントラル硝子は、多彩な用途に向けたガラス素材と、さまざまな形で身近な用途に
活用されている化成品を提供しています。当社の製品は日常生活のあらゆる場面、
社会のなかのさまざまなシーンで、IT関連や医療分野にいたるまで、
現代人の豊かで快適な生活を支えています。

製
品
紹
介

製
品
紹
介

OUR PRODUCTS



̶̶廃棄物の削減を進めるために

【川島】 当社の環境への取り組みについては、まず製造過
程でのものが挙げられると思います。環境負荷物質につい
て法律や条例の基準値を守ることは当然ですが、今、重要
な問題になっているのが廃棄物の削減です。宇部工場は、
化成品の生産段階でカルシウム系の廃棄物が何万トンも出
るのですが、これをファインケミカル部門から出る廃酸と中和
させ、最終的にできた物質を埋め立て処理してきました。現
在は、これをセメントの原料などとしてリサイクルする計画を
進めています。ただ、処理コストが倍増するため、導入には
時間がかかりそうです。

【今井】 廃棄物削減のためには、有害化学物質を代替物
質へ切り替えることも重要です。三重硝子は、鏡の裏止め
塗料として用いる鉛を含んだ汚泥を年間60トン排出してい
ました。これをなくすためにも、鉛を使用しない無鉛鏡への
切り替えを進めております。
【泉】 化学研究所では、年間100種類以上の化学物質を
使用しています。管理はデータベース化して厳密に行なっ
ていますが、開発段階では法律にも規定のないような、特
殊な廃棄物が出ることもあります。処理方法は難しく、適切
な廃棄方法が決定するまで保管しています。研究段階で
ある程度の廃棄物が出るのはやむを得ない部分もあるの
ですが、それを削減するよう技術力を高めていく必要があ
ると思います。
【井上】 商品のリサイクル率を高めることも重要です。合わせ
ガラスや複層ガラスなど、ガラスと他の副資材を組み合わせ

た商品はリサイクルが難しいのですが、国内板ガラスメーカー
3社で構成する板硝子協会ではリサイクル方法を検討中で、
一部は実用化に向けてテスト運用の段階に入っています。
【坂谷】 最近は、開発から生産に入るまでの期間が短いの
で、廃棄物を減らすには研究の初期段階からそうした視点
を持つ必要があります。そこで研究所と協力して、廃棄物が
出ないような製造プロセスの開発にも取り組んでいます。

̶̶お客様のニーズと温室効果ガス削減のバランス

【森田】 2008年からは京都議定書の「約束期間」が始まり
ますし、CO2などの温室効果ガス削減も重要な課題です。

新たに設備投資をする際に、環境負荷への配慮をどのよう
なかたちで折り込んでいくべきか、会社全体としてのしっか
りした政策形成が重要だと思います。
【川島】 廃棄物と同じく、研究の段階からCO2削減を意識す
ることも重要ですね。工場での製造に移行すると、そこから製
造方法を変えることはコストを考えても困難です。
パソコンや携帯電話に用いる極薄ガラスのニーズが高まって
いることも、難しい点のひとつですね。多様な種類のガラスを
つくり分けるためには、大量のエネルギーが必要です。歩留
まりの向上など、抜本的な対策が必要ではないでしょうか。
【井上】 CO2削減に大きく貢献できるガラスはあるのですが、
製造・流通段階でも多くのCO2を排出してしまいます。今
後はそういった段階における削減への取り組みも必要と
なりますね。
【川島】 また、宇部工場はLNG（天然ガス）を使用した自家

発電装置の設置を進めています。買電との効率差の関係
で、結果的にCO2削減につながります。現在はLNG入手困
難のため計画が止まっていますが、入手の目処が立てばす
ぐに検討を再開できる状態になっています。
【森田】 燃料転換は、CO2削減に対して非常に効果的です
ね。現場で省エネを進めることも大切ですが、燃料転換なら
もっと大きな削減が実現できますから。

̶̶商品の普及を通じた貢献を

【井上】 製造過程だけでなく、商品を通じて環境保護に貢
献するのも、私たち製造業の役割だと思います。そのひとつ
が、遮熱・断熱性に優れ、冷暖房を大幅にカットできる『エコ
ガラス』です。機能とメリットを説明してお客さまへの認知度
を高め、商品を普及するのが私たちの責任なのですが、
CMでも説明は充分できていないし、どうアピールしていくの
かがこれからの課題です。
【今井】 商品自体は多少高くても、トータルで見れば光熱費
がこのくらい削減できるという、具体的なシミュレーションの
数値があればよいのではないでしょうか。
【坂谷】 エコガラスにはいろいろ種類もあるので、冷暖房の

どちらをよく使うかなど、その地域に合った特性をアピールし
ていくことも効果があると思います。
【森田】 あとは、いかに安く供給できるかということですよね。
海外のように窓ガラスの大きさをある程度規格化できれば、
コストが下がり普及につながるのではないでしょうか。
【川島】 その意味でも、一社での取り組みだけではなく、ほ
かの企業や地域の人たち、お客さまなどと協働する姿勢も
必要になりますね。宇部でも地元の大学や企業が参加す
る、温室効果ガス削減についての研究会をつくっています。
【坂谷】 私たちも最近、お客さまから製造過程のエネルギー
使用量や、グリーン調達や化学物質についての問い合わせ
を受けることが増えていて、社会的な意識の高まりを感じて
います。そういった声も、商品に反映させていきたいですね。
【泉】 世の中の意識が変わらないと、環境配慮型の商品は
普及しない。情報発信やコミュニケーションを通じて、社会に
訴えていくんだという意気込みが必要ではないでしょうか。
【井上】 社員一人ひとりがどういう意識を持って行動する
のかということも、非常に重要なことだと思います。結局は
それが、組織として、企業としての取り組みにつながって
いくのではないでしょうか。

当社はものをつくることが仕事ですから、どうしてもエネルギーを使います。そのなかで、できるだけ使

用量を抑えるという努力を続ける姿勢が大事です。今後、環境問題はますます重要になっていきま

す。製造工程でエネルギーを減らす努力はもちろん、エコガラスのような商品の研究開発も、私たち

に求められる重要な役割だと思います。その期待に応えられるよう、両方にバランスよく取り組みな

がら、事業を通して環境保護に貢献していきたいですね。

座談会を終えて  代表取締役専務執行役員 三本 誠一

硝子営業部
井上 昌久

三重硝子工業（株）
技術課
今井 泰子

宇部工場長
川島 親史

ファインケミカル
営業第一部
坂谷 孝

堺工場
工場次長
森田 勇

化学研究所（東京）
泉 光明

座談会参加者
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ROUND-TABLE DISCUSSION

座
談
会

座
談
会

特   集 社会・環境報告書特別座談会

2007年7月11日、ガラス事業や化成品事業の製造や営業など、さまざまな立場の
社内関係者が集まって、当社が進める環境への取り組みの事例を共有し、
さらにこれから何ができるのかについて話し合いました。

セントラル硝子が進める環境への取り組み



セントラル硝子は製品の全ライフサイクルにわたって
「環境・安全・健康」を確保し、改善を図る自主管理
活動「レスポンシブル・ケア」の理念にもとづき事業

活動を行なっています。真に社会に貢献する企業を
目指して、ステークホルダーの社会的要請に対応可
能なマネジメントを進めています。

2006年度は重点課題などのヒアリングによる現地監
査・調査から、個々の事業所による自主監査を主体と
し、選定した事業所についてのみ現地監査を実施する
方式に移行しました。44事業所で行なった自主監査
結果を精査し、その中から15ヵ所を選んで現地監査
を実施しました。網羅的かつ、コンプライアンス面、環
境面で不備がないよう配慮した自主監査チェックリス
トの採用により、監査項目に抜けがなくなり、継続的な
全事業所の監査が可能になりました。今後はチェック
項目内容の充実を図ります。

環境安全面については環境安全部、製品安全面につ
いては品質保証部、労働安全衛生面については人事
部、社会的要請については総務部が、それぞれ核とな
り、お互い連携して、本社、支店、研究所、工場、関係会
社での活動をフォローしています。
レスポンシブル・ケア活動については、環境安全推進委
員会を核に、本社の環境安全部が事務局となって、各
所の環境面・安全面に関する各委員会の活動を、それ
ぞれの担当委員を通じて支援・推進しています。

環境保全活動を推進するために、ISO14001の認証
取得を各事業所に展開し、環境マネジメントシステム
を構 築・運 用しています。2 0 0 7 年 6 月現 在
ISO14001は全工場と関係会社10社、その他の
EMSは1研究所と関係会社1社が取得しています。

