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この報告書は、セントラル硝子の環境理念である「真に豊かな社会の実現への貢献」について、

広くステークホルダーの皆さまに報告するための、いわば当社の社会・環境面での健康診断

書です。2007年度の企業活動の健康状態をチェックし、ステークホルダーの皆さまへお知

らせするものです。構成は、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・ケアコードを参考としています。前回報告書に対して頂い

た多数のアンケートのご意見も反映させました。

今回は特別企画として、本年4月に入社した新入社員6名による座談会を行ないました。フレ

ッシュな感覚でセントラル硝子を見た率直な意見が引き出せたのではと考えています。また、

前年同様にイラスト紹介により、当社製品の環境保全への寄与がより解りやすくなるよう努め

ました。

この報告書を通じて、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを深め、当社のレス

ポンシブル・ケア活動の向上につなげていきたいと考えています。

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 1,888人(連結4,601人)

資　本　金 181億6,828万円

上場取引所 東京証券取引所、大阪証券取引所

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）

大阪支店 大阪府堺市堺区築港南町6番地

宇部工場 山口県宇部市大字沖宇部5253番地

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番地2

川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町10番2号

化学研究所 埼玉県川越市今福中台2805番地
山口県宇部市大字沖宇部5253番地

硝子研究所 三重県松阪市大口町1510番地
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ガラス事業

建築用ガラス
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（強化ガラス、合わせガラス）、複層ガラス、防犯ガラス、防汚ガラス）、鏡、防曇鏡、装飾ガラス

自動車用ガラス 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

ファインガラス
タッチパネル用ガラス、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、高歪点ガラス、
PDP光学フィルター用基板ガラス

化成品事業

化学品 ソーダ灰、塩化カルシウム、ポリ塩化アルミニウム、石膏、弗素化学製品

ファインケミカル 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

肥料 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

ガラス繊維 長繊維、短繊維

事業内容 主要製品

■事業内容

セントラル硝子北海道（株）

セントラル硝子東北（株）

セントラル硝子工事（株）

セントラル硝子東京（株）

アイエスジー（株）

（株）東商セントラル

新潟吉野石膏（株）

セントラル合同肥料（株）

サングリーン（株）

セントラル・サンゴバン（株）

セントラルグラスモジュール（株）

アルバック成膜（株）

セントラル硝子中部（株）

尾州硅砂工業（株）

日本特殊硝子（株）

セントラルグラスウール（株）

中央インシュレーション（株）

セントラルグラスファイバー（株）

三重硝子工業（株）

東海加工センター（株）

双和運輸倉庫（株）

セントレックス関西（株）

（株）関西板ガラスセンター

（株）加儀商店

（株）タカダ

セントレックス中国（株）

宇部商事（株）

セントラル化成（株）

セントラルエンジニアリング（株）

宇部珪曹（株）

（株）宇部デリバリー

（株）セントラルサービス

（有）宇部分析センター

富士海運（株）

（株）西日本加工硝子センター

宇部吉野石膏（株）

宇部アンモニア工業（有）

セントラル硝子九州（株）

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）

裕盛工業（台湾）

台湾信徳玻璃（台湾）

基佳電子材料（台湾）

C O N T E N T S

編集方針 ――――――――――――――――――――1

事業概要 ――――――――――――――――――――1

トップメッセージ ――――――――――――――――3

セントラル硝子の製品紹介 ――――――――――――5
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コーポレート・ガバナンスおよびコンプライアンス ――9

目標および達成状況 ――――――――――――――10

環境・安全マネジメント―――――――――――11

環境への取り組み ――――――――――――――14

安全への取り組み ――――――――――――――20

社会とのかかわり ――――――――――――――24

従業員とのかかわり ―――――――――――――26

サイトデータ ―――――――――――――――――29

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のことです。

●レスポンシブル・ケア（Responsible Care：RC）とは

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わしています。そのガラスの林檎の

なかに当社の「工場」、「従業員」の植林作業（ボランティア活動）、そし

て環境を海などの「自然」で表現し、それぞれを映し出すことにより、

当社の製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ています。

●ガラスの林檎（りんご）について

■関連会社

対象期間 2007年4月～2008年3月
（一部、2008年4月以降の活動報告を含む）

対象範囲 セントラル硝子グループ（ただしデータ集計範囲は、セン
トラル硝子株式会社の本社、支店、工場、研究所ならびに
セントラル化成株式会社）

発行 2008年10月

お問い合わせ先 セントラル硝子株式会社　環境安全部
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/
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2005～2007年度の第三次中期経営計画では、「成長の循環」

をキーワードにおき、企業価値の向上に積極的に取り組んでま

いりました。一方、世界経済を取り巻く状況は、原油高に端を発

する世界的なインフレ圧力や、米国のサブプライムローン問題

に起因した景気減速等、ここ数年で劇的な変化を見せています。

このような状況下、セントラル硝子が今後も地域の皆さまやお

客さまから信頼され続ける企業であるためには、社会から求め

られる企業の責任を果たし、経営の透明性にさらに前向きに取

り組んでいく必要があります。

その大きな取り組みとして、当社では「技術開発・研究開発」を

強力に推進し、環境に配慮したエコ・プロダクツなど価値ある製

品を市場にお届けすると同時に、「現場力」を向上させることで、

安全管理、品質管理、コスト削減を徹底してきております。また、

こうしたあらゆる取り組みのドライビング・フォースとなる優れ

た人材の育成にも力を注いでいます。

「現場力の向上」とは製造現場だけの問題ではなく、計画・開

発・生産・販売にいたるすべての企業活動の中で、当社が培って

きた力を余すところなく次代へ継承し、社会生活に役立つより

よい製品を作り出していくことだと考えています。また「現場力」

を高める活動を通じて、今まで私たちが見落としていたノウハ

ウや隠れたパワーを個々の能力向上に反映させ、問題解決お

よび仕事の効率化に役立てていきたいと考えています。

私は現地現物をよく見て判断するという現場重視主義者であ

社会から求められる責任を果たすために

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

「現場力」を活用した
セントラル硝子ならではの
社会貢献を。
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感じ、生きいきと仕事に取り組めるよう、働きやすい職場環境と

企業風土づくりにもしっかりと取り組んでまいります。

現在、国際的に生じている激しい変化に対応して企業価値を向

上していくためには、最も大事な経営資源である人材が有する

可能性や潜在能力を、最大限引き出す必要性があります。とり

わけ女性の力を積極的に活用していくことは当社にとって重要

な課題です。2007年に「ポジティブ・アクション・プラン※」を制

定しました。これは、仕組みと教育の両面から女性活用の充実

を図り、組織の管理・運営に積極的に女性に参画してもらおうと

いうもので、そのための教育を開始いたしました。女性が働きや

すい職場環境の整備も進めてまいります。もちろん女性に限ら

ず男性従業員の育児休暇取得など、ワーク・ライフ・バランスを

推進するさまざまな施策を継続して実施していく予定です。

この『社会・環境報告書2008』が、従業員を含めたすべての

ステークホルダーの方々とコミュニケーションを深める一助と

なることを期待するとともに、皆さまから忌
き

憚
たん

のないご意見を

お聞かせいただければ幸いです。

※27ページ参照

り、2008年3月から6月にかけて、環境、安全、品質という観点

から現場に出向き、全国の事業所を回りました。過去の事故発

生現場や安全上の問題を抱えていそうな場所、また監督官庁か

ら安全指導を受けた個所などを直接自分の目で確認し、現地の

従業員とさまざまなディスカッションを行ないました。現場に外

部からの視線を持ち込むことで、従業員同士の議論の場が広が

り、考え方にも変化が生じたと思います。今後もこうした「現場

力向上」の活動をセントラル硝子ならではの取り組みとして継

続し、『真に社会に貢献していく企業』となるための意識改革や

努力を継続推進してまいります。

「現場力向上」を独自の切り口として環境保全や社会貢献を推

進していく当社にとって、人材の重要性が従来になく増してき

ていると認識しています。とりわけ、企業活動の社会性と透明

性を確保する上でのコーポレート・ガバナンス、コンプライアン

ス、内部統制に関する経営層・管理職の役割が大きくなってい

ます。2007年1月に制定した「セントラル硝子グループ行動

規範」を改めて認識し、経営層・管理職自らが率先垂範すること

で、一般社員への周知徹底をさらに図ってまいります。

経営層・管理職のみでなくすべての従業員に、責任ある社会の

一員として、規律を遵守し社会通念上の常識を重んじ、常に客

観的な視点で自らを省みることを望んでいます。また、従業員

に責任だけを課すのではなく、一人ひとりがより「働きがい」を

人材育成は、あらゆる取り組みの礎
いしずえ

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。

1

2
3
4
5
6

行動指針

環境理念

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”
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セントラル硝子の製品紹介
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。

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年よりテレビでも宣伝活動を展開しましたので、『エコガ

ラス』の名称や特性も広く知られるようになりました。

セントラル硝子の『エコガラス』製品は次のとおりです。

特殊金属膜

中空層（乾燥空気）

乾燥剤

板ガラス

封着材

●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

構成例：ペアレックスツイン
ガード

室
内
側



PRODUCT
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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。

無鉛鏡［製造：三重硝子工業（株）］

各種ディスプレイに適した特性を有する当社の薄板・厚板ガラスは、環
境負荷物質を含まず、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、ディスプレイ
の封止や絶縁に使わ
れる無鉛低融点ガラ
スの開発にも取り組ん
でいます。

情報・電子産業用ガラス

ガラスの車内面に遮熱膜をコーティングす
ることにより、太陽光による肌へのじりじり
感を和らげるとともに、遮熱性能により冷
房負荷の軽減に寄与し燃費向上に貢献し
ます。現在、市販車のフロントドアガラスに
採用されています。

