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この報告書は、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、「読みやすくわかりやすい報告書」を目指して作成しました。
当社の環境理念である「真に豊かな社会の実現に貢献」しているかについての報告でもあり
ます。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編集いたしました。
例年掲載しております座談会は、入社後５年経過した社員の中から６名が参加し、「セント
ラル硝子の社会的使命」をテーマに話し合いました。職歴を積むことにより、昨年度の新入
社員の座談からの深化が汲み取れるものと思います。製品紹介では掲載数が増えましたの
で、イラストによる紹介は部分的な範囲にとどめました。
また当社のホームページには、各工場・製造所のサイトデータを補足・充実させた内容で報
告していますのでご参照ください。
ステークホルダーの皆さまとの重要なコミュニケーションツールでもあるこの報告書を通
じて、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。

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。

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中に当社の工場や自然・家族などを内
包し、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。（セントラル硝子グループの環境
活動のシンボルマーク）

対象期間 2008年4月～2009年3月（一部、2009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 
 工場、研究所ならびにセントラル化成株式会社）
発行 2009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.03-3259-7883　http://www.cgco.co.jp/
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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 1,847人(連結4,342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
・松阪工場 三重県松阪市大口町1521-２
・松阪工場堺製造所 大阪府堺市堺区築港南町６番地
・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
 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

事業内容 主要製品

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、
熱線反射ガラス、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
撥水ガラス、赤外線カットガラス、紫外線カットガラス、
アンテナ付ガラス、プライバシーガラス、モジュールガラス、
遮音ガラス、防曇ガラス、各種安全ガラス

ファインガラス
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、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、弗素系有機・無機試薬

肥料 塩加燐安、窒素加里化成、被覆肥料、有機化成、肥料原料

ガラス繊維 長繊維、短繊維

事業概要

会社概要（2009年4月1日現在） 売上高・経常利益推移（連結　単位：百万円）

従業員数推移

2008年度事業セグメント別売上高（連結）

事業内容

関係会社

国　内 海　外
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化成品事業
860億円
47％

ガラス事業
966億円
53％

合　計
1,826億円

セントラル硝子北海道（株）
セントラル硝子東北（株）
セントラル硝子東京（株）
セントラル硝子工事（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）
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）
セントラルガラスジャーマニー（ドイツ）
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）
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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。

環境保全と社会貢献活動をセントラル硝子の「強み」とし、
時代を勝ち抜く企業であり続けます。

環 境 理 念

行 動 指 針 1

2

3

4

5

6

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

Top Message
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今こそ、環境配慮とCSRを企業力の源泉に

「百年に一度」が枕ことばになってしまった感のある世界的な
大不況の中、当社の経営環境もかなり厳しい状況にあります。
当社はかつて1955年前後、1978年前後、そして1995年前後
と、3度の大きな経営危機がありましたが、何とか乗り越えてき
ました。それはもちろん、全社一丸となった努力の賜物でもあ
りますが、社会経済の好転に恵まれたという面も否めません。
しかし、今回の経済危機はいまだ将来の見通しが不透明で、
世界中が景気回復のきっかけを手探りで模索している状態で
す。一方、その中でしっかりとビジネスチャンスをつかみ最高
益を出す企業があるなど、社会環境に依存するのではなく、
個々の企業における創意工夫が今まで以上に求められている
ものと認識しています。今ほど、企業力、そして現場力が問わ
れている時代はないのではないでしょうか。
そして私は、この時代を勝ち抜く企業力の源泉となるのが
CSR（企業の社会的責任）であり、環境保全に配慮しながら、そ
れをビジネスに変えていく積極的な姿勢だと考えています。
社会から求められるものをつくり提供することで本業を通じ
た社会貢献を果たし、その成果をステークホルダーの皆さま
に適正に還元する。それがお客さまの満足度を向上させ、安心
で暮らしやすい社会を生み出し、さらには安定した社会が企
業に発展をもたらすものと確信します。「負のスパイラル」の
逆をいく「正のスパイラル」を生み出す起点になることが、今、
企業が果たすべき最も重要な責任であると考えています。

課題とテーマを把握し、CSRに取り組む

「ものづくり」の会社であるセントラル硝子が、社会に求めら
れる製品をつくり「正のスパイラル」の起点になるためには、
研究開発が最優先の課題となります。2009年の上半期に「エ
コポイント」や「エコカー」などが連日ニュースを賑わしたよ
うに、今日において製品の環境配慮は消費者の購買意欲を左
右する大きなポイントになっています。こうした環境技術を
はじめとした研究開発には、人材育成が欠かせないテーマと
なります。これまで以上に社員がそれぞれの仕事に誇りを持
ち、活きいきと仕事に取り組めるよう職場の環境整備と企業
風土づくりに力を入れていきます。当社はこの厳しい状況の
中、2009年4月にも110名を超える新入社員を迎えること
ができました。この種を発芽させ立派に生長させることが、社
業の発展に直結します。何としても大樹に育つよう、技術の伝
承や職場環境の整備などに注力し、活きいきとした明るい職
場の創出を目指しています。
事業の継続的な発展を目指すためには、「海外展開」というも