   環境安全マネジメント推進体制図

   環境マネジメントシステム（EMS）などの認証取得状況

   中間目標と2006年度の実績

主要工場・関係会社
環  境 品  質

ISO14001

宇部工場
堺工場
松阪工場
川崎工場
那須開発センター
セントレックス東北（株）
セントラル硝子工事（株）
セントラルガラスサービス（株）
セントラルグラスモジュール（株）
日本特殊硝子（株）
セントラルグラスウール（株）
セントラルグラスファイバー（株）
三重硝子工業（株）
関西加工硝子（株）
東海加工センター（株）
（株）関西板ガラスセンター
宇部珪曹（株）
（株）セントラルサービス
（株）西日本加工硝子センター
宇部商事（株）
セントラル化成（株）
　   カーレックス ガラス カンパニー
　   北京三重鏡業有限公司
　   裕盛工業股份有限公司
　   台湾信徳玻璃股份有限公司

○
○
○
○
　
　

　

○
○
○
○
○

○

○
○
○
○

ISO9001

○
○
○
○
　

○
○
○
○
○
○
○
　
○
○

○
○
○
　
○
○
○
○

その他EMS＊

○
○

各ＲＣ関連委員会

関係会社

本  社 支  店

環境安全部

（RC事務局）

環境安全推進委員会

経営会議

研究所 工  場

海  

外

＊ 那須開発センターは「エコアクション21」、セントレックス東北は「みちのくEMS」

主要課題 2007年度計画中期目標 2006年度実績 評価 掲載
ページ

項目

環
境
・
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

安
全
へ
の
取
り
組
み

環
境
へ
の
取
り
組
み

社
会
と
の

か
か
わ
り

環境マネジメント
システムの構築・維持

地球温暖化防止
（省エネ／省資源）

化学物質の管理強化

コンプライアンス

化学品・製品安全

保安防災

物流安全

廃棄物削減

循環型社会構築

社会・地域貢献活動

労働安全衛生

P10
P20

P10

P14

P14

P14

P14

P15

P18
P19

P21

P22

P14

P13
P17

P13

P10
P20
P21

P17

P18
P19

●本体事業所での認証更新維持・
　新規取得の推進

●PRTR調査の徹底
●化学物質リスク管理体制構築
●MSDSの整備

●経営者による高圧ガス自主保安
　監査実施
●災害の未然防止対策の徹底

●イエローカードの整備

●休業災害ゼロ　

●労働安全衛生管理への取り組み強化

●環境負荷物質代替・無害化の促進

●2007年度までに硝子3工場でゼロ
　エミッション達成
●廃板ガラス製品のリサイクル
　システム構築

●コミュニケーション活動の強化
　（社会・環境報告書発行、工場見学会・
　  地域対話など）

●セントラル硝子国際建築設計競技の
　主催
●ボランティア活動への参加

●物流安全のリスク管理体制構築
●物流業者教育の実施

［グリーン調達の推進］
●化学物質監査の実施
●顧客対応体制整備

［2010年度目標］
●全社のCO2排出量を1990年度比
　10％削減

［2010年度目標］
●全社廃棄物最終埋立処分量の1991
　年度比80％の削減

●関係会社を含むグループ全社について、
　関係法令のリストアップを行ない、
　情報の見える化（ＩＴ化）を推進　　　　　　　　　　

●認証未取得関係会社での
　自主管理レベル向上

●関係会社での認証更新維持・
　新規取得の推進

●内部統制システムの整備･構築

達成状況：　　　 … 計画を達成　　　　 … 追加対策が必要

宇部・堺・松阪3工場、ISO14001認証の維
持・継続。川崎工場、2007年5月ISO14001認
証取得の予定。那須開発センター、2007年5
月エコアクション21取得の予定。

グリーン調達ガイドラインを見直し、関係会
社を含むグループ全社について環境安全
自主監査チェックリストにより化学物質管理
（法令遵守）状況、顧客対応状況を確認。
REACH対応体制を確立。

宇部・堺・松阪・川崎の4工場は行政による
定期法定検査に対応、自主的に高圧ガス保
安監査を実施。

化学品・製品物流に関係する事業所・関係
会社について環境安全自主監査チェックリ
ストなどによりリスク管理状況、取り扱い安
全教育状況などを確認。

過去労働災害の解析にもとづく防止策を検
討し、巡回啓蒙や労働災害DB公開やVM手
法の試験導入を実施。2006年度は件数低減
したが、協力事業所で死亡災害の発生あり。

宇部工場での労働安全、保安防災リスク管
理システム構築の取り組み継続。堺、松阪
工場でも宇部工場に準じ取り組み検討を
開始。

松阪工場、宇部工場（ガラス部門）は、2004
年度のゼロエミッション達成を継続維持。
松阪工場は産業廃棄物中間処理業の許可
を取得し、廃板ガラス受け入れを開始。

第41回セントラル硝子国際建築設計競技
の主催、NPOへの寄付などの社会貢献活動
を実施。労働組合と協力して地域および国
際的なボランティア活動に参加。

全社のCO2排出量は910千トンとなり1990
年度比で10％削減の目標を達成。

グループ会社を含めアスベストの使用状況
調査を実施し、材料変更を含む必要な対策
を完了。保管PCBは無害化処理待ち。

社会・環境報告書の作成・配布。第4回宇部・
小野田地区RC対話集会に参加し、地域住民
と交流。

全社の廃棄物最終埋立処分量は1991年度
比で58％削減。

逐次、既存カード見直し、新規カード作成を
実施。

環境安全にかかわる自主監査および現地
監査などにより、各事業所の環境安全関係
の法令遵守状況を確認。コンプライアンス・
マニュアルを策定。

化審法、労働安全衛生法の遵守（各種届出）
と関係者への情報提供を実施。MSDSを逐
次整備。

関係会社36事業所について環境安全自主
監査チェックリストによる自己監査を実施。
関西加工硝子がISO14001認証を取得。

本体事業所での認証更新維持
新規取得活動の推進

情報のデータベース化で、製品
の環境負荷低減
お客様への確実・迅速な情報サ
ービス体制を構築
REACH対応のフォロー

法令遵守の徹底と安全技術・ノウ
ハウの伝承
設備安全対策への注力

安全確認・教育などの取り組みの
継続

災害防止対策を継続実施
災害管理システムの見直し・整備
の継続実施　　

取り組みの継続および他の事業所
への水平展開

2007年度硝子3工場ゼロエミッ
ション達成に向けた施策の実施
松阪工場での廃ガラス製品リサ
イクル実用化技術の開発

従来活動を継続し、社会貢献活
動の一層の内容充実

2010年度目標達成に向けた取り
組み継続
関係会社を含む全事業所の使用
エネルギーの把握
改正省エネ法・温対法への対応継続

化学物質管理の徹底
（指針の見直し）
保管PCBの管理の徹底

社会・環境報告書2007年度版発行
宇部・小野田地区RC対話集会参加

全社の廃棄物最終埋立処分量の
削減、中期目標の見直し

既存カードの見直し
必要に応じ容器イエローカード
の作成、運送業者への周知徹底

グループとしての関係法令のリ
スト整備
情報の見える化（ＩＴ化）の推進

関係法令の遵守とMSDSの逐次
見直し整備

関係会社での認証更新維持
新規認証取得の推進

環境・安全マネジメントの考え方

環境安全監査

環境・安全マネジメント推進体制

環境マネジメント認証取得状況
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環境・安全報告

環境・安全マネジメント
セントラル硝子は、地球環境と人の健康・安全に常に配慮するような企業活動
を支える体制・システムを構築し、継続的な改善に努めています。

目
標
お
よ
び
達
成
状
況

目標および達成状況
環境、安全、社会性にかかわる目標とその実績を報告いたします。
2006年度は、労働災害の防止、保安防災、廃棄物削減への取り組みなどで課題が残りました。
2007年度は、これらの課題について具体的な改善策を立てて取り組んでいきます。



よりよい社会・環境を実現するためには、企業を構成す
る従業員一人ひとりが、環境や社会問題を自分のこと
としてとらえ行動することが大切です。セントラル硝子
グループでは、そのような人材の輩出を目指して、社

内外の講師により各事業所で時宜にかなった教育を
実施しています。2006年度は、コンプライアンス面
にも比重を置いて実施しました。

セントラル硝子では環境保全活動の定量的な現状把握
の一環として、毎年、環境コストの把握・集計を行なって
います。2006年度は対前年比で設備投資額419百万
円増、費用140百万円増となりました。設備投資は前年
に比べ約1．6倍の大幅な増加となりましたが、これは主