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
という特長があり、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

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。

医薬品原薬および中間体

国内、海外の半導体・液晶基板メーカー向け
に、クリーニングガスである三フッ化窒素、
ＰＦＣ代替をコンセプトとした三フッ化塩素、
希釈フッ素、高純度無水弗酸を供給していま
す。また、三フッ化塩素については、今後の需
要伸長が予想され、安定供給を目的として、
川崎工場への第3プラントの建設に着工しま
した。

ファインガス製品

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。

環境配慮型農業資材

人畜・作物に対する安全性が高く、収穫前まで使用でき、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、環境負荷が少ない環境保全型微生物農薬です。

●［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
●［フィールドキーパー水和剤］ 用途…「はくさい根こぶ病」の防除剤

環境配慮型農業資材

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。原料はガラスカレッ
トのリサイクルが可能で環境に優し
い素材です。

ガラス繊維

ディスプレイ用ガラス

IRカットガラス

自動車用ガラス

希釈フッ素用大型供給
パッケージ

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）］

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）］

セボフルラン
（全身麻酔剤原料）

環境中では、もろく崩れやすくなっていきます。

微生物防除剤［販売：サングリーン（株）］

ディスプレイ用カバーガラス 無鉛低融点ガラスペースト

HFC-245fa搬送用ローリー
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セントラル硝子では自社の環境活動・CSR活動を、「常に原点に立ち返って社会の眼から見つめ直す」ことが、重要であると考えてい

ます。今回、環境安全担当の堤常務と本年度の新入社員6名に集まっていただき、これからの「社会・環境報告書」のあり方と今後の

取り組みについて、入社して間もない若者の視点から語ってもらいました。

―― 当社は「社会・環境報告書」という名称で発行しています

が、他社の場合は「サステナビリティレポート」、「CSRレポート」

などさまざまなタイトルで発行されています。学生時代にこうし

たツールを企業が発行していることを知っていましたか？ また

読んだあとの率直な感想を聞かせてください。

杉井 就職活動で面接に伺ったときに見せていただいて、初め

て知りました。

中重 私は入社してから知りました。今回真剣に読む機会をい

ただいて、ほぼ１日で読み切りました。それほどページの多さも

感じませんでしたし、全体的にわかりやすかったという印象です。

杉井 私は、一度読んだだけではよくわかりませんでした。2～

3回読み直していくと、徐々に内容がわかるようになりました。

竹中 新入社員ですので、当社がつくっている製品などが紹介

されているページは興味を持って読んだように思います。それ

と社長がビジョンを語られているトップメッセージのページが印

象に残っています。

和田 そうですね。トップメッセージは自分の会社のトップが語

っている部分なので、言葉がとても素直に頭に入ってきました。

ただ私は、後半の環境報告など数字が多いページについては、

ほとんど文字を追うだけになってしまい内容があまり頭に入っ

てきませんでした。

深堀 私は、大学の授業で環境に関することを学んでいたこと

もあり、環境報告のページも苦になりませんでした。でも全く

知らない人にとっては、CO2の排出量や廃棄物の排出量など数

字が示されていても、それがどういう意味を持つのかほとんど

わからないのではないかとも思いました。一般の方に読んでい

ただくのであれば、もっとイラストを入れるなどわかりやすくし

たほうがいいのではないでしょうか。

石丸 私はこうしたツールがあることを全く知らなかったので、

企業活動というのは、いろいろとすごいことをしているのだと驚

きました。ただもう少し、良い結果の報告のみではなく、取り組

新入社員が語る、セントラル硝子の環境・社会貢献

社会・環境報告書の認知度とわかりやすさ

社会・環境報告書特別座談会
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んだけれども結果が出なかったこととか、目標に達していない

ことなどのネガティブな報告があってもいいように思いました。

――皆さん、見せ方・わかりやすさの点で、まだ改善の余地があ

るのではないかという意見ですね。社会・環境報告書はやはり

読まれることで初めて意味のあるツールです。誰にでも気軽に

読んでもらうため、読み手の心のハードルを低くするには、どう

したらいいと思いますか？

杉井 例えば「COD」など知らない言葉が出て意味がわからな

いと、そこで読む意欲が失われてしまうと思いますので、誰でも

わかる言葉に置き換えて表現できないものでしょうか。用語解

説があっても「COD＝化学的酸素要求量」と書かれていては、

あまり理解しやすいとはいえないように思います。

和田 文章量が多いのも、抵抗感に繋
つな

がると思います。たとえ

ば、報告のポイントが1ヵ所に集約されているとか、報告の概要

が目で見てわかるようにするのはどうでしょうか。結論を知った

上で読むのと結論が最後までわからないまま読むのでは、理解

のしやすさが全く違うと思いますので。

深堀 製品の環境や社会への影響を説明しているページはと

ても馴染みやすいと思いましたので、こういうスタイルで環境

のページも、CO2を減らしたらどうなるかとか、廃棄物を減らす

とどういう影響があるかとか、わかりやすいたとえを出して図を

使いながら説明したらいいのではないかと思います。

石丸 読者対象を絞り込むのはどうですか？ 例えば社員が主

な対象者なら、まだ改善されていない点も積極的に載せるべき

だと思います。逆に一般の方を主なターゲットとするなら、化学

のことがわからなくても読みやすいページだけのダイジェスト

でもいいのでは？

――社会人としてスタートを切ったばかりの皆さんにはハード

ルが高い質問かもしれませんが、セントラル硝子として社会の

信頼を維持する、あるいはさらなる信頼を勝ち取るために何が

重要だと思いますか？

中重 工務部員としての視点からは、プラントを建設するとき

に協力会社に依頼をし組み立ててもらいますので、「安全」がと

ても大切だと思います。建設現場に救急車などが出入りするよ

うでは、周辺の方々にも不安を与えてしまいます。

杉井 研究所勤務の立場から気をつけたいのは、やはりデータ

を正確に把握し記載するということです。ほんのわずかの数値、

たとえ0.1でも変わってくると、後々どこかで大きな影響が出る

可能性もありますので、確実なデータが得られるまで研究を繰

り返す必要があると思います。

竹中 まずは、廃棄物がなるべく出ないような製品を開発する

こと。そして製造する際にも地域住民に不安を与えるものを排

出しないということでしょうか。化学系のメーカーは、地域の人

にしてみれば何をつくっているかわからないという不安がある

かもしれませんので。

和田 社会から信頼される製品をお客さまにお届けすることで

す。私は自動車の窓ガラスを扱っていますので、安全に配慮し

た品質の高い製品を世の中に送り出すのが、企業の責任として

とても大切なことではないかと思っています。

深堀 私は工場で働いていますが、しっかりした製品を生産す

る周辺環境をつくることが大事だと思います。労働安全面では、

やはり事故には十分に気をつけないといけないと痛感しまし

た。またガラスの強度などを測る仕事もありますので、先ほど

も出ましたが正確なデータに基づいて作業を進めるよう留意

したいと考えています。

石丸 時として意図していなくてもミスでデータ間違いが起こ

っている場合もありえます。ですから私たち社員は、自分勝手

な判断をしないこと、上司に適切なチェックをしてもらうこと、

そして正確な事実を公表することが、社会からの信頼を得るた

めに必要だと思います。

化学研究所（東京）

石丸剛久
松阪工場　硝子加工部
加工技術グループ

深堀貴之

セントラル・
サンゴバン（株）

和田沙矢香

化学研究所（宇部）

竹中陽一
硝子研究所

杉井麻友子
宇部工場　工務部

中重元気

読まれる報告書とするために

座談会
参加者

座談会を終えて
環境安全推進委員会委員長
取締役常務執行役員 堤　憲太郎

企業は社会から事業・製品を通じた社

会貢献を求められており、企業もその

期待に応えるためさまざまな取り組みを進めていますが、

その取り組みを広く知ってもらうことはなかなか難しいこ

とでもあります。今回、新入社員の皆さんに自分の思った

まま、これからの「社会・環境報告書」のあり方について自

由に発言してもらい、こういう情報発信の機会をもてたこ

とは非常に良かったと思います。当社が社会から信頼を得

るために、皆さんがやるべき仕事はたくさんありますので、

それぞれの職場でがんばっていただきたいと思います。期

待しています。

社会の信頼を得るためにできること

・・・・



選任 

選任 選任 

連係 

連係 連係 

連係 

監査 

監査 

監査 

会計監査 

会計監査 

審議・調査・指導・啓蒙 

●独占禁止法遵守推進委員会　　●環境安全推進委員会 
●安全衛生委員会　　　　　　　●製品安全対策委員会 
●安全保障貿易管理委員会　等 

監 査 部  

経営会議  

社長執行役員 
専務執行役員 
常務執行役員 

会 計 監 査 人  監 査 役 会 

株 主 総 会  

取 締 役 会 

取 締 役 

執行役員 

 
各事業場 
関係会社 

監督 

監督 

セントラル硝子グループ行動規範 
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■コーポレート・ガバナンスにかかわる組織図