うひとつの大きなテーマを欠かすことはできません。アジア
を中心とした新興国は、今回の世界的経済危機からもいち早
く回復の兆しを見せており、当社としてもこの地域の事業の
海外展開に大きな期待を寄せています。しかし、新興国の発
展の成果を先進国が搾取するようなことがあってはなりませ
ん。ビジネスとして常にフェアな態度で臨み、相手の立場に
立って接することが大事だと考えています。世界には、さまざ
まな生活習慣や文化があり、それにもとづいた価値観も実に
多様です。海外マーケットでは常に心を大きく持って、その国
の文化、歴史、風土、国民性などに配慮していく必要がありま
す。このダイバーシティ（多様性）の尊重は、当社のこれからの
CSR活動において、非常に重要なキーワードとして位置付け
られると考えています。

セントラル硝子は、これからもお客さまや地域社会、従業員な
ど世界中のあらゆるステークホルダーとのコミュニケーショ
ンを一層密にし、企業と地域社会とがともに持続的な発展が
遂げられる社会の実現に向け取り組んでいく所存です。
また本レポートは、当社のCSRへの取り組みのご報告を通じ
て、より多くの方からご意見やご指摘などをいただき、当社の
あらゆる活動のスパイラルアップに結び付けていこうとする
ものです。皆さまには、ぜひ忌憚のないご意見をお寄せいただ
きますようお願いいたします。
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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。

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、ディスプレイを始めとする各
種電子材料の封止（接着）や絶縁膜、電極保護膜、電極
ペーストに使われる無鉛低融点ガラス（400℃以下
での処理が可能）の開発にも取り組んでいます。

環境保護、省・クリーンエネルギーをコンセプトとし、当社ではPFC（パーフルオ
ロカーボン）代替ガスであるフッ素ガスの供給事業を独自コンセプトにより開
始しました。GWP（地球温暖化係数）＝０のフッ素ガスは、あらゆるエレクトロ
ニクス分野のお客さまより注目を集めています。当社では20％フッ素ガスのシ
リンダー供給を皮切りに、将来的には100％フッ素ガス供給設備を大量消費先
に隣接設置し、安全・安定供給の実現に努めます。

ZEM-SCREEN®はマグネシウム合金の溶解および鋳造時の六フッ化硫黄代替
カバーガスとして開発された温暖化係数（六フッ化硫黄の１／2600以下）が低
く、地球に優しい製品です。マグネシウム合金はパソコン、携帯電話等に使用さ
れており、さらには軽量化のために自動車、航空機等への採用拡大が期待されて
いる材料です。

ZEM-SCREEN®は、第12回
「オゾン層保護・地球温暖化防
止大賞」（日刊工業新聞社主
催）の優秀賞を受賞しました。

無鉛鏡 ［製造：三重硝子工業（株）］

情報・電子産業用ガラス　ディスプレイ用ガラス

ファインガス製品　PFC代替クリーニングガス

マグネシウム溶解カバーガス　ZEM-SCREEN®

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

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、
現代の豊かで快適な生活を支えています。

セントラル硝子の製品紹介

Topics エコガラス
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・断熱性が非常に優れており、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。

特殊金属膜

室
内
側

板ガラス

中空層（乾燥空気）

封着材

乾燥剤

● 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®

構成例：ペアレックスツインガード®

セントラル硝子の
エコガラス製品

Products
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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。

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。

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。

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。

ガラス繊維 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）］

環境配慮型農業資材

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）］

微生物防除剤 ［販売：サングリーン（株）］

自動車用ガラス　IRカットガラス

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

環境中では、もろく崩れやすくなっていきます。

●［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」、
  　　　「ブロッコリー花蕾腐敗病、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

リチウムイオン電池は、電気自動車やハイブ
リッド自動車への利用や自然エネルギーの蓄
電用途への利用が見込まれるなど、CO2排出
削減に貢献する環境にやさしい技術として注
目されています。当社はリチウムイオン電池
の主要材料のひとつである電解液のプラント
を川崎工場に建設し、2009年度より販売を

開始しました。
これまでにない電
池性能を実現でき
ると高い評価を得
ています。

Topics リチウムイオン電池用電解液

セボフルラン
（全身麻酔剤原薬）

リチウムイオン電池がもたらす省エネルギー社会
太陽光発電・風力発電 電動アシスト付自転車

ハイブリッド自動車・電気自動車 パソコン・携帯電話など

セントラル硝子
の電解液

リチウムイオン
電池
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社会・環境報告書　特別座談会2009