にフロート工場再稼動のため電気集塵機や廃熱回収ボ
イラーを新設したことなどによります。また、費用の内訳
としては、各工場の排水・排ガス処理関連費用や産業廃
棄物処理費用などが主なものです。今後も効果的な環
境投資をして継続的改善を行なっていきます。

セントラル硝子グループではグリーン購入をより積極
的に推進するため、2006年3月に「グリーン購入ガイ
ドライン」を作成し周知を図りました。これには、紙、文
具、機器などに項目を分類し、製品やサービスの購入
に際し環境負荷の少ないグリーン商品・サービスであ
るかどうかの判断基準が明示されています。

また本社および東京支店では、2006年2月から新し
い事務用品発注システムを導入・運用しており、カタロ
グに設けてある「エコインデックス」を活用していま
す。環境配慮型商品を容易に選定・発注できるようにな
り、グリーン購入率が約90％に向上しました。

セントラル硝子は、製造工程における環境負荷を定量
的に把握することにより、自社の環境活動の課題を認
識し、取り組みに役立てています。ガラス部門では温

暖化防止対策、化成品部門では廃棄物の削減を重点
テーマととらえ、省エネルギー活動やエネルギーの転
換、廃棄物の有効活用に力を入れていきます。

板ガラスは一部の製品（型板ガラス、網入りガラスなど）を除

き、ガラス素地を溶融金属上に浮かせて成形するフロート法

での連続製造が主流となっています。珪砂、ソーダ灰、石灰

石、芒硝、カレット（ガラス屑）などの原料を窯の一端から投

入し、重油バーナーで約1,600℃に加熱・溶融し、他端から

均質なガラスを連続的に引き出します。引き出されたガラス

はその後溶融スズを充満したバスの中に流れていき、溶融

スズ上で板厚などを整えながら成形され、徐冷炉へと送られ

ます。ここでガラスにゆがみが残らないようゆっくりと冷却

された後、洗浄、乾燥、検査、採断の各工程を経て板ガラス製

品となります。

当社のソーダ灰の製造は、原料である原塩の利用率を向上

させるため、ソーダ灰と塩安を併産する塩安ソーダ法を採用

しています。ソーダ灰の原料は、原塩、アンモニア、炭酸ガス、

水を使用します。この原料を炭酸化塔で反応・冷却すると、重

曹（NaHCO3）が析出します。炭酸化塔で得られたスラリー

中の重曹をフィルターで分離し、か焼炉で焼成するとソーダ

灰（Na2CO3）が得られます。一方フィルターで分離された濾

液を冷却・析出させて得られる塩安は、当社製品である高度

化成肥料の窒素源として利用しています。また、塩安の一部

をスラリー化し蒸留塔で石灰乳と反応・濃縮して、凍結防止用

などに使われる塩化カルシウムを製造しています。

事業所 教育の概要 受講対象 実施年月 受講者概数
本 社
化学研究所
硝子研究所
那須開発センター
宇部工場
堺工場
松阪工場
川崎工場

新任管理職
該当する担当者

全所員
全センター員
各部署ISO担当者
内部監査リーダー
部門構成員

該当する担当者

35名
9名
36名
28名 
51名
13名

1,050名
95名

2006年6月
2006年9月
2006年4月
2006年4月

2006年9～10月
2006年5月
部門毎随時
2007年3月

RC活動、EMS等の環境全般
GHS対応MSDS作成手法について
2007年度硝子研究所RC方針説明
セントラル硝子のRC活動・労働安全へのアプローチ
環境負荷物質についての教育
内部監査員リーダー教育
部門別教育（ex．環境目的および目標の周知徹底）
ISO14001特別教育

   2006年度環境教育の実施リスト

費　用投　資費　用分　　　類 投　資
1,059
857
54
148
0
0
9
0
0

1,068

3,645
1,768
53

1,824
3

296
307
2
1

4,254

635
529
79
27
0
13
1
0
0

649

3,572
1,700
51

1,821
3

282
250
5
2

4,114

（１）事業エリア内コスト
   ①公害防止コスト
   ②地球環境保全コスト
   ③資源循環コスト
（２）生産等の上・下流で生じる環境負荷の抑制コスト 
（３）管理活動における環境保全コスト 
（４）研究開発活動における環境保全コスト 
（５）社会活動における環境保全コスト 
（６）環境損傷対応コスト 
合　　　　計

   環境保全コスト （単位：百万円）

対前年比増減（%）2005年度排出量（トン）2006年度排出量（トン）事業エリア内効果 環境負荷物質
CO2
SOx
NOx
ばいじん
COD

909,058
1,923
3,722
69
47

943,342
2,054
4,168
82
47

-4
-6
-11
-16
0

温室効果ガス

環境汚染物質

   環境保全効果（環境負荷指標）

INPUT OUTPUT

使  用
（最終ユーザー様）

物  流
（セントラル硝子）

販  売
（お取引先様）

原 料

エネルギー
使用量

　電力

　LPG

　A重油

　C重油

　都市ガス

水

ガラス
部  門

ガラス
部  門

ガラス
部  門

化成品
部  門

化成品
部  門

ガラス
部  門

ガラス
部  門

排水

化成品
部  門

COD

排水

COD

　再資源化量

　最終処分量

大 気

CO2

ばいじん

SOx

NOx

廃 棄・
リサイクル

廃棄物総発生量

廃棄物総発生量

　再資源化量

　最終処分量

原料調達
（サプライヤー様）

物 流

CO2

CO2

ばいじん

SOx

NOx

172,975 kl

124,939 千kWh

174 トン

316 kl

118,882 kl

10,179 千m3

　電力

　メタン系ガス

　A重油

　C重油

　石炭（無煙炭）

化成品
部  門

148,247 kl

100,935 千kWh

362 千m3

598 kl

99,757 kl

13,318 トン

36 千トン

化成品
部  門

66 千トン

65 千トン

1 千トン

67 千トン

6 千トン

61 千トン

505 千トン

49 トン

1,831 トン

3,200 トン

405 千トン

20 トン

92 トン

523 トン

5,430 千m3

10 トン

3,712 千m3

37 トン

原料

水

原料

水

405 千トン

5,824 千m3

1,189 千トン

7,587 千m3

製  造
（セントラル硝子）

総使用量
（原油換算）

総使用量
（原油換算）

2006年度 2005年度

環境教育

環境会計

グリーン購入

環
境
・
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環境・安全報告
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ENVIRONMENT & SAFETY

セントラル硝子の物質フロー

板ガラスができるまで 化成品（ソーダ灰など）ができるまで



当社では安全な職場で安全な作業を行ない、安全な
製品を作ることを心がけています。私たちにとって製
品の安全と作業に携わる人の安全確保は最重要課題
のひとつです。
製品の環境配慮については、「グリーン調達ガイドラ
イン」、「環境負荷物質管理指針」などを作成して、環

境負荷物質が製品へ混入しないよう厳重に管理して
います。
職場の安全については、作業のある場所には必ず潜在
的リスクがあり、これらを把握し事前に対処することが
災害ゼロにつながると考え、職場のリスクアセスメント
や物流安全にも配慮しています。

セントラル硝子では、MSDS※1の提供により化学物
質などの使用に関するリスクを最小限にするための活
動を行なっています。化学物質等の取扱者は、提供さ
れたMSDSにより作業環境で必要な予防手段を講じ
ることができ、人や環境を守ることにつながっていま
す。現在、研究開発段階の化学物質や廃棄物も含め、

565種の化学物質などについて
MSDSを発行しています。
※1 MSDS（Material Safety Data Sheet 　
　　製品安全データシート） … 
　　化学物質等についての危険有害性、
　　健康および環境に関する情報を記載
　　したデータシート

PCB（ポリ塩化ビフェニル）を含む廃コンデンサなど
は、PCB特措法を遵守し、厳重に保管・管理しています。
該当するPCB廃棄物については、2005年度に日本環

境安全事業株式会社（JESCO）への早期登録手続きを
完了しました。今後JESCOの計画に従い、各地区の施
設にて法に定められた処理を行なっていきます。

欧州のREACH規制※2をはじめとして、世界各国の化
学物質規制はより強化されつつあります。サプライ
チェーン全体にわたる化学物質管理・環境管理の徹底
と、含有化学物質に関する情報の共有化は、ますます
重要性を増してきました。セントラル硝子では、確実な

化学物質管理と情報開示要請に対応するため、下記の
ような取り組みを全社的に進めています。
※2 REACH規制 （Registration, Evaluation, Authorization and 
　　Restriction of Chemicals） … 
　　欧州における新たな化学物質規制（総合的な登録・評価・認可・
　　制限の制度）、2007年6月1日施行