コーポレート・ガバナンスおよびコンプライアンス

コーポレート・ガバナンス整備強化への対応および企業不祥事

の未然防止には、コンプライアンス※意識の高揚が必要不可欠で

す。セントラル硝子ではコンプライアンス・マニュアルを作成し、

社会規範・企業倫理の手引きにするとともに、社会的要請へ対

応して活用しています。その内容は、独占禁止法、反社会的勢

力との決別、知的財産権、インサイダー取引規制から環境保全、

職場環境、情報の保護・管理、人権尊重など幅広い分野にわたっ

ています。各項目については法改正や社会情勢の動向に合わせ

定期的に見直しを行なっています。またこのマニュアルを補完

するため、疑問点等を自己診断できる法書籍出版社のウェブサ

イトを導入し、充実を図りました。

あわせて、取引先、関係団体、社員、顧客、消費者などのステー

クホルダーの皆さまに対して、誠実な企業活動を行なうための

社内規範として「セントラル硝子グループ行動規範」を制定し

ており、この印刷カードを全社員が常時携帯し、コンプライアン

スの周知・徹底に役立てています。また、経営トップが自らこの

行動規範を率先垂範するよう努めています。

一方、コンプライアンスに関する問題点や、疑問に思われる事象

を見聞きした場合には、気軽に相談でき、また大事にいたる前

に問題を解決するための内部通報システム「コンプライアンス

相談窓口」を設置し、2008年4月より運用を始めました。

これらのシステムを、社内講習による定期的な教育とあわせ各

社員が有効に活用することにより、関係法令に対する理解が深

まるとともに、企業活動において適切な行動をとることで、セン

トラル硝子グループのコンプライアンスの強化・徹底を図って

います。

※コンプライアンス（Compliance）
狭義には法令遵守をさすが、企業活動を進める上で、法令だけでなく広く社会
規範を含めて遵守すること



Social & Environmental Report 2008｜10

目標および達成状況

■2007年度実績と2008年度計画 達成状況：　　…計画を達成　　　…追加対策が必要

項目

環
境
・
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環
境
へ
の
取
り
組
み

安
全
へ
の
取
り
組
み

社
会
と
の

か
か
わ
り

主要課題

環境マネジメント
システムの構築・維持

化学品・製品安全

保安防災

物流安全

労働安全衛生

地球温暖化防止
（省エネ／省資源）

化学物質の管理強化

廃棄物削減

循環型社会構築

社会・地域貢献活動

●本体事業所での認証更新維持・新規
取得の推進

●関係会社での認証更新維持・新規取
得の推進　　　　　　　　　　　　　　
●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、
データベース化を推進　
●内部統制システムの整備･構築

宇部・堺・松阪3工場、ISO14001認証
の維持・継続。川崎工場、2007.5
ISO14001認証取得。
組織改変に伴い、那須開発センター
(エコアクション21)は廃止。

数社で取得準備。

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。

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・マニュアルの見直し。

本体事業所での認証更新維持、新規取
得活動の推進。

P.11

P.11

P.11

P.16

P.20

P.20

P.21

P.21

P.21

P.22

P.22

P.14

P.16

P.20

P.17

P.17

P.24

P.25

関係会社での認証更新維持、新規認証
取得の推進。

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（データベース化等）
の推進。
リスクマネジメントの推進。

●化学物質リスク管理体制構築　

●ＭＳＤＳの整備

化審法、安衛法の遵守（各種届出）と
関係者への情報提供を実施 。
ＧＨＳ対応のＭＳＤＳに逐次整備。

関係法令の遵守とMSDSの逐次見直し
整備。

●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

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登録準備体制を確立・整備。

情報のデータベース化により、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登録のフォロー。

●経営層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

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。
設備災害が頻発。

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。
リスクアセスメントの推進。

●イエローカードの整備 逐次、既存カードの見直し、新規カード
作成を実施。

既存イエローカードの見直し、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。

●物流安全のリスク管理体制構築　　
●物流業者教育の実施　

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・助言。

安全性確認・教育などの取り組みの継続。
リスクアセスメントの推進。

●休業災害ゼロ　　 過去事例の解析に基づく防止策を継続
したが、年度後半より労働災害が増加
し、最終的に当年度は件数再増加。
教育指導教本としてセントラル硝子
グループ災害事例集を発行。

増加要因解析による災害防止対策の実施。
安全表彰制度の検討。
災害管理システムの見直し・整備の継
続実施。

●労働安全衛生リスク管理への取り
組み強化

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。
堺工場、松阪工場も取り組みを開始。

取り組みの継続および他の事業所への
水平展開。
リスクアセスメントの推進。

●全社のＣＯ2排出量を1990年度
比10％削減（～2010）

全社のＣＯ2排出量は900千トンとな
り1990年度比で11％削減を達成・
継続。

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。

●環境負荷物質代替・無害化の促進 原則アスベスト全面禁止に対応する
ため、材料変更を含む必要な対策を継
続実施中。過去にアスベストを取り扱
っていた事業所にて１名が労災認定
された。
保管ＰＣＢは無害化処理待ち。

アスベスト使用の全廃。
化学物質管理の徹底（指針の見直し）。
保管PCBの管理の徹底。
リスクアセスメントの推進。
REACHへの対応。
希望する従業員等への健康診断の強化。

●全社廃棄物最終埋立処分量の1991
年度比80％の削減（～2010）

全社の廃棄物最終埋立処分量は1991
年度比で57％削減。
化成品部門の廃棄物削減は停滞気味。

目標達成に向けた、全社廃棄物削減施
策の見直し。

●ガラス部門のゼロエミッション維持
最終埋立処分量/総発生量≦1％
●廃板ガラスのリサイクルシステム
構築(自動車工業会、板硝子協会
とも連携)

ガラス部門はゼロエミッションを継続維持。

松阪工場は廃棄物中間処理業者とし
て、自動車廃ガラスを受け入れ中。

ガラス部門のゼロエミッション継続維持。

松阪工場での廃ガラスリサイクル実用
化技術の開発。
(建築用廃ガラスの受け入れ）

●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）

社会・環境報告書の作成・配布。
第5回宇部・小野田地区ＲＣ対話集会に
参加し、地域住民と交流。

社会・環境報告書2008年度版発行。
宇部・小野田地区ＲＣ対話集会参加。

●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

第42回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。

従来活動を継続し、社会貢献活動の一
層の内容充実。

中期目標 2007年度実績 評価 2008年度計画 掲載
ページ
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セントラル硝子は、製品の開発から製造・使用・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」を確保し、環境保護に配慮しながら改善を図る自主管理活動

「レスポンシブル・ケア」の理念に基づき、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皆さまの社会的要請に対応するマネジメントを進めています。

E N V I R O N M E N T &  S A F E T Y  M A N A G E M E N T

環境・安全マネジメント

当社では、環境安全関係は環境安全部、製品安全関係は品質保

証部、労働安全衛生関係は人事部および環境安全部、社会的要

請は総務部がそれぞれ核となり、各部署が連携して、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

核に本社環境安全部が事務局となり、各事業所の環境面・安全

面に関する委員会などの活動を、それぞれの担当委員を通じて

支援・推進しています。

環境・安全マネジメントシステム推進体制

本年度は16事業所について、現地監査を行ない、現場視察、

文書確認、懸案事項や重点課題のヒヤリング等を実施しました。

コンプライアンス確認やリスク評価は経営者と従業員の間のコ

ンセンサスをより深めるものとなりました。

また、前年度より自主監査方式も取り入れており、2年目の

2007年度は44事業所を対象に、コンプライアンス面・環境

面に配慮したチェックリストを使用し、書面監査を実施しま

した。改善を図った網羅的なチェックリストは、各事業所でも有

効に活用されています。

環境安全監査

■環境安全マネジメント推進体制図

環 境 安 全 部  
（RC事務局） 

関 係 会 社  

各 R C 関 連 委 員 会  

本 　 社  支 　 店  研 究 所  工 　 場  

環境安全推進委員会 

経 営 会 議  

宇部工場

堺工場

松阪工場

川崎工場

セントラル硝子東北（株）

セントラル硝子東京（株）〔浦安工場〕

セントラル硝子工事（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）

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

裕盛工業股 有限公司

台湾信徳玻璃股 有限公司

主要工場・関係会社
ISO14001

環境 品質

その他EMS ISO9001

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○※

■環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）などの認証取得状況

○：認証取得　※みちのくＥＭＳ

環境安全現地監査（松阪工場）
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企業を構成する従業員一人ひとりが、環境についての理解を深

め環境に配慮した責任ある行動を取るために、教育・訓練は重

要な手法のひとつであり、人材育成やスキル向上の面からも必

要不可欠です。セントラル硝子の各事業所では、テーマに応じ

社内外から講師を選定し教育に努めており、環境面での知識の

習得・意識の高揚を図っています。2007年度に工場・研究所

で実施した環境教育や訓練の一部を次表に示します。

環境教育

環境会計

■2007年度環境教育等実施例の一部を抜粋

■環境保全コスト （単位：百万円）

■環境保全効果（環境負荷指標）

事 業 所 教 育 の 概 要 受 講 対 象 実 施 年 月 受講者概数

各事業所

化学研究所

硝子研究所

宇部工場

堺工場

松阪工場

川崎工場

環境安全監査時に労働安全衛生についての講話・教育

研究所排水系などの説明

廃棄物の処理手順に関する教育

環境負荷物質について

オイルフェンス展張訓練

電気集塵機維持に関する業務について（講師養成）

新入社員一般教育（環境安全関係：課単位で実施）

全出席者

関係所員

関係所員

従業員および関係者

関係部署

環境安全課

新入社員

2007年9月～2008年2月

2007年9月

2007年7月

2007年5月～11月

2007年5月、11月

2008年1月

2007年4月

延べ149名

9名

11名

延べ389名

延べ40名

5名

6名

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。

2007年度は設備投資額が1,452百万円、費用が4,767百万

円となりました。設備投資額はここ数年増え続けておりますが、

今年も対前年比で約40％近い増加となりました。主な増加要

因としては、宇部工場の生産拡大に伴う排水処理施設の新設お

よび更新などがあげられます。また費用も前年と比べると約

10％以上増えていますが、主な理由としては設備償却費負担

増などがあげられます。一方、明確に貨幣価値換算できた経済

効果の金額は、電力を含めた省エネルギー努力、使用済み資材

の売却、廃棄物処理量の削減などにより約61百万円となりまし

た。また主な環境保全効果を、下表に示します。

今後もより効果的な環境投資を実施して、継続的改善を行なう

方針です。

（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

1,427 

1,006 

117 

304 

0 

5 

20 

0 

0 

1,452 

3,936 

1,964 

86 

1,886 

2 

287 

352 

5 

185 

4,767 

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 

分　　　　　類 2007年度投資額 2007年度費用額 2006年度投資額 2006年度費用額

内
　
訳

事業エリア内効果 環境負荷物質 2007年度排出量（トン） 2006年度排出量（トン） 対前年比増減（％）

温室効果ガス CO2

SOx

NOx

ばいじん

COD

896,392

2,533

3,730

84

42

904,112

1,923

3,722

69

47

－1.4 

＋31.7

＋0.2

＋21.7

－10.6 

環境汚染物質

環境・安全マネジメント
ENVIRONMENT & SAFETY MANAGEMENT
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セントラル硝子では2006年度より、本格的にグリーン購入への