̶̶ セントラル硝子では、自社の活動を社
会へ情報発信するものとして、2000年から
「環境報告書」、2006年から「社会・環境報
告書」を発行しています。皆さんはこの報告
書を誰に読んでほしいと思っていますか？
福本●他の部署の動向について興味を持つ
ことにもなりますし、CSRや環境に対して
の意識を高めるという意味では、私は先ず
社員にこそ読んでほしいと思います。
浅田●私も同じです。私自身、この座談会に
出席するまでは軽く目を通す程度でした。
環境や社会貢献活動は、セントラル硝子と
して強く推進していくべき活動だと思いま
すので、従業員の理解が低いのであれば、そ
れはおかしなことだと思います。
鶴田●しかし、社員に読ませるだけならこ
こまで立派なものである必要はないので
は。社会全般の人に読んでほしいから、ちゃ
んとした冊子を作っていると思うので、当
社とはまったく関係のない人が読んでも分
かるような報告書を作るべきではないで
しょうか。
濱地●私も同じ意見です。ただし、対象とす
る読者はある程度想定する必要があると思
います。全く関係ない人でも理解できるよ
うな内容にすると、報告として不十分にな
ることもあるので、その辺は難しいところ
ですね。
斎藤●私は工場周辺に住む方々に読んでい
ただきたいですね。たとえ安全な成分のみ
であっても、工場の煙突から白煙が上がって
いるのを見れば、不安を感じる方もおられる
と思います。環境に配慮しかつ安全に操業す
るために、我々が真剣に取り組んでいること
をぜひ知っていただきたいと思います。
古賀●そうですね。地域住民の方の理解は、
企業が存続するために欠かせないことだと
思います。

̶̶ 続いて社会に伝えていくべき内容につ
いて議論を進めたいと思います。企業が存
続するために欠かせないものとして「地域住
民の方の理解」という意見が出ましたが、社
会の理解や信頼を得るために重要なことと
はなんでしょうか？
古賀●やはり法令遵守を第一に持ってこな
いと企業として存続するのは難しいと思い
ます。存続する価値がないと社会から思わ
れないためには、法令遵守と情報公開がもっ
とも大事ではないでしょうか。
濱地●さらに、虚偽の情報発信をしたり、法
令を無視するような企業の製品をお客さま
が買ってくださるかという問題もあると思い
ます。そう考えてもコンプライアンスという
のは非常に重要です。
浅田●私も同じ感覚で「倫理観」だと考えま
した。2008年、食品偽装など社会倫理に欠
ける行為をした企業が、一気に社会の信頼
を失って倒産したという事件が多く発生しま
した。やはり企業として倫理観を持って取り
組んでいかなくてはいけないと思います。
̶̶ そうした不祥事はどうして起こると思
いますか？
浅田●「ばれなければいい」と思うのが最初
なんでしょう。そういう発想があるのではな
いかと思います。
鶴田●不祥事の対応に失敗した企業を見る
と、だらだらと言い訳して正しい情報を出さ
ず、追い込まれたあげくに、ようやくトップが

現場の最先端で活躍する社員が考える
「セントラル硝子の社会的使命」とは

環境活動や社会貢献活動を企業の風土として根付かせるためには、会社の隅々までその意識を浸透させることが重要と
なってきます。今回の「特別座談会」では、現場の最先端で活躍する入社6年目の社員に集まっていただき、CSR意識の浸透
度を確認するとともに、日常の仕事を通じて感じる「企業の社会的使命」について意見交換を行ないました。

社会・環境報告書は、
誰に読んでほしいか

社会の信頼を得るために
重要なこと

宇部工場　工務部 濱地 由貴

松阪工場　硝子加工部 浅田 隆宏

硝子研究所 斎藤 真規
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謝るというパターンが多いと思うんです。そ
れがダメなパターンであるのは一目瞭然な
ので、可能な限り素早く情報発信して、トップ
にも迅速に決断してもらうことが大事です。
「隠したい」とか「何とかごまかせるだろう」
と思いたくなるのかもしれませんが、大体そ
ういうのは失敗するんですよね。
̶̶ それはセントラル硝子だけではなく、
どんな企業でもいえそうですが、もう少し発
展させて、セントラル硝子だからできる社会
から信頼を得るための取り組みとは、どんな
ことだと考えますか？
鶴田●たとえば、昨年の社会・環境報告書に
も載っている「セントラル硝子国際建築設計
競技」などは、建設材料を提供する当社なら
ではの取り組みです。もっともっとアピール
して、取り組み自体を盛り上げると、さらな
る社会貢献につながる気がします。
福本●「セントラル硝子ならでは」を考えて
いても、同業他社が似た活動をしていること
も考えられますので、他社の動向にもっと興
味を持つべきだと思います。それを知った上
で「自分たちは何ができるか」を考えていく
ことも必要だと思います。

̶̶ セントラル硝子ならではの取り組み
は、今後のCSR活動の大きな課題でもあり
ます。では、実際に皆さんが今所属している
部署では、それぞれどんな環境活動や社会
貢献活動をしていますか？
濱地●私の職場では、省エネに貢献する機
械・設備の設置を進めています。また工場や
プラントを建設する際には、非常に多くの法
律が関係してきますので法令遵守を常に意
識し、違反の無いように留意しています。

鶴田●研究開発に携わる者として、できる限
り自然にやさしいプロセスを経て製品を提
供することが社会的使命と考えています。具
体的には、リサイクル可能な資材の活用な
どですね。また廃棄物を出さないですむ工
程の開発にも取り組んでいます。
斎藤●私は企業の役割として、良い商品を
安い価格で提供する、雇用を創出する、そし
て収益を出し納税することなどがあると