セントラル硝子では主要工場の多くが「石油コンビ
ナート等災害防止法」の指定区域となっており、環境・
保安防災に対する行政からの指導のもと、各工場とも
万全を期した保安防災体制を整備しています。
これに加えて《設備事故ゼロ》を目標に、「老朽化設
備・危険場所の見直しとその対策」を各工場で実施
しました。
また事故・災害を未然に防止すべく、各事業所の緊急
時対策基準を見直し、訓練も実施しました。これらの結
果については、「経営者による現地監査」を毎年自主的
に行なって確認しています。2007年度もさらに工夫
を加え、危険設備の見直しや緊急対応訓練を確実に実
施していく計画です。

化学物質の輸送時に事故が発生すると、周辺の方々や
顧客に対し多大な被害 ・ 迷惑を与えることになります。
セントラル硝子では、従業員だけではなく輸送を委託
している協力事業所へも、輸送上の事故防止と事故が
発生した時に生じる被害を最小限におさえるため、定
期的な指導や教育を実施しています。
毒劇物など化学物質の輸送では、事故時の被害拡大
防止の観点から、物流安全指針に沿って、緊急連絡
カード（イエローカード）を作成し、該当する車両の運
転手に携行させています。その中には、道路輸送時に
事故が起きた場合、輸送関係者や消防・警察などが迅

速に適切な対応がとれるよう、その措置や連絡通報す
べき内容が明記されています。

セントラル硝子グループは安全の確保があらゆる事業
活動の基本であるとの認識のもと、関係会社を含む全
事業所で労働安全衛生活動を推進しています。
2006年度後半から労働災害速報を社内データベー
スに掲載し、他事業所および関係会社も含めて、所轄
の管理監督者に災害内容を即座に周知徹底し、類似災
害の発生防止に役立つシステムを構築しました。その
結果2006年度の災害発生件数は、当社および協力
会社ともに2005年度に比べ、大幅に減少しました。
今後とも従来からの「ヒヤリハット」、「危険予知」、
「指差呼称」などの安全対策、設備や運転の維持・改
善のための諸活動、安全教育・訓練のさらなる徹底
を図ります。また、工場地区での労働安全衛生マネ
ジメントシステム（OSHMS)を構築して、関係会社
を含む全社に展開し、より一層の労働災害防止対策
を強化していく方針です。

なお協力事業所で発生した死亡災害につきまして
は、原因を追究して安全対策を講じ再発防止に努め
ています。

MSDS

高圧ガスタンク保安監査（堺工場）

無水フッ酸出荷時

   休業度数率

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
02　　　　03　　　　04　　　　05　　　　06

（度数率）

（年度）

当社　　　　協力会社

製造業（平均）　　　　全産業（平均）

休業度数率＝（休業災害死傷者数／延べ労働時間）× 1,000,000
（100万労働時間あたりの休業災害の発生頻度）

●板ガラスのリサイクル
建築用板ガラスは１枚で構成される①フロート板ガ
ラスおよび強化ガラス、複数枚で構成される②合わ
せガラスや③複層ガラスの大きく3つに分けられま
す。廃ガラスのうち①はガラス製造の原料としてす
でにリサイクルが進んでいます。
②と③の廃ガラスについては、これまでは多くが産
業廃棄物として埋め立て処分されていましたが、板
硝子協会とタイアップし、業界全体でリサイクルへの
取り組みを進めています。②については、2006年5
月より関東地区でリサイクルテストの運用を開始。他
の地区についても、今後順次水平展開していく予定

です。関西、東海地区は当社の松阪工場が集約拠点
となって、回収を進めます。
③については、これを構成する部材を効率よく分離
回収する方法を現在検討中です。今後は、②と同様
に回収システムを構築してリサイクルする予定です。
廃自動車から取り外された板ガラスを回収して、原
料として再利用するためには、産業廃棄物中間処理
業の資格が必要です。当社は2006年9月に松阪工
場で当該許可を取得し、自動車解体業者から運び込
まれた廃板ガラスの回収使用を始めています。今後
も、廃棄物の削減、天然資源の保全を目標に、リサイ
クルの取り組みを推進していきます。

●マイスターの声 ［川崎工場 工務課
　筒井 良純］
最終目標を十分に理解して全体をよく
見渡しながら、常に環境･安全･品質に
配慮することの重要性を、実際のプロ
セス設計を通じて体得してもらうことを

●研究開発～試作段階における、確実な環境配慮・原材料選定
●原料調達先企業と共働した確実な原料管理のための「グ
　リーン調達ガイドライン」「環境負荷物質管理指針」にも
　とづく調査
　─調達先企業の環境管理体制が確立されているか
　─購入原材料中の当社指定自主規制物質（カドミウム等）の含有／非含有状況

●工程管理（意図的使用なしの確認、混入防止）
●製品管理（包装材料の管理、製品中化学物質の含有確認）
●「グリーン調達データベース」の構築運用による、関係者
　間の情報共有
●関連部門担当者に対する教育の実施

安全への取り組みの考え方

保安防災

物流安全

労働安全衛生

化学物質安全
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安全への取り組み
セントラル硝子は、化学物質安全、保安防災、物流安全、
労働安全衛生といった、製品や人にかかわる安全への取り組みを
重要課題と認識し、取り組みを進めています。

ENVIRONMENT & SAFETY

保安防災

物流安全

労働安全衛生



2007年の第4次IPCC※1報告によって地球温暖化は
人為起源によるものとほぼ結論づけられました。地球温
暖化防止対策が主要国首脳会議のテーマとなり、世界
が立ち上がろうとしています。日本の現状は、2005年
度の炭酸ガス（換算）排出量が1,360百万トンに達し、
京都議定書の基準年と比較して約8％増えています。
当社の場合、2006年度のガラス部門の排出量はほ
ぼ2005年度と同様でしたが、化成品部門では大幅な
事業の再構築を行なった結果、炭酸ガス排出量を約4
万トン削減することができました。当社の温暖化ガス
削減目標は、1990年基準で2010年に10％削減と
しており、現時点ですでに達成しています。今後も一層

の省エネルギーに努め、さらなる排出量削減に努力し
たいと考えています。
※1 IPCC … 気候変動に関する政府間パネル

建築物に使われるガラスは、薄いこともあり冷暖房効
率上は大きな弱点になります。冷暖房時の熱負荷を
軽減するためには、複層ガラスの中空層側に特殊金属
膜をコートした『エコガラス』が大変有効です。

試算によると、東京都の戸建て住宅に『エコガラス』を
使用すれば、年間で一戸当たり25本のぶなの木を植樹
するのと同等のCO2削減効果になるということです。
　 エコガラスについては、6ページもあわせてご覧ください。

  マグネシウム鋳造用カバ－ガスの開発
セントラル硝子は、温暖化防止に大きく貢献できるマ
グネシウム合金鋳造向けカバ－ガスを開発しました。こ
れは新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
のプロジェクトを通じて研究開発を行なってきた成果
で、温室効果が非常に大きい六フッ化硫黄（SF6）の代
替を目指したものです。
マグネシウム合金は携帯電話、ノ－トパソコンなどの情
報家電の筐体や自動車部品に使用されており、実用金
属中もっとも軽量の材料です。そのため、省エネル
ギーの点で注目されており、今後その需要が大きく伸
びることが予想されています。
マグネシウム合金は、活性金属であるため鋳造する際
の燃焼危険性が高い金属です。燃焼を防ぐためにカ
バーガスが使用されており、現在は主に六フッ化硫黄

が使用されています。しかし、六フッ化硫黄は地球温暖
化係数（GWP）が20,000以上と大きいため、その使
用削減や全廃が要望されています。この度開発したカ
バ－ガスはGWPが六フッ化硫黄に比べて極めて小さ
いことが注目されており、地球環境に優しい材料とし
て期待されています。
  改正省エネルギー法による特定荷主としての対応について
セントラル硝子（株）およびセントラル合同肥料（株）
は、改正省エネルギー法の定める「特定荷主」（年間輸
送量3,000万トンキロ※2以上）に該当しています。
「特定荷主」には、輸送における省エネルギーの計画
策定および定期的な報告の義務があり、当社も輸送効
率改善などの取り組みをさらに進めていきます。
※2 トンキロ … 輸送重量（トン）と輸送距離（キロ）を掛けて計算する、
　　　　　　  貨物の輸送量を表す単位

きょうたい

セントラル硝子の主要工場は、それぞれ都市近郊に立地
しており、その多くが「石油コンビナート等災害防止法」
の指定区域になっています。各地域において製造を担っ
ている工場や事業所では、厳しい環境規制や行政から
の指導のもと、操業を維持してきた実績があります。

セントラル硝子グループとしても、環境負荷物質の排
出削減は重要な課題のひとつであり、化学物質の適正
な管理はもとより環境影響のより少ない方法で生産す
べく努力を続けています。