取り組みを開始しました。グリーン購入ガイドラインや事務用品

発注システム「エコインデックス」の活用などにより、工場や研究

所では定着してきています。ただ購入する品目が事業所により

大きく異なることやコストの関係などもあり、グリーン購入率は

100～数％と大きくばらついています。このようなばらつきは

関係会社でも同様ですが、一部の会社では取り組みに未着手の

ところや、グリーン購入はしていてもその額を把握していない

ところもあり、今後の課題となっています。

「環境にやさしく」を合言葉に、これからもグループ全体でグリ

ーン購入をより積極的に推進し、環境配慮型商品の導入を進め

ていきます。

グリーン購入

セントラル硝子では、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。ガラス部門では環境負荷の低減や温暖

化防止対策、化成品部門では環境に優しい製品の開発や廃棄

物の削減を重点テーマととらえ、省エネルギー活動や再生循

環型システムの構築に力を入れていきます。

セントラル硝子の物質フロー

製　造 
（セントラル硝子） 

原料調達 
（サプライヤー様） 

原料 

販　売 
（お取引先様） 

使　用 
（最終ユーザー様） 

物　流 
（セントラル硝子） 

I N P U T O U T P U T

原料 367 千トン 

水 6,281 千m3

ガラス 
部　門 

水 

排水 5,608 千m3

COD 6 トン 

ガラス 
部　門 

排水 4,910 千m3

COD 36 トン 

化成品 
部　門 

大気 

CO2 514 千トン 

ばいじん 50 トン 

ガラス 
部　門 

SOx 2,401 トン 

NOx 3,193 トン 

CO2 382 千トン 

ばいじん 34 トン 

化成品 
部　門 

SOx 132 トン 

NOx 537 トン 

廃棄・リサイクル 

廃棄物総発生量 64.5 千トン 

物流 

　再資源化量 63.9 千トン 

ガラス 
部　門 

CO2 14.5 千トン 

CO2 15.5 千トン 

ガラス部門 

化成品部門 

　最終処分量 0.6 千トン 

廃棄物総発生量 68.7 千トン 

　再資源化量 6.5 千トン 

化成品 
部　門 

　最終処分量 62.2 千トン 

原料 1,145 千トン 

水 7,187 千m3

化成品 
部　門 

エネルギー使用量 

総使用量（原油換算） 174,450 kl

電力 132,224 千kWh

灯油 660 kl

A重油 68 kl

C重油 123,303 kl

都市ガス 5,603  千m3

ガラス 
部　門 

総使用量（原油換算） 146,191 kl

電力 91,357 千kWh

石油ガス 242 千m3

A重油 587 kl

C重油 109,557 kl

石炭（無煙炭） 14,230 トン 

化成品 
部　門 
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E N V I R O N M E N T

環境への取り組み

2008年度より京都議定書で定められた温室効果ガス排出量

削減の第一約束期間に入り、国としては今後5年間にわたって、

温室効果ガスの排出量を1990年基準で毎年6％減らす必要

があります。当社は2010年に、排出量を1990年基準で

10％削減することを目標として掲げていますが、2007年度

の排出量は約90万トンであり、対前年比で約1％減、また基準

の1990年度比では10.8％減となりました。最近5年間の排

出量の推移を、右図に示します。

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

します。

地球温暖化防止のために

■CO2排出量

1,004
921 954 941 904 896

1,004

90 03 04 05 06

921 954 941 904

0

200

400

600

800

1,000

（年度） 

（単位：千トン） 宇部 堺 松阪 川崎 

07

896

温室効果ガス排出削減技術の開発

●マグネシウム鋳造用カバーガスのラインアップ
マグネシウム合金は実用金属の中で最も軽い金属であるた

め、燃費向上のために自動車用部品等への使用拡大が今後

ますます進展すると予想されています。マグネシウム合金

製造法の主流である「マグネダイカスト法」では、溶解炉中

の溶湯表面にカバーガスを噴霧することにより、空気と溶湯

の接触を防止し高温酸化(=燃焼)を抑えることができます。

現在カバーガスは、主に地球温暖化係数（GWP）が20,000

以上の六フッ化硫黄（SF6）が使用されていますが、当社は

NEDO※のプロジェクト並びにその後のユーザーでの実機

評価を通して、GWPが極めて低い代替ガス「トランス-

1 ,3 ,3 ,3 -テトラフルオロプロペン」（商品名ZEM-

SCREEN）の開発に成功いたしました。

現在、川崎工場で製造設備の建設を進めており、稼動後は国

内での温室効果ガス排出削減はもとより、海外へもこの製

品を展開することにより、地球規模での温暖化防止にも貢

献できるものと考えています。

※新エネルギー･産業技術総合開発機構

●リチウムイオン電池用電解液事業へ参入
現在、全世界での取り組みを余儀なくされている地球温暖化

などの深刻な環境問題、世界的な需要増による原油価格の高

止まりや、化石燃料の枯渇問題に対応するためにも、エネルギ

ー源の多様化・エネルギー効率のさらなる向上が世界的に求

められています。

リチウムイオン電池はこれらの問題を解決するための有力な

要素技術として、今後広く普及するものと期待されていますが、

幅広い分野への普及促進のためには、電池のより一層の性能

向上、安全性向上、大幅なコストダウンなどの実現が不可欠に

なります。

当社は長年リチウムイオン電池用材料の研究開発に取り組

んできましたが、このたび電解液の革新的な製造方法を確

立し、あわせて電池性能を大幅に高める新規添加剤の開発

に成功しました。これにより市場が求める高性能かつ低コス

トの機能性電解液の供給が実現可能となり、ユーザー各社

からも高い評価を得ることができましたので、需要の将来

性など総合的に判断し、事業参入を決定しました。現在川

崎工場に製造設備を建造中であり、2009年度に稼動予定

です。

当社は、機能性電解液の供給により、リチウムイオン電池の

高性能化・コストの低減・安全性向上に寄与することで、電

池普及促進の一役を担い、持続性のある社会の実現に貢献

していきます。

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。
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セントラル硝子の製造拠点である各工場・事業所では、都市近

郊に立地する各地域において、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。

環境負荷物質の削減

セントラル硝子の2007年度の主な環境負荷物質のうち、SOx

総排出量は、前年度と比較して生産増により増加、そしてNOx

およびばいじんについては、最近5年間でほぼ横ばいとなりまし

た。SOx排出量の大部分を占める松阪工場では、排出削減のた

めの対策として、ガラス溶融炉やボイラーの燃料転換（Ｃ重油

→都市ガス）を計画し、実行に移しつつあります。あわせて各工

場においても、排ガス濃度の適正管理や排出量の削減に一層

努めていきます。

■硫黄酸化物（SOx）排出量
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■窒素酸化物（NOx）排出量
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大気汚染物質の削減

COD・全窒素・全リンともに、前年度に比べて2007年度の排

出量は減少傾向にあります。宇部工場で昨年設置したCOD処

理設備は順調な稼動を継続していますが、今後の新規事業増加

に対応するための全社的な対策を、さらに推進していきます。

■全窒素排出量
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■化学的酸素要求量（COD 汚れの度合い）排出量
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環境への取り組み
ENVIRONMENT

■全リン排出量
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環境への取り組み
ENVIRONMENT

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。

エチルベンゼンについては、製造工程の変更等により取扱量が

大幅に減少し、前年あった排出が皆無となりました。

※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 Register）

■PRTR調査結果　主要化学物質 （単位：kg／年）

化学物質管理状況

政令指定番号 物 質 名 称 大気への排出 水域への排出 土壌への排出 移動量

63

77

112

132

145

179

200

210

227

230

266

283

310

キシレン

クロロエチレン（別名：塩化ビニル）

四塩化炭素

HCFC-141b

ジクロロメタン（別名：塩化メチレン）

ダイオキシン類　　　　　　　（単位：mg-TEQ／年）

テトラクロロエチレン

1,1,2-トリクロロエタン

トルエン

鉛及びその化合物

フェノール

フッ化水素及びその水溶性塩

ホルムアルデヒド

340

4,069

712

6,159

3,401

0.2990

0

1

1,127

0

65

718

0

0

62

0

0

0

0.4205

0

6

0

1

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,288

0

35,922

0

85

0

8,909

10,023

10,664

4,293

0

2,323

0

※取扱量が（ダイオキシン類を除き）年間5,000kg以上を掲載

環境保全型農業シンポジウム

セントラル硝子では、微生物防除剤の製造メーカーである出光興産（株）、多木化学（株）、アリスタライフ
サイエンス（株）とともに、日本微生物防除剤協議会を2006年に設立しました。活動の一環として
2008年2月に、日本教育会館で『環境保全型農業シンポジウム』を開催しました。
このシンポジウムには農林水産省を始めとして、農業試験場・大学・農協関連など幅広い分野から、600
余名の参加がありました。会場では、講演・シンポジウムとあわせて、協議会会員各社の製品紹介や、宮崎県・高知県における環境保全型農
業の実践報告がポスターセッションにて行なわれましたが、こちらも盛況となりました。
シンポジウムでは、初めに主催者を代表して当社取締役常務執行役員の堤憲太郎が挨拶を行ない、続いて岐阜大学教授・百町満朗氏に
よる「環境保全型農業における微生物防除剤の役割と展望」、東京農業大学教授・小泉武夫氏による「頑張っている農家の苦労を消費者も
理解せよ」、の2題の特別講演がありました。次の先進事例報告では、微生物防除剤を活用している地域の事例として宮崎、高知、長野、岐阜
4県の例が紹介されました。最後に、講師の方々と流通業界代表とのパネルディスカッションが行なわれ、熱心な質疑・討論がなされました。
環境保全型農業に取り組む生産者への一助として、微生物防除剤が果たすことができるまだあまり広く知られていない新しい役割につい
て、また消費者の間にも関心が高まりつつある“食の安全・安心”についての問題解決に、農業生産という角度から貢献できる微生物防除
剤のユニークな働きについて、十分に紹介できたと考えています。
今後とも皆さまのご期待におこたえすべく、微生物防除剤の開発・普及に一層の努力を続けていきます。

きらめくガラスのリサイクルツアー

環境をキーワードとした産業環境ツアーの一環として、山口県主催の「きらめくガラス
のリサイクルツアー」が、2008年3月19日に実施されました。
セントラル硝子の宇部工場へも、18名の見学者が訪れました。初めに会議室で会社・工
場や製造工程の概要を紹介した後、製造工場に移動し、ガラスの原料投入場所からライ
ンに沿って、溶解、整形、徐冷、検査、切断へと進み、最後にガラスのパレット積み込み個
所までの工程を見学して頂きました。
参加者アンケートでは、「ガラスの製造がよくわかり、とてもよかった。」と好評でした。 説明に耳を傾ける見学者の方々
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セントラル硝子は廃棄物の排出事業者として、分別、保管、産業

廃棄物処理業者への適切な処理の委託、監視、マニフェスト管

理など、廃棄物処理法等の関係法令を遵守しています。

工場などの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よるものであり、ガラス部門によるものは

約1％です。

最終埋立処分量については、化成品部門は「1991年度比

80％以上の削減」を、ガラス部門はゼロエミッション（当社で

の定義：2002年度の総廃棄物排出量の1％以下）を2010年

度までの目標としています。

最近5年間の最終埋立処分量の推移は右図のようになってお

り、化成品部門ではリサイクルなどによる抜本的削減技術の検

討を続けています。

廃棄物削減への取り組み

ガラス部門では2004年度より、廃棄物ゼロ化（ゼロエミッショ

ン）に取り組んでいます。松阪工場と宇部工場（ガラス関係）は

2005年度にゼロエミッションを達成済みであり、残る堺工場

も達成に向けて鋭意努力しています。

廃棄物削減対策の中心は、建築用・自動車用・ディスプレイ用な

ど、各種板ガラスやその加工製品について製造過程で発生する

廃ガラスを、再度ガラス原料として使用するリサイクルです。し

かしガラスの種類によりそれぞれ組成が異なるため、その配合

量調整や不純物混入防止のための厳格な分別・精製技術など

が要求されます。

また一度市場に出た後に発生する廃ガラスについても、回収・

再利用に努力しています。自動車に使われた廃ガラス受け入れ

のため、2006年9月松阪工場にて「産業廃棄物中間処理業」

の許可を取得し、廃ガラス回収使用の検証テスト（回収された

ガラスを中間処理し、原料の一部（カレット）として再利用）を継

続実施しています。

建築用の廃ガラスに関しては、板硝子協会が中心となり広域リ

サイクルシステムの確立に向けて活動中です。合わせガラスに

ついては、関東地区での回収はすでに試行中であり、当社は関

西・東海地区で発生する廃合わせガラスを松阪工場で受け入

れ、中間処理後に原料として再使用する準備を進めています。

さらに廃複層ガラスの受け入れについても、回収再使用の技術

的検討を開始しました。

廃棄物削減への取り組み〔ガラス部門〕
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■産業廃棄物最終埋立処分量（全社）

宇部 堺 松阪 

31,529

1,134
993

710 612 616

91 03 04 05 06
0

1,000

2,000

8,000

31,000

32,000

（年度） 

（単位：トン） 

07

■産業廃棄物最終埋立処分量（ガラス部門）
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化成品事業の既存部門については、2002年度に目標である

廃棄物80％削減が達成できましたが、ファインケミカル分野

における新規事業の成長による影響で、固形廃棄物の発生量が

年々増加しており、化成品部門全体としてはあまり削減できて

いないのが現状です。

これに対して2006年度に、汚泥廃棄物をより効率的に固形廃

棄物として処理できるように、高圧搾仕様の大型フィルタープ

レスを増設しました。

主に石膏・炭酸カルシウム・フッ化カルシウムからなる廃棄物の

リサイクル化についても、早期の実現に向けて日々検討および

技術開発を進めています。

今後も一層の廃棄物削減に向け、活動を強化していきます。

廃棄物削減への取り組み〔化成品部門〕
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■産業廃棄物最終埋立処分量（化成品部門）

板ガラスのリサイクル

建築用板ガラスは大まかに分類すると、１枚で構成されるフロート板ガラス・強化ガラスなどの①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種に分けられます。廃ガラスの内、単板ガラスは板ガラス、ガラス繊維、ビン等の原
料としてすでにリサイクルが進んでいます。
合わせガラスと複層ガラスの廃ガラスについては、これまではその多くが産業廃棄物として埋立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。合わせガラスについては、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し、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
でも早期にスタートできるよう準備を進めています。
複層ガラスについては、アルミスぺーサー・乾燥剤・封着材
等の数種の副資材を使用しており、これらの部材を効率よく
分離回収する方法を検討し、現在検証を行なっています。今後
は、合わせガラス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許可を取得し、
関係先などから運び込まれた廃ガラスの回収使用を継続して
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。 廃ガラス等の回収・リサイクル設備（松阪工場）



｜Social & Environmental Report 200819

環境への取り組み
ENVIRONMENT

東海加工センターはISO14001の認証を2000年に松阪工

場の１部門として取得し、松阪工場と一体となった環境改善活動

を行なっています。当社が持つ設備メンテナンスの技術と経験

を活かし、松阪工場内における省エネルギーテーマを見出し、

提案から工事計画・実施まで、一連の流れとして積極的に取り組

んでいます。

また、当社は省エネ効果が高い複層ガラス（エコガラスを含む）

を生産しており、2007年度の生産実績は、約36万m2にのぼ

ります。複層ガラスは地球環境に貢献できる製品でありますが、

日々の品質改善活動を行なうことで、歩留改善、廃棄物の削減、

製品寿命の延長といったさらなる環境負荷の低減を推し進め

ています。分別による使用済み紙類のリサイクル推進や不要照

明の消灯など、一般的な活動も含めて、これからも社員一人ひ

とりが環境問題を意識しながら効果的な改善活動に取り組ん

でいきます。

セントラル硝子グループでの取り組み

当社は松阪牛で有名な三重県松阪市の、セントラル硝子（株）松阪工場敷地内にあります。

2008年4月の機構改革で、当社と松阪工場の関連部署が統合したことにより、建築用加工

ガラスについて、受注から生産・出荷まで迅速かつ効率的な運用体制が確立されました。東

海加工センターは管理部、加工部、工事部、DPG※開発室からなり、管理部は品質安全管理

および受注から出荷までの生産管理を行ない、加工部は複層ガラス、強化ガラス、スパッタ

リングガラス等のガラス加工、工事部はパレット管理、金型作製、設備メンテナンス、公共工

事等を行なっています。

※Dot Point Glazing の略。建築で枠を使用しないガラス施工法の１つ。

■東海加工センター株式会社

セントラル化成は高度化成肥料等を製造しており、「安全・

環境・品質・コスト削減」に沿う生産の実現に向け、日々努力

しています。

環境については、2000年12月にセントラル硝子（株）宇部工場

の関連事業所としてISO14001の認証を取得し、継続して環

境改善活動を行なっており、エネルギー原単位の向上と産業廃

棄物の削減を目指した活動を進めています。具体的には、工程

トラブルの削減検討や設備掃除の際に取り出されるスケール※

の工程回収を推進しています。また近年は農作物への利用効

率の高い被覆肥料が、環境配慮と省力化の面から好評を得てい

ます。

安全面では、従業員一人ひとりの安全意識の高揚と設備の改

善を柱とした活動を全員参加で展開しており、日本肥料アン

モニア協会より、「平成19年度安全優良工場表彰」において、

優秀賞を受賞しました。

今後も環境・安全および品質の向上活動を確実に進め、省エネ

ルギーに留意し安定生産することが、コスト削減につながる

と確信しています。

※スケール（ scale ）設備や配管などへの付着残渣
さ

山口県の空の玄関、山口宇部空港の西約3ｋｍの地点に立地しています。1988年、セ

ントラル硝子（株）より分離し、セントラル化成（株）となりました。主な生産品目は、高度

化成肥料、被覆肥料、配合肥料、燐安、塩安単肥、ＮＫ化成などの肥料と燐酸液・石膏で

す。肥料は主に水稲・牧草用として使用され、食糧の安定生産に貢献しています。また

近年は、作物への利用効率が高い被覆肥料が、環境配慮と省力化の面から好評を博し

ています。

■セントラル化成株式会社

セントラル化成株式会社の環境活動

東海加工センター株式会社の環境活動
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S A F E T Y