セントラル硝子の2006年度の主な環境負荷物質
（SOx、NOxおよびばいじん）の大気への総排出量は、
前年度と比較していずれも減少傾向に推移しました。
なかでもばいじんは、16％の減少となっています。こ
れは主として松阪工場でディーゼル発電機の一部を停
止したことと、より一層の適切な排出管理を行なった
ことによります。
有害大気汚染物質のうち、SOx、NOxおよびばいじん
は古くからよく知られた公害物質です。特にNOxおよ
びばいじんの主な発生源は、工場などのような固定発
生源と自動車排気ガスなどのような移動発生源があり
ます。大気環境保全や健康リスク回避のために、固定
発生源の一端を占めている当社としても、排ガス濃度

の適正管理や排出量の削減に一層努めていきたいと
考えています。

宇部工場では、ここ数年ファインケミカル製品の新規
事業増加に伴って、工場から排出される廃水に含まれ
るCODの量が増加傾向にあります。その対策として、
環境に配慮した廃水処理システムの構築・維持を促進
するため、従来のものよりも有機物の分解能力が数段
優れた方法を採用した処理設備を2007年3月に設
置しました。具体的には有機ファインケミカル製品の
製造能力増大に対応するための、過酸化水素加熱法に
よるCOD処理設備のことです。

   硫黄酸化物（SOx）排出量
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堺海上保安署の企画による市内の中学生を対象とし
た海洋環境教室にも協力しています。写真は、海上
パトロールについての業務説明のなかで、セントラル
硝子堺工場
の岸壁近くに
おいて、海水
をサンプリン
グしている様
子です。

02　　　　03　　　　04　　　　05　　　　06

地球温暖化防止への取り組み
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商品における地球温暖化防止への取り組み
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ENVIRONMENT & SAFETY

大気汚染物質の削減

水質汚濁防止対策状況

環境負荷物質削減への取り組み

環境への取り組み
セントラル硝子では、環境理念と行動指針を基本的な考え方として、
研究・開発から販売にいたるまでのすべての活動において
環境に配慮した事業活動を行なっています。



セントラル硝子は、化管法※1の施行（2000年）に先
立つ1995年から自主的にPRTR※2データの調査・
集計・報告を行なっています。
川崎工場の事業再構築に伴いクロロエチレン、1,2-ジ
クロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリク

ロロエタンについては、前年に比べ大幅に排出量が減
少しました。 
※1 化管法 … 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
※2 PRTR（Pollutant Release and Transfer Resister）

セントラル硝子グループ全体として一般廃棄物を含め
た廃棄物の排出にあたり、分別、マニフェスト管理、産
業廃棄物処理委託業者への適切な処理の依頼など、
廃棄物処理法を確実に遵守しています。
工場など製造事業所より排出される産業廃棄物は、そ
のほとんどが化成品部門に関するものであり、ガラス
部門に関するものは2006年度で1.0％でした。この
ことから、化成品部門での取り組み強化を図ること
が、当社での廃棄物削減につながると考え、活動を推
進しています。
最近5年間の産業廃棄物の最終処分量は右図のとお
りです。化成品部門は「1991年度比80％以上の廃
棄物削減」を、ガラス部門はゼロエミッション（最終埋
立処分量が総廃棄物排出量の1％以下）を目標とし
ています。
化成品部門の主力である宇部工場は、多量排出事業
者に該当しており、カルシウム系の固形廃棄物の削減
が、引き続き今後の大きな課題です。

ガラス部門全体では、廃ガラスカレットのリサイクルで
2006年度にゼロエミッションを達成しました。未達成
の堺工場を含めさらなる削減に努めています。

板ガラスは、建築用、自動車用、電子機器用など産業の
さまざまな用途に使用されています。原料中に不純物
が混入すると重大な品質問題となるため、リサイクル
を推進することが難しいのが現状です。セントラル硝
子では、その制約条件のなかで最大限にリサイクルを
進めようと努めています。例えば、工場で発生するガラ
スカレットを厳重に管理し、原料として再利用していま
す。また、廃自動車から回収されたガラスの受け入れ
を2006年度より松阪工場で開始し、中間処理して再
利用する道を開きました。
リデュース面の取り組みでは、主として建築用になりま
すが、フロート板ガラスより薄い板厚のガラスの使用
が可能になるよう、強度を増した強化ガラスや倍強度
ガラスを品揃えしています。
また硝子業界全体のリサイクル推進活動とも呼応し
て、合わせガラスのリサイクル技術の開発を推進して
おり、2008年度からは関西・東海地区で発生する市
中の合わせガラスについては、当社松阪工場でリサイ
クル処理を開始できる予定です（関東地区では2006
年5月より、試験運用を開始しました）。

工場内で発生する廃棄物に関しては、2004年度に松
阪工場および宇部工場（ガラス部門）でゼロエミッション
を達成しました。2007年度にはガラス部門全工場での
ゼロエミッション達成を目標に、努力を続けています。

移動量土壌への排出水域への排出政令指定番号 物質名称 大気への排出
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   PRTR調査結果  主要化学物質

   化学的酸素要求量（COD）

80

70

60

50

40

30

20

10

0
02　　　　03　　　　04　　　　05　　　　06

（単位 ： トン）

（年度）

   全窒素排出量

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

02　　　　03　　　　04　　　　05　　　　06

（単位 ： トン）

（年度）

   全リン排出量

10

8

6

4

2

0
02　　　　03　　　　04　　　　05　　　　06

（単位 ： トン）

（年度）

宇部　　堺　　松阪　　川崎

宇部　　堺　　松阪　　川崎

宇部　　堺　　松阪　　川崎

   産業廃棄物最終埋立処分量（全社）

   産業廃棄物埋立処分量（ガラス部門）

100

80

60

40

20

0
02　　　　03　　　　04　　　　05　　　　06

60 60 64 61 62

（単位 ： 千トン）

（年度）

（年度）

ガラス部門　　化成品部門 

3,000

2,000

1,000

0
02　　　　03　　　　04　　　　05　　　　06

1,586

1,134 993
710

（単位 ： トン）

612

（単位 ： kg／年） 宇部　　堺　　松阪

56

1.0 1.0 1.5 1.60.9

32

42
47 47

43

73
78

89
80

（単位 ： mg-TEQ／年）

17 18Social & Environmental Report 2007 Social & Environmental Report 2007

環
境
・
安
全
報
告

環境・安全報告

化学物質管理状況

環
境
・
安
全
報
告

ENVIRONMENT & SAFETY

廃棄物削減への考え方

ガラス部門での廃棄物削減への取り組み

廃棄物削減への取り組み



化成品部門が廃棄物削減の取り組みの目標として掲
げた「1991年度比80％以上の廃棄物削減」に対し、
既存部門では2002年度にその目標を達成しました。
しかし、化成品部門全体としては、ファインケミカル事
業部門からの固形廃棄物の発生量が、近年の新規事
業の成長により増加傾向となったことで、削減があま
り進んでいないのが現状です。
これについても、目標達成に向け廃棄物処理やリサイ
クル技術の開発について日々努力を重ねており、
2006年度には固形廃棄物処理の効率化を図る施策
として、高圧搾仕様のフィルタープレスを新たに増設
しました。セントラル硝子は化成品部門における廃棄
物削減を重要課題のひとつとして掲げ、今後もさらに
活動の強化を図っていきます。

那須開発センターは、開設当初より環境に配慮した運
営に努めてきましたが、さらなる向上を図るため、
2006年度よりセントラル硝子の環境理念にのっとっ
た取り組みを展開しています。環境負荷物質の管理や
法令対応の見直し、電力使用量・廃棄物排出量・水資源
使用量の削減目標設定など、センター全員で活動を推
進しています。また使用化学物質の見直しを行ない、
法規制化学物質については保管量と保管方法の管理
を徹底しました。
環境意識の高揚を図るために、全員で事業所周囲の清
掃活動も行なっています。2007年3月には3ヵ月間の

活動状況をまとめた「環境活動レポート」を作成し、同
年5月にエコアクション２１（EA21※）の認証を取得し
ました。
※ EA21 … 環境省策定ガイドラインに基づく環境マネジメントシステム

裕盛工業は、2001年5月にISO14001の認証を取
得し、環境負荷低減を目指しています。代表的な活動
としては、カレットのリサイクルが挙げられます。これ
は、製造工程で発生したカレットを場内で品種別に分
別し、回収業者経由でガラス工芸品などにリサイクル
するというものです。
また、ガラスの研磨・洗浄等で毎月約7,500㎥使用し
ている工業用水を節約するため、排水を回収して不純
物を除去し再利用しています。2006年度は、回収率
の目標を10％に設定しましたが、実績は5.2％にとど
まりました。2007年度も引き続き10％の回収を目
指して改善を図っていきます。
場内の作業環境に関しては、屋根や壁に明かり取りの