安全への取り組み

環境汚染を防ぎ人の健康を保護する目的から、世界各国の化

学物質規制はより厳格化されつつあります。たとえば2007年

6月に施行された欧州REACH※1規制は、総合的な登録・評価・

認可・制限の制度であり、新規か既存かを問わず化学物質のリ

スク評価が産業界の責務となりました。また原料から最終製品

までのサプライチェーン全体にわたる情報の双方向伝達と共有

化が求められており、欧州のみならず全世界にREACH規制の

影響が及びます。また日本においても、化管法※2・化審法※3あわ

せての見直しが進められています。

このような背景のもと、セントラル硝子では各取り組み（PRTR

は16ページ、MSDSほかは以下に記載）を通して、化学物質を

取り扱う全ての段階における安全確保に努めています。

※1 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
※2 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
※3 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

化学物質安全

セントラル硝子では、MSDS※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。法的に提供が必要とされる物質以外にも、研

究開発段階の化学物質や廃棄物も含め、現在656種の化学物

質などについてMSDSを発行し、情報提供に努めています。

※Material Safety Data Sheet 製品安全データシート

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。PCB廃棄物に該当

するものについては、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、各地

区のJESCO施設において法に定められた処理が行なわれる予

定です。

製品の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、全社的に以下のような取り

組みを進めています。

●研究開発～試作段階における、確実な環境配慮および原材

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」に基づく調査

①調達先企業の環境管理体制が確立されているか

②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

MSDS グリーン調達への取り組み

PCB廃棄物への対応

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企業活動での重要課題と認識し、

取り組みを進めています。

当社およびグル－プ会社において、アスベスト製品の製造販売

は行なっておりません。しかしながら、一部の生産設備におきま

して、非飛散性のアスベスト含有部材を使用中でありますので、

これらは設備更新時等に速やかに代替を進めています。

アスベスト健康被害につきましては、当社松阪工場の元従業員の

方が、2007年に肺がんで逝去され労災認定がなされました。

2005年度以降、当社では旧セントラル化学株式会社（現川崎

工場）隔膜法電解作業に従事された方を対象に、ご希望を伺い、

意向に沿って必要な健康診断を実施しております。今般、板ガ

ラス製造に従事されていた方が労災認定されたことを受け、板

ガラス製造に従事されている方またはされた方につきましても

同様に、2008年度より年１回の特殊健康診断を実施する予定

です。当社は今後とも法令を遵守し、従業員の健康管理と周辺

環境の保全について、より一層努力していく所存です。

アスベストへの対応
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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」の指定区域に立地しており、環境・保安防災に関する

行政からの指導のもと、設備災害ゼロを目指し万全を期した保

安防災体制を整備しています。特に老朽化した設備に留意して、

危険場所の見直しとその対策を各工場で実施しています。

また火事・爆発等の災害を未然に防止するため、緊急時対策基

準の見直しや防災訓練も継続して行なっています。これらの結

果については、環境安全監査により毎年チェック・確認していま

す。本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予定です。

保安防災

化学物質の輸送時に事故が発生した場合、現場周辺の方々や

顧客の皆さまに対し多大な被害を与えることになります。

セントラル硝子では、従業員および輸送を委託している協力事

業所に対して、輸送上の事故防止と万一事故が発生した場合の

被害拡大防止のため、定期的に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、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、被害を最小限におさ

えるための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。

物流安全

オイルフェンス展張訓練（堺工場沖）

エムネット安全体験学習

宇部工場では、実体験を通じて従業員の安全意識向上を図る実践
教育として、視察を兼ね岡山県水島市にある（株）エムネットで、
2007年8月初旬の2日間安全体験学習を採用しました。
最近の工場操業においては自動運転が主流になっており、新規従
事者等の安全教育においてもマニュアル化は進んでいますが、『経
験によって得られる現場力』がOJT※ではなかなか伝えきれない状
況にあります。
たとえば作業マニュアルの教育においても、危険を実体感したベ
テランであれば「操作ミスをすればどうなるか」の感覚が判ります
が、若手にそれを伝える手段がありませんでした。その対応として、
ミニチュアプラントや各種の体感装置を使用してミスすることを含
めて体感し、「経験により安全を学ぶ」ことが今回の目的でしたが、
十分目的を果たすことができたと評価しています。
例として、バルブからの漏水体験をあげると、

①テキストの説明で聞く（伝言）
②ＣＤ－ＲＯＭで再現（視覚）
③実験プラントにて、フランジを片締めして漏水させる（体感）

この3種の講義・体験により、受講者の脳裏に焼き付けられます。
バルブを開け片締めフランジからの漏水を眼にすれば、その記憶は
消えることがなく、「操作を誤ればプラントはこうなる」ということが
体験できました。
参加者からは、「参加して良かった」「ぜひ他の人も参加してほし

い」との感想が聞かれ、好評の
内に無事終了しました。
初年度の今回は若年世代約40
名が受講しましたが、2008年
度以降も受講を継続し、若手の
現場力を向上させていきたい
と考えています。

宇部工場　環境安全課　中川　聡

世代交代などで工場でも新卒の採用が増えています

が、設備は大型化・自動化が進むなか、安全面教育で

はOJTでの技術伝承では時代に追いつかない状況で

す。今回の機会を利用し、積極的に安全技術を先取り

して操業に必要な知識や体験を得ようと考え参加しました。私は設備操作では

素人同然ですが、若手運転員を教育する立場にあるため、文字通り『身をもって

体験し、危険性・安全作業の必要性を伝えよう』と、将来を嘱望されている若手社

員と同行しました。

体験学習では、ミニチュアプラントや体験機（写真参照）など各種の体感装置が

あり、体系的・体感的に安全を学ぶことができ、非常に充実したものでした。次年

度以降も、ぜひこの教育を継続したいと思います。何よりも操作員がここで技術

を学び、優れた運転マンになって欲しいと願うと同時に、こういった教育そのも

のが企業資産です。できれば当社にもこのような体験装置を備えて安全教育がで

きれば、労働災害の削減につながると確信します。

※OJT（On the Job Training）仕事中の業務遂行を通しての教育訓練

安全への取り組み
SAFETY

ロール挟まれ体験機

参加者のコメント
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安全への取り組み
SAFETY

セントラル硝子グループは安全･保安・環境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。

昨年度の休業度数率は、当社・協力会社ともに悪化しました。ま

た不休災害以上の総労働災害発生数は、昨年度と比較して約

30％増加しました。発生要因でみると、災害発生件数はほぼ横

ばいでしたが、歩行昇降時の災害発生件数が50％と大幅に増

加し、また年齢層では高年齢者・高熟練者の発生件数がほぼ倍

増したのが特徴的です。

今後とも従来からの「ヒヤリハット」、「危険予知」、「指差呼称」

等の安全対策、設備や運転の維持・改善のための諸活動、安全

教育・訓練を若年層から高年齢層まで広範囲に行ない、さらな

る徹底を図っていきます。

発生した災害を分析すると、過去に類似災害を起こしているも

のが相当あることが判明したため、周知徹底することにより再

発防止を図るため『災害事例集』を作成しました。ガラス編・化

成品編・共通編に3分類されており、各シートには写真およびそ

の解説や原因と対策が記されており、ツールボックスミーティン

グで使うなど、効果的に利用され始めています。

今後は、工場地区での労働衛生マネジメントシステム（ＯＳＨＭ

Ｓ）を構築を進め、関係会社を含むグループ全体に展開し、労働

災害防止対策をより一層強化していきます。

労働安全衛生

03 04 05 06 07
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

（年度） 

（度数率） 

全産業（平均） 協力会社 

製造業（平均） 

当社 

■休業度数率

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）

ＶＭ活動

労働災害防止対策の一環を兼ねＶＭ活動の実際を学ぶ
ため、旧セントラルガラスサービス（株）（現：セントラル硝
子東京（株）浦安工場）の協力を得て、（有）日本VMセン
ターの指導のもと2006年12月より約1年間にわたっ
て試行展開しました。
ＶＭ(Visual Motivation)法とは、カメラ等を利用して視
覚に訴えて職場改善のやる気を起こさせる動機付け手法
であり、個々の従業員の「安全意識」、「品質意識」、「環境
意識」などの向上に役立ちます。
浦安工場従業員の努力により、非常に早いスピードで表
示・標識類が整備され、『目で見る管理』職場として合格
点を取ることができました。
セントラル硝子グループの他事業所からも多数の見学者
があり、基本的な手法を習得するという所期の目的は十
分に達成されました。
今後も、普及・拡大に努めます。

女子更衣室の創作
標識例『ぱっと見て
ぱっとわかる』

セントラル硝子東京（株）浦安工場の巡視
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安全への取り組み
SAFETY

トップ診断

2008年3月25日の堺工場を皮切りに6月11日の硝

子研究所まで、計16の事業所について「環境・安全・品

質」のテーマに絞って、社長によるトップ診断が行なわれ

ました。

各事業所では、初めに過去の災害事例、環境対策、品質ク

レームについての報告がありました。労働災害について

は、過去4～5年間の事例を工場長が具体的に説明し、原

因と対策について突っ込んだ質疑と活発な討論がなされ

ました。環境問題については、過去の重大事故、廃棄物問

題などについて説明があり、懸案事項に対する質疑・討論

がされました。品質については、ユーザーからのクレーム

を的確に製造現場に反映するためにはどのようにしたら

よいか、営業との連携方法などについて議論されました。

また、過去の災害発生現場と排水・廃棄物処理施設を中

心に工場の製造現場を視察し、職場の安全や環境保全

についての確認と、問題点の指摘がされました。災害発

生現場では、発生当時の作業状況についての説明を受

け、その後の改善が適切であるか作業状態を確認しまし

た。その他、各工程の作業現場について、問題点の指摘

や改善の指示がありました。

4月9日の宇部工場では傘が飛ばされそうな嵐をついて

の実施になりましたが、誰もが真剣に重大災害発生現場

を視察し、改善状況を確認しました。川崎工場と松阪工

場では、土壌汚染の対策進捗状況について、処理設備の

稼働状況も視察しました。

今回の診断で問題を指摘された事項については、今後

各事業所で計画的に改善を進めていきます。
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S O C I E T Y