窓（採光窓）を設けており、作業の安全や光熱費の削減
にも貢献しています。社内の作業環境や6S※の実施
状況については、定期的にパトロールを行なう仕組み
をつくり、ISO14001の精神にのっとり日々改善活動
を行なっています。
※ 6S … 整理、整頓、清掃、清潔、躾、習慣
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●板ガラスのリサイクル
建築用板ガラスは１枚で構成される①フロート板ガラ
スや強化ガラスなどの単板ガラス、複数枚で構成され
る②合わせガラスや③複層ガラスの3つに分けられま
す。廃ガラスのうち①はビン、ガラス繊維、板ガラス等
の原料としてすでにリサイクルが進んでいます。
②と③の廃ガラスについては、これまでは多くが産業
廃棄物として埋め立て処分されていましたが、板硝子
協会とタイアップし、業界全体でリサイクルへの取り
組みを進めています。②については、2006年5月よ
り関東地区でリサイクルテストの運用を開始、ほかの
地区についても今後順次水平展開していく予定であ

り、関西・東海地区は2008年4月にスタートします。
③については、これを構成する部材を効率よく分離
回収する方法を現在検討中です。今後は、②と同様
に回収システムを構築してリサイクルする予定です。
また自動車用ガラスについては、廃自動車から取り
外された窓ガラスを回収し原料として再利用してい
ます。松阪工場では、2006年9月に産業廃棄物中
間処理業の資格を取得し、関係先などから運び込ま
れた廃ガラスの回収使用を始めました。
今後も、廃棄物の削減、天然資源の保全を目標に、リ
サイクルの取り組みを推進していきます。

単板ガラス（フロート、型、網入、強化、etc.）
最も一般的な板ガラス。種類が多く、用途もさまざまです。

強化ガラス
製造工程の違いにより、同じ厚さの板ガラスに比べて約3倍の
強度があるガラス。割れたときの破片が粒状になるのが特徴です。

倍強度ガラス
強度はフロート板ガラスの2倍。割れても破片は
粒状にはなりません。

合わせガラス
2枚の板ガラスの間に、強靭(きょうじん)な透明接着フィルムを
はさみ、加熱圧着で貼り合わせた安全性の高いガラス。
割れても破片が飛散、脱落しにくいのが特徴です。

複層ガラス
2枚の板ガラスの間に乾燥空気を密封した断熱性の高いガラス。
結露も少なく、住宅やオフィスビルなどでよく使われています。

廃液処理設備（宇部工場）

   関東地区での建築用合わせガラス回収フロー（板硝子協会資料による）

販売店

販売店

販売店

販売店

販売店

販売店
持込み

持込み

持込み
製品納入の
帰り便に積載

製品納入の
帰り便に積載

製品納入の
帰り便に積載

定期便に搭載

検査・処理パレット引取便
などに積載

パレット引取便
などに積載

卸店
（回収拠点）

卸店
（回収拠点）

卸店
（回収拠点）

旭硝子（株）
京浜工場

旭硝子（株）
鹿島工場

工場生産部門
使用

日本板硝子（株）
千葉事業所

セントラル硝子（株）
浦安

ISO14001認定証 屋根・壁からの採光

●那須開発センター
オプティカルデバイス開発室那須開発センターは、牧場と雑木林が広がる栃木
県那須塩原市郊外にあります。
当センターは光関連製品の開発を行なうため、川越・宇部両化学研究所と硝子
研究所の研究者を集め2004年11月に発足しました。現在、バイオ・計測・光通
信などの分野を対象に、フッ化物グラスファイバー応用製品、多層膜光学フィル
ター製品、直角光路変換素子などの開発と市場開拓を進めています。

エコアクション21認証・登録証 清掃活動

廃ガラスの回収・リサイクルの
ための設備（松阪工場）

●裕盛工業股份有限公司
台湾の台北市内から南西に約100km離れた三義（サンイー）工業區の緑に恵
まれた山の中腹に位置しています。暑い台湾において、意外に思われるかもしれ
ませんが、このあたりは冬には霧の名所となり、会社全体が白いベールで覆わ
れることもしばしばです。
当社は、日産ブランドの自動車を製造している裕隆汽車に隣接しており、主に自
動車用ガラス（強化・合わせ）のほか、シートベルトやフロアカーペットなどの自
動車関連部品も製造・供給しています。
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化成品部門での廃棄物削減への取り組み
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セントラル硝子グループの取り組み

裕盛工業股份有限公司の環境活動



セントラル硝子を取り巻く従業員、株主さま、お客さ
ま、パートナー、地域社会、官庁、政府など、グローバル
に存在するステークホルダーの皆さまに対する責任を
果たし信頼を勝ち取るために、双方向のコミュニケー
ションにつながる種々の活動を展開しています。
この考えの一端は、2007年1月に制定したセントラ
ル硝子グループの従業員の行動規範にも反映させて
おり、周知徹底と体制整備に努めています。

経済性や合理性の追求と、自然環境の維持や歴史的・
伝統的な文化の保持とが同時に求められる現代に
あって、望ましい社会や環境を考えるきっかけのひと
つになればとの思いから「セントラル硝子国際建築設
計競技」を主催しています。建築業界ではガラス・コン
ペ（通称ガラコン）の名で親しまれています。第10回
からは広く海外にも応募作品を求め、現在では国内外
から毎年多数の応募作が集まる国際色豊かなコンペ
になりました。審査員には日本建築界の権威である諸
先生方を招き、課題は自由で夢のあるアイデアと深い
思索を求めるユニークなものを選んでいます。第41
回を迎えた2006年は公開審査方式を取り入れ、
423点（国内252点、海外171点）の応募作があり
ました。審査会場には建築設計の関係者や建築家を

志す学生など177名の方にご来場いただきました。
今後も、社会の皆さまから親しまれるコンペとなるよ
う努めていきます。
　 裏表紙に第41回の最優秀賞受賞作品を紹介しています。

セントラル硝子労働組合では、従業員の自発的な活動
を支援するとともに、積極的に社会の皆さまとのかか
わりを持つことで社内の活性化を図ることを目的とし
て、国内や海外の幅広いフィールドで社会貢献活動を
行なっています。
2006年度の活動では、7月に国連難民高等弁務官事
務所やラオス政府と連携をとりながら、ナコン村に小学

校を建設寄贈しました。これは、2000年4月に続く2
校目の寄贈になります。また、2001年に始めたタイや
ラオスに衣類を送る運動にも引き続き取り組みました。
国内では、宇部市水源の湖や公園の清掃活動、およ
び松阪市全域でのカーブミラーの美化活動なども継
続して実施しています。

社会からの要請に応える取り組みのひとつとして、
2007年１月にISO14001の認証を取得しました。
それと並行して廃棄物削減などにも積極的に取り組ん
でいます。
具体的には、それまで産業廃棄物として処理していた
印刷用塗料缶を、残留塗料を分離することで鉄くずと
して有価物処理し、管理意識の向上とともに処理費も
削減することができました。
またカレットや紙類の分別についても、徹底した管理
のもと、置き場の明確化や表示類を刷新しました。そ
の結果、産業廃棄物は前年度より19％削減、リサイク
ル再資源化率96.3％を達成しました。
2007年度は一人ひとりのスキルアップを図り、現場力

の向上を通じて、生産効率アップ・省エネルギー・省資源
につなげたいと考えています。環境マネジメントシステ
ムの構築を安全・品質・コスト面でも役立て、お客さまに
喜んでいただける製品づくりに全力で取り組みます。

日本レスポンシブル・ケア協議会では、化学企業の環境
保全などの取り組みを地域の皆さまに理解していただ
くため「RC地域対話集会」を各地で開催しています。
宇部・小野田地区の第4回RC地域対話集会は、2007
年2月に当社宇部工場で開催され、地域のNGOや一
般市民の方々など、約50名に参加していただきまし
た。発表会、パネル討論で意見交換を行ない、当工場
の環境保全活動を実際に見学していただきました。今
後も継続的に地域の方とのコミュニケーションを図っ
ていきます。

【行動規範】

　 誠実なる企業市民を目指します。
　 公正・透明・自由な競争を推進します。
　 人間尊重を基本とし、差別的取り扱いを排除します。
　 顧客・消費者の満足度と信頼保持に努めます。
　 健康的で豊かな社会の維持に貢献します。
　 反社会的勢力に毅然として対応します。
　 知的創造力に溢れる企業グループを目指します。
　 安全で快適な職場環境の維持に努めます。