社会とのかかわり

日本レスポンシブル・ケア協議会（JRCC）では、地域の皆さま

に化学企業の環境保全などの取り組みを理解して頂くため、「Ｒ

Ｃ地域対話集会」を全国各地で開催しています。

山口県の宇部・小野田地区でも毎年１回実施しており、2008

年2月に、『身近な環境問題について化学企業と対話する会』と

題して、宇部興産（株）宇部本社で開かれ、地域のＮＧＯの方々

や一般市民の方々など、56名の参加がありました。

各企業の工場概要や環境への取り組みなどの説明の後、小グル

ープに別れての活発な対話・討議を行ない、ＵＭＧ・ＡＢＳ（株）

宇部工場の排ガス処理設備等の見学をして頂きました。

参加者からは、「有意義な集まりであった」「企業からのワンポイ

ント説明会や情報公開をして欲しい」などの意見がありました。

今後も、地域の皆さまに安全・安心を提供すべく、継続的に地域

の方々とのコミュニケーションを図っていきます。

社会貢献活動

セントラル硝子労働組合本社支部では、毎年8月、品川インター

シティーで開催されるフリーマーケットに出店しており、社員か

ら提供された商品（タオル、石鹸、洗剤、食器類など）を販売して

います。

2007年度の売上金は56,100円でしたが、｢セントラル福祉

会｣の積立金とあわせて福祉関連物品（リクライニングチェア：

写真参照）を購入し、千代田区社会福祉協議会へ寄贈しました。

寄贈した椅子は、西神田高齢者在宅サービスセンターにて開催

される「生きがいづくりプログラム」に参加される要介護の方た

ちに、役立っているととても喜ばれています。

小さな取り組みかもしれませんが、このような地道な活動を今

後とも継続していきたいと考えています。

三重県松阪市は、1588年の蒲生氏郷公の開府に端を発しま

すが、全国的にも有名な歴史･文化や街なみを今日に残してい

る美しい城下町です。

セントラル硝子労働組合松阪支部は、こうしたかけがえのない

松阪の歴史･文化・伝統を守り後世に伝えていくために、何か役

に立てることはないかと考えました。その結果、1979年から

長年にわたり諸先輩の方々や組合員の善意によって積み立て

られてきた『チャリティ・ボランティア基金』を活用し、地域社会

に貢献していこうということで意見がまとまり、2007年12月

にその一部（1,000万円）を松阪市に寄付いたしました。

私たち組合は、今後も継続的

に活動を進めていきたいと

考えていますが、今回の寄付

が「市民と市が協働で進める

松阪の歴史・文化遺産保存活

動」の契機となり、多くの市

民･企業・団体の協力によっ

て賛同の輪が広がり、善意の

芽が大きく育って欲しいと念

願しています。 松阪市長に目録を手渡す大西支部長

目録の贈呈
（中央が本社支部の愛川支部長）

JRCCのRC地域対話集会（宇部・小野田地区）

宇部・小野田地区RC対話集会への参画

フリーマーケットの売上で福祉関連物品を寄贈

松阪の歴史・文化遺産保存のために
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2007年11月、国際産業別労働組合ICEM（国際化学エネル

ギー鉱山一般労連）の女性大会がタイのバンコクで開催され、

世界各地から150名余りの女性が参加しました（セントラル硝

子労働組合からは、JEC連合中央執行委員として齋藤祐子さ

んが参加）。大会では平和、健康、衛生、ワーク・ライフ・バラン

スといったテーマで各国の女性代議員によるプレゼンテーショ

ンが行なわれました。そこではセクハラ問題や劣悪な労働環境

におかれた女性労働者の深刻な状況を報告する国もありまし

たが、それでも女性たちは明るく前向きに活動していました。2

日間にわたる大会の締めくくりとして、母性保護やワーク･ライ

フ･バランスに関す

る情報交換、女性の

リーダーシップ能力

の向上、人権問題で

悩む国々への支援活

動の継続、といった

行動計画を採択し、

女性大会は成功裏に

閉幕しました。

当社では地域社会に少しでも貢献するため、労働組合とタイア

ップして種々の活動を継続展開しています。宇部地区の例とし

て、山口県を代表する公園のひとつ宇部常盤公園、宇部市の水

源でもある小野湖（1回／年）や宇部東港（2回／年）の清掃活

動があります。このほかスイーパーによる道路清掃（毎日）、「宇

部工場一斉5Ｓの日」に、工場を二分して通っている市道・県道

の清掃作業（1回／月）を行なっています。当社に出入りする車

両や歩行者が利用する割合が多いこともあり、散乱しているゴ

ミの除去や通行車両がまきあげる埃を少しでも軽減すること

で、気持ちよく使用していただくことができればとの願いをこめ

て、活動しています。

堺工場でも、毎週3回定期的に正門前の公道の歩道部分を清掃

しています。さらに年1～2回は従業員ほぼ全員で、範囲を広げ

て周辺公道の清掃活動を行なっています。松阪地区では松阪市

全域のカーブミラーの清

掃を、長年継続して実施

しています。また川崎工

場では、鉄道引込み線の

工場外周辺エリアの清掃

を行なっています。

右が当労働組合から参加した齋藤さん

宇部工場近くの公道の清掃

セントラル硝子国際建築設計競技

当社では、1966年より建築設計のアイデアコンペを継続
して主催しております。第10回からは国外へも門戸を広げ、
「セントラル硝子国際建築設計競技」として作品を募集し
てまいりました。建築業界ではガラス・コンペ（通称ガラコ
ン）の名で親しまれており、建築設計を志す学生諸氏、ある
いはすでに設計事務所やゼネコンの設計部など、第一線で
活躍されている方々より多大な関心をいただいております。
審査員は日本建築界の権威である諸先生がたにお願いして
おり、各回の課題は『自由で夢のあるアイディアと深い思索
を求める』ユニークなものとなっています。
第42回を迎えた2007年も、前年に引き続き公開審査方
式で行ない、テーマは「環境動物園」でした。前回の1.8倍
近い752点（国内509点、海外243点）の応募がありまし
た。裏表紙に最優秀賞受賞作品を紹介していますので、ご覧
ください。
なお2008年（第43回）のテーマは「世界遺産と共生する
建築」に決まりました。「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、セントラル硝子が建築文化を担う一
企業として、このコンペを通して、望ましい社会や環境を考
える場を提供している意義は決して小さくないと考えており
ます。また状況の変化等を乗り越え、長年にわたって継続開
催してきたことが当社の誇りともなっています。

ICEM女性大会

工場周辺地域での清掃活動

表彰式で皿澤社長と握手する入賞者

社会とのかかわり
SOCIETY
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従業員とのかかわり

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」を目指し努力を続けてい

ます。精神面の健康についての取り組みでは、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）』に基づいて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、従業員（およびその家

族を含む）が悩みを相談する窓口として、「ファミリー健康相談」

サービスを継続運用しています。

従業員の安全・健康のために

教　 育 人　 事 評　 定 

能　力 

“企業は人” 

課業遂行能力評価 

意欲・企業意識 

責任感・指導力 

教育機会の提供、キャリア開発 

モチベーション、モラールの高揚 

異動、ローテーションによる適材適所 

昇給・昇格 

上位職能資格等級への挑戦 

行　動 

コンピテンシー評価 

成　績 

目標管理評価 

人　 材　 育　 成 

従業員が生きいきと働ける環境づくり

当社では活力のある企業風土の形成に主眼を置き、2007年

度より人材育成と一体化した、能力、行動、および業績の観点か

ら従業員を多面的に評価する、公正で納得性の高い人事評価

制度「ＣＡＮ！」（Career Assessment for the Next!）の運

用を開始しました。

評価制度「ＣＡＮ！」は、以下の3要素から構成されています。

1｜課業遂行能力評価
昇格時に満たされるべき課業遂行能力を職能資格等級ごとに

明確にし、より高い評価を得るためには、上位等級の業務に積

極的にチャレンジし達成することが求められていることを、上

司・本人とも認識することにより、積極的な能力開発を双方で計

画・実行することを目的としています。

2｜コンピテンシー※評価
期待される思考・行動特性を明示することにより、行動面での

長所・短所を自ら認識できる仕組みとなっています。仕事に対

する望ましい姿勢を、本人が常時意識して業務遂行することで

各人の自己改革につながります。また目に見える結果としての

業績ではなく、そのプロセスにしっかりと目を向けた評価方法

となっているため、評価者も指導育成を行なう際に適切な指標

として用いることが可能となっています。

※コンピテンシー（Competency）社員一人ひとりの行動特性や業務遂行能力

3｜目標管理評価
次年度の職務課題を、上司との面談を通じて各人の主体的な

目標として設定し、達成を目指します。計画の段階で難易度の

高い目標を設定し達成した人が、より高い評価を得られる仕組

みになっており、社員一人ひとりの積極性と成長を促しています。

人事評価制度「CAN！」

メンタルヘルスの研修会（宇部工場）
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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。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

も大きな損失になるため、セントラル硝子では育児のための時

間短縮勤務や再雇用制度の導入など、仕事と子育てを両立で

きるよう積極的に支援しています。

また2008年4月より、以下の3つの目標を達成すべく、第2回

行動計画を実施しています。

●時間差勤務の導入

●育児休暇使用の推進

●次世代育成支援のデータベース作成

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、各工場に「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っています。