1

2

3

4

5

6

7

8

質　問 回　答

悪臭についてどんな対策をしていますか？
（参加企業全体に対しての質問）

砂の飛散がよく見られます。
これはガラス原料の珪砂でしょうか？

どこの工場から発生しているか、おおよそのエリアが判るような臭気拡散プログラムを確立しました。
今後も、臭気センサーの設置など、システムを整備して解決に努めていきます。

珪砂は水分があるため飛散しにくいものですが、当社ではさらなる飛散防止のためにも、シート養生を行なっています。

   対話集会でのご質問と回答の一部

環境マネジメントシステム登録証

RC地域対話集会
応募者のプレゼンテーションを聞く審査員の方 （々最前列）

●関西加工硝子株式会社
三重県松阪市山間部の櫛田川や茶畑など緑豊かな環境のなかに立地
しています。創業時は主に自動車用ガラスの前処理や、建築用・産業用
ガラスの強化処理を行なっていました。現在は薄型テレビの急増などで
大きく業容を変え、プラズマテレビ用前面カバーガラスを主体に、導電
性被膜ガラスなども生産しています。
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社会とのかかわりへの考え方

社会貢献活動

社会とのかかわり
セントラル硝子は、社会の皆さまから信頼される企業となるため、
コミュニケーションを基本に活動を進めています。関西加工硝子株式会社の環境活動

RC地域対話集会への参画

環境・安全報告

セントラル硝子国際建築設計競技

従業員参加型の社会貢献活動



セントラル硝子は、従業員一人ひとりが成長し、能力を
発揮できる、働きやすい職場環境を目指しています。
さらに、企業と従業員がともに真摯に努力し、急激な環
境変化に対応しなければ、グロ－バル社会では生き残

れないと考えており、人材開発教育、現場力強化、雇用
制度等諸制度の充実を図るとともに、さまざまな施策
を提示しています。

従業員の安全と健康を確保することは企業活動の基本
です。当社は毎年安全衛生管理方針を策定し全社一丸
となって「災害ゼロ」「過重労働などでの疾病ゼロ」を目
指しています。精神面の健康への取り組みでは、厚生労
働省より示された「事業場における労働者の心の健康
づくりのための指針（メンタルヘルス指針）」のなかの
《４つのケア》の考え方にもとづいて、メンタルヘルスケ
ア対策を進めています。またセントラル硝子健康保険
組合では、家族も含め従業員が悩みを相談する窓口と
して、「ファミリー健康相談」サ－ビスを開始しています。

経営方針の「活力ある企業風土づくりと強い人間集
団の形成」を目指して、集合研修（Off-JT）、職場教育
（OJT）、自己啓発（SD）による従業員教育の体系化
と充実に努めています。
教育理念として1）個人の能力開発、2）組織力の強
化、3）マネジメントの強化の3項目を掲げ、Off-JTで
は階層別教育（新入社員、昇格者）、マネジメント育成

教育（推薦者）、業務能力開発教育、専門能力発展教
育（選抜者対象の留学など）の4つの枠組みで教育を
実施しています。今後
は、業務能力開発教
育とOJTの連動や、
SD支援の充実を図
る予定です。

  次世代の育成支援
2005年4月に「次世代育成支援対策推進法」が施行
されました。セントラル硝子では、出産育児を理由に従
業員が退職することは企業にとっても損失になると考
え、育児のための時間短縮勤務や、再雇用制度の導入
など、仕事と子育ての両立を積極的に支援しています。
●時間短縮勤務
育児のための時間短縮勤務制度は、従来1時間の短縮
勤務が認められていましたが、2006年4月からは最
大1時間30分の短縮が可能になり、時間帯の選択肢
も増えました。また、これまでは3歳未満の子どもを養
育する従業員が対象となっていましたが、現在は妊娠
中および子どもが小学校就学前まで、利用が可能と
なっています。

●再雇用制度導入
出産や育児のために退職した従業員が3年以内に就
職を望み、かつ会社が採用募集している場合、優先的
に再雇用を行なうとともに、その場合の雇用条件は退
職時の給与を保障しております。

セントラル硝子では、製造現場の「ものづくり力」を強
化することを目的として、４工場に「アクティブ・エキス
パート・センター(略称：AEC)」を設置しています。製
造現場の若手・中堅従業員あるいは定年退職後再雇
用された従業員をAECの所属とし、安全、QC、IE、
TPMなどの基礎教育実施後、安全性向上、品質向上、
生産性向上、設備保全などの問題に取り組んでもらう

という内容です。2006年度は研修発表会を６月に開
催し、各工場のトレーニーとコーディネーターが、管
理技術をベースとし
た問題発見と解決に
ついて、事例発表を行
ないました。

「当社製品の製造や研究開発、および工場、研究所、関
係会社の安定的な運営に必要で重要な技術･技能･知
見の伝承」を目的に、マイスター制度を運用していま
す。2006年4月に規程改訂を行ない、製造部門にお
ける現場力向上や「ものづくり」組織の強化も視野に

入れ、伝承者をマイスター、被伝承者をジュニア･マイ
スターと呼称を変更しました。ジュニア・マイスターは、
実務･実技経験を経た上でマイスターとなり、次世代
へ伝承の責務を自覚することで、伝承サイクルが途切
れずに継続される仕組みになっています。

国内教育機関への留学とは別に、国際人育成のため
の社員教育の一環として、英米国を派遣先とする短期
留学、MBA留学、LLM留学※、海外大学院開講のエグ
ゼクティブコース派遣などの制度を設けています。
2006年度は、短期留学者、MBA修了者、エグゼク
ティブコース修了者を輩出しました。2007年度はす
でにLLM修了者を輩出し、さらに短期留学生や、エグ
ゼクティブコースへも派遣予定です。
※ LLM留学 … 米国のロースクールへの留学

出産休暇 育児休暇

生活習慣病予防のため健康づくり講習会（堺工場）

研修風景

AEC研修発表会

従業員とのかかわり
セントラル硝子では、経営方針である「活力ある企業風土づくりと
強い人間集団の形成」実現へ向け、働きやすい
職場環境づくりを進めています。

期　間

1995年4月～2000年3月

2000年4月～2005年3月

2005年4月～

4名

2名

7名（1名予定）

2名

1名

5名（2名予定）

   出産・育児休暇取得者実績

●ジュニア・マイスターの声
　［川崎工場 工務課　大竹 啓之（写真 ： 左）］

プロセス設計の難しさを改めて痛感しました。
工場で培われていた多くの技術を体系的に理
解できたことは大きな財産となりました。周辺
環境がさらに厳しくなるなか、将来に向けて自
分の責任を強く感じており、社会全体に貢献で
きるようさらに努力します。

●マイスターの声
　［川崎工場 工務課　筒井 良純（写真 ： 右）］

最終目標を十分に理解して全体をよく
見渡しながら、常に環境･安全･品質に
配慮することの重要性を、実際のプロ
セス設計を通じて体得してもらうことを
主眼に技術の伝承を行なっています。

●利用者の声 ［人材開発課　大槻 洋右］
グローバルにビジネスを遂行するため
に必要な、確かな語学力と経営に関す
る体系的な知識を身につけるため、
MBA留学を希望しました。留学期間
中の2年間は厳しくも非常に充実した

日々を過ごすことができました。帰国後は体得したス
キルを活かし、より主体的に業務に取り組むようになり
ました。今後も若手社員が、この制度を利用して自己
革新に挑戦することを期待しています。
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従業員の安全・健康のために
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従業員が能力を発揮できる職場づくり

AEC（アクティブ・エキスパート・センター）研修発表会

マイスター制度

海外研修制度



移動量土壌への排出水域への排出政令指定番号 物質名称 大気への排出
13
24
40
63
132
145
172
179
227
266
283
304
310
311

0
0
98
457
7,400
2,760

0
0.1020
1,020
50
681
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0.0086
0

2,287
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

3,799
0
0
0

7,394
0
0
0

2,2'-アゾビスイソブチロニトリル
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩
エチルベンゼン
キシレン
ＨＣＦＣ-141ｂ
ジクロロメタン（別名塩化メチレン）
N,N-ジメチルホルムアミド
ダイオキシン類
トルエン
フェノール
フッ化水素およびその水溶性塩
ほう素およびその化合物
ホルムアルデヒド
マンガンおよびその化合物

   PRTR調査結果

（単位 ： mg-TEQ／年）

＊ 取扱量が原則年間1,000kg以上を掲載

（単位 ： kg／年）

発生年月 内　容

野積場の炭カル石膏が飛散したため、散水およびネットを掛けて対応いた
しました。

対　応

2006年11月
野積場からの
粉塵飛散

緊急対応として生産量を下げ、煙の発生量をおさえました。また、白煙には有
害成分が含まれていないことを確認しております。今後、抜本的な対策をたて
て、改善に努めていきます。

2006年12月
2007年  1月

煙突からの
白煙のたなびき
（セントラル化成）

執行役員　宇部工場長
川島 親史

住　所 山口県宇部市大字沖宇部5253
従業員数 ５５７名（2007年10月1日現在）
主要生産品目 ソーダ灰、肥料、フッ素関連製品その他化成品、
 フロート板ガラス、複層ガラス
 ISO 14001 認証取得（2000年12月15日）
 ISO   9001 認証取得（1997年12月26日）

……………
…………

……

工場概要
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●工場周辺道路の美化・清掃活動（１回／月） ●常盤公園の清掃活動（１回／年）
●宇部市水源（小野湖）の清掃活動（１回／年） ●宇部東港の清掃（１回／年）

2006年度は右記のような事象が
発生してしまいました。地域住民の
方々をはじめ、関係者の皆様にご迷
惑をおかけしたことを心よりお詫び
申し上げます。

宇部工場は1936年にソーダ灰、苛性ソーダの生産からスタートし、化学肥料、無機化学製品へと事業を拡大してき
ました。現在では、医薬原体、農薬原体、ファインガス、フロート板ガラスの生産も行なっています。当工場は、地域住民
の皆さまからさらに安心していただける工場を目指し、活動を展開していきます。
また、地域社会に貢献するために、以下の環境貢献活動を継続的に実施していきます。

宇部工場

環境・安全への取り組み

宇部工場データ集
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環境トラブルへの対応



堺工場長　太田 康夫

こども海上環境教室

住　所 大阪府堺市堺区築港南町6番地
従業員数 ８６名（2007年10月1日現在）
主要生産品目 フロート板ガラス、複層ガラス、摺ガラス
 ISO 14001 認証取得（1999年12月28日）
 ISO   9001 認証取得（1999年2月20日）

……………
…………

……

工場概要

     PRTR調査結果 
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●大阪湾クリーン作戦
●こども海上環境教室（堺海上保安署企画）
●海浜清掃（境海上保安署企画）

取扱量が原則年間1,000kgの該当が無いため掲載無し

堺工場はセントラル硝子のガラス事業発祥の地として1959年に操業を開始
し、現在は建築用、鏡用の板ガラスを主体に生産を行なっております。この工場
は都市部に近く、阪神工業地帯の厳しい公害規制のなかで操業を行なっていま
す。2006年度はCO2削減のため、重油からLNGへの燃料転換テストを実施
し、好結果が得られました。2007年度は13年ぶりにガラス溶解炉冷修工事を
行ない、省エネルギー、品質の改善をさらに進めていく予定です。
また、堺工場では、以下の社会貢献活動を実施しました。今後も地域住民の皆さ
まとともに、より良い地域の環境づくりに取り組んでいきます。

堺工場

環境・安全への取り組み

堺工場データ集
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移動量土壌への排出水域への排出政令指定番号 物質名称 大気への排出
40
63
64
68
145
230

1,304
1,683

0
1

3,064
0

0
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
36
36
666
33

エチルベンゼン
キシレン
銀およびその水溶性化合物
クロムおよび三価クロム化合物
塩化メチレン
鉛およびその化合物

   PRTR調査結果

＊ 取扱量が原則年間1,000kg以上を掲載

（単位 ： kg／年）

執行役員　松阪工場長
廣江 一治

労働組合主催のカーブミラー清掃

住　所 三重県松阪市大口町1521-2
従業員数 ６０３名（2007年10月1日現在）
主要生産品目 フロート板ガラス、網入・線入磨板ガラス、型板ガラス、
 強化ガラス、合わせガラス、複層ガラス、高歪点ガラス
 ISO 14001 認証取得（2000年4月14日）
 ISO   9001 認証取得（1995年5月19日）
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……

工場概要
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●労働組合主催のチャリティー募金
●労働組合主催の松阪市全域のカーブミラー清掃
●工場の夏祭りへの近隣の方々をご招待

地域貢献活動

●ラオスへの衣料提供

国際協力

●スポーツ少年団等への工場グランドの無料開放
●近隣自治会へ臨時駐車場としての社有地無料開放

松阪工場では、フロート板ガラス、型板ガラス、世界で唯一の連続両面磨きが可能な
デュープレックス設備による磨板ガラスの製造設備と自動車用、産業用、PDP用の加工
ガラス製造設備を有しています。
当工場では、板ガラスの製造に多量のエネルギーを使用しています。そのため環境保
全にも力を入れており、省エネルギー活動や原料のリサイクル（カレット回収）活動など
には従来から積極的に取り組んでいます。廃板ガラス回収のため廃棄物処分業の許可
証も取得しました。特に廃棄物削減では、2004年度にゼロエミッションを達成し継続
しています。今後は、SOx、ばいじん等の排出量のさらなる削減が課題です。
また、松阪工場では、下記の環境貢献活動を実施しています。今後も地域の皆さまとの
コミュニケーションを深めるための活動に、積極的に取り組んでいきます。

松阪工場

環境・安全への取り組み

松阪工場データ集
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移動量土壌への排出水域への排出政令指定番号 物質名称 大気への排出
74
77
112
116
179
200
209
210
211
283

3,206
2,497
707
1,308
0.0658

0
28
1
0
0

0
63
0
7

0.3768
0
13
7
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

93,171
2,874

0
3,440
343

90,508
1,134

0

クロロエタン
クロロエチレン（別名塩化ビニル）
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
ダイオキシン類
テトラクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
フッ化水素およびその水溶性塩

   PRTR調査結果

（単位 ： mg-TEQ／年）

＊ 取扱量が原則年間1,000kg以上を掲載

（単位 ： kg／年）

発生年月 内　容

設備のトラブルが原因のため、設備の修理を行ない、正常
化を図りました。今後は、予防保全、計画保全による設備
トラブル防止を強化していきます。

対　応

2006年5月
塩素ガスの
微量漏えい

川崎工場長　原岡 裕

住　所 神奈川県川崎市川崎区浮島町10番2号
従業員数 １０２名（2007年10月1日現在）
主要生産品目 無機化成品、有機化成品
 ISO 14001 認証取得（2007年5月28日）
 ISO   9001 認証取得（2001年7月30日）
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工場概要
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●六町会（殿町・大師築等近隣住民との定期的懇親会）（1～2回／年）
●工場周辺道路（市道・県道）の定期的清掃（2回／年）
●コンビナート近隣工場との環境・安全に関する定期的情報交換会（6回／年）
●川崎コンビナート環境保安技術研究会において、環境・保安に関する
　地域環境改善活動の実施

工場周辺地域の清掃

2006年度は右記のような事象が発生してしまい
ました。地域住民の方々をはじめ、関係者の皆さま
にご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げ
ます。なお、二酸化エタン漏えい（1982年）に起因
する地下水浄化処理は継続して実施しています。

川崎工場は2006年6月でソーダ工業製品の製造を停止し、設備解体・撤去を行いました。現在はフッ素系溶剤や機
能性レジストポリマーなどのファインケミカル製品への展開を図りつつあります。生産品目の急激な転換時期である
ため、環境に対しても細心の注意を払い、安全第一で作業を行なっています。
また、以下の社会貢献活動を行っています。今後も地域の皆さまとの
コミュニケーションを深めるための活動に積極的に取り組んでいきます。

※硫黄酸化物（SOx）については
　排出量がごく少量であるため、
　グラフは掲載しておりません。

川崎工場

環境トラブルへの対応

環境・安全への取り組み

川崎工場データ集
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お問い合わせ先 ： 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. 03-3259-7399　http://www.cgco.co.jp/

この報告書は、適切に管理された森林からの原料を含むFSC認証紙を使用しています。
また印刷には、大豆油インキを使用し、有害廃液を排出しない水なし印刷方式を採用しています。

テーマ ： 既存建築をコンバージョンして都市に住む

【最優秀賞】

C���� T�����
 (L�������, S����� �	 A����������� ��� B���� E���������� U��������� �	 N��������, オーストラリア）

都市の中では、その機能的役割を終えながらも、寿命としてはまだ使用に耐える
建築が増えつつある。近隣の人たちが愛着をもっている建物、残すべき価値があ
る建物、立地のよい倉庫なども都市の記憶として再生を考えたい。そうしたもくろ
みからも、「既存建築をコンバージョンして都心に住む」ための施設とする工夫は、
建築家の新しい役割として重要になってきているといえる。

第41回 セントラル硝子国際建築設計競技