日々の研修活動に加え、各工場のコーディネーターとトレーニ

ーが一堂に会し、運営に関する情報交換を行なう4工場交流会

や、経営幹部も列席してトレーニーによる研修成果発表会を行

なっており、着実に成果が得られています。

4工場交流会

次世代育成支援

AEC（アクティブ・エキスパート・センター）

セントラル硝子の経営方針である「活力ある企業風土と強い

人間集団の形成」、および「競争力の維持・強化」を目指し、当

社では社員一人ひとりの実力・能力を十分に発揮できる環境

づくりに取り組んでいます。なかでも、全社員の約7％を占め

る女性社員に対しては、活躍の場を一層広げるため、公正でか

つ納得性・信頼性の高い評価制度と一体化した施策として『ポ

ジティブ・アクション』に取り組んでいます。2008年1月には、

『ポジティブ・アクション』に対する当社の取り組みの説明会を開

催しました。翌2～3月には女性社員を対象とした集合研修を

本社にて実施し、47名が参加しました。今後も活動領域を広

げ、全社員の意識改革に取り組んでいきます。

ポジティブ・アクション

～2000年3月

～2005年3月

2005年4月～

期間 出産休暇

4名

2名

8名

育児休暇

2名

1名

6名

時間短縮勤務

―

―

1名

■出産・育児休暇取得、および時間短縮勤務利用者実績

従業員の能力開発支援

再雇用制度とは？

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、優先的に再雇用するとともに、その場合

の雇用条件は退職時の給与を保証しています。

従業員とのかかわり
EMPLOYEE
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従業員とのかかわり
EMPLOYEE

セントラル硝子では『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。伝

承される技術の難易度に応じてランク分けされており、伝承が

完了した際に認定証と報奨金が授与されます。伝承者をマイス

ター、被伝承者をジュニア・マイスターと呼称し、製造部門にお

ける現場力向上や「ものづくり」組織の強化を目指すとともに、

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

なって、次世代への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。

マイスター制度

留学制度の紹介

セントラル硝子では、職場教育や集合研修といった社内教育のみではなく、高度な専門知識を有するスペシャリストへの成
長を支援するために、短期語学留学やＭＢＡ※・MOT・LLM留学など、国内外のさまざまな教育機関への留学派遣制度を
設けており、修了者を輩出しています。 ※Master of Business Administration の略　経営学修士

技術を経営に結びつけるための知
識習得を目的にMOT留学を希望
しました。MOTで学ぶことで演繹
的な考え方の重要性を知り、仕事
に対する考え方や進め方も随分と変わりました。またさ
まざまな経歴の同級生から学ぶことも多く、ディスカッシ
ョンを通じて貴重な経験をしました。MOTであれば仕事
との両立が可能であることも大きな魅力です。今後は
10年後の自分の姿を思い描きながら、仕事を通じて研
鑽に励みたいと思います。

※Management of Technologyの略（技術経営）

MOT※留学制度利用者の声

化学研究所（宇部）主席 毛利　勇

ビジネスにおけるリーガルリスクが
かつてなく高まりつつある状況にあ
って、海外におけるビジネスにおい
て重要となるアメリカ法の素養を身
につけるべく、アメリカロースクールへの留学を希望しまし
た。ロースクールにおいては、世界各国のロイヤーたちと
知己を得ることができ、これからますますグローバル化し
ていく企業法務の実務に対応する基礎となる経験ができ
たと思います。帰国後も、留学中に得た知識を、実務の中
でさらに鍛えていきたいと考えています。

※Master of Laws（米国のロースクール）のラテン語の略

ＬＬＭ※留学制度利用者の声

法務室　副主事 石原　英介
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■PRTR調査結果 （単位：kg／年）
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取扱量が（ダイオキシン類を除き）年間1,000kg以上を掲載

政令指定番号 物 質 名 称 大気への排出 水域への排出 土壌への排出 移 動 量

■CO2排出量（含買電） ■硫黄酸化物（SOx）排出量 ■窒素酸化物（NOx）排出量

■ばいじん排出量 ■産業廃棄物最終埋立処分量 ■化学的酸素要求料（COD）

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、無機化学製品へ事業を拡大してきました。

現在では医薬原体、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。緑地の整備も進めており、春には桜並木を地

域の方にも楽しんで頂いています。これからも、地域の皆さま

から「安心」して頂ける工場を目指していきます。

工場概要
住　　　　所 山口県宇部市大字沖宇部5253
従 業 員 数 587名（2008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）
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執行役員　宇部工場長
川島親史

●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）
●宇部東港の清掃活動（１回／年）

環境・安全への取り組み

宇部工場データ集

工場周辺公道の清掃

地域貢献活動
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堺工場

■CO2排出量（含買電） ■硫黄酸化物（SOx）排出量 ■窒素酸化物（NOx）排出量

■ばいじん排出量 ■産業廃棄物最終埋立処分量 ■化学的酸素要求料（COD）

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。この工場は都市部近くに

立地しており、阪神工業地帯の厳しい公害規制などのなか

で操業を行なっています。2006年からはCO2排出量削減

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

炉の冷修工事を行ない、一層の省エネルギー対策を実施し

ました。今後とも、省エネルギー・品

質の改善をさらに進めていきます。

また、堺工場では、下記の社会貢献活

動を実施しています。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。

工場概要
住　　　　所 大阪府堺市堺区築港南町6番地
従 業 員 数 88名（2008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
ISO14001認証取得（1999年12月28日）
ISO 9001認証取得（1999年2月20日）

堺工場長　太田康夫

Social & Environmental Report 2008｜30

■PRTR調査結果：取扱量が年間1,000kg以上の該当なし

大和川の清掃

●大阪湾クリーン作戦に参加
●こども海洋環境教室に参加（堺海上保安署企画）
●海兵清掃に参加（堺海上保安署企画）

堺工場データ集

環境・安全への取り組み

地域貢献活動
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松阪工場

■PRTR調査結果 （単位：kg／年）
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取扱量が年間1,000kg以上を掲載

政令指定番号 物 質 名 称 大気への排出 水域への排出 土壌への排出 移 動 量

■CO2排出量（含買電） ■硫黄酸化物（SOx）排出量 ■窒素酸化物（NOx）排出量

■ばいじん排出量 ■産業廃棄物最終埋立処分量 ■化学的酸素要求料（COD）

松阪工場では、フロート板ガラス、型板ガラス、世界唯一で

ある連続両面磨き法のデュープレックス設備による磨板ガ

ラスの製造と、自動車用・産業用の加工ガラスの製造設備を

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と資源を

費やしています。したがって従来から、省エネルギーやリサ

イクル活動を活発に行なっています。特にガラス素材その

ものが「リサイクルの優等生」といわれているように、カ

レット回収・再利用は確実に実を結び、エネルギー削減・廃

棄物削減に寄与しています。近年では梱包資材のＰＰバン

ド・ポリシート・紙類や、製造設備から出る廃油・磨き砂も、

廃棄物から有価物（商品）へ転換しました。

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。

工場概要
住　　　　所 三重県松阪市大口町1521-2
従 業 員 数 576名（2008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）

｜Social & Environmental Report 200831

執行役員　松阪工場長
廣江一治

●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

●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

●ラオスへの衣料提供

地域貢献活動

国際協力

カーブミラー清掃写真

環境・安全への取り組み

松阪工場データ集
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川崎工場

■CO2排出量（含買電） ■窒素酸化物（NOx）排出量 ■ばいじん排出量

■産業廃棄物最終埋立処分量 ■化学的酸素要求料（COD）

川崎工場は神奈川県川崎市の浮島地区に位置し、セントラル

硝子では唯一、首都圏に立地する工場です。多摩川に接してい

る工場敷地の対岸には、東京国際空港（羽田空港）の発着場

がのぞめます。製造製品はかつてのソ－ダ工業製品から、代替

フロンや医薬品原料などファイン化が進んでいます。時代とと

もに製造製品は変わっていきますが、変わることなく安全第

一の精神で操業しています。

工場概要
住　　　　所 神奈川県川崎市川崎区浮島町10番2号
従 業 員 数 121名（2008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）

川崎工場長　原岡裕

■PRTR調査結果
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取扱量が（ダイオキシン類を除き）年間1,000kg以上を掲載

政令指定番号 物 質 名 称 大気への排出 水域への排出 土壌への排出 移 動 量

（単位：kg／年）

2007年度は6月および11月に、工場解体工事の粉じんを隣接会社へ飛散させてしまいました。地域住民の方々をはじめ、関係者の皆さまへ
ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申しあげます。
なお、二塩化エタン漏えい（1982年）に起因する地下水浄化処理は、現在も継続して実施しています。

環境トラブル

※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。

Social & Environmental Report 2008｜32

●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
（2008年10月10日実施）

環境・安全への取り組み

川崎工場データ集

地域貢献活動



動物園のあり方が変わりつつある。動物園が人間の知識を広めるためのものであることは

確かだが、環境動物園はさらに進んで、人間中心ではない動物との新たな関係を構築する

ことを望みたい。たとえば動物の立場から、人間との関係がどのようであったならばよい

かまで踏み込んで考えることができないだろうか。アフリカのサバンナなどでは、動物た

ちが堂々としていて人間はその生態系を乱すことなく観察する。もちろんお互いの安全性

を確保することも必要である。

第42回　セントラル硝子国際建築設計競技

テーマ：環境動物園

【最優秀賞】
反橋　浩典（京都工芸繊維大学大学院）
小野　直紀（京都工芸繊維大学）

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/

古紙のリサイクルに取り組むオフィス町内会と、

森林の再生に取り組む岩手県岩泉町との連携により実現した

「森の町内会〈間伐に寄与した紙〉」を本文用紙に使用しています。

（25ページに関係記事を掲載）
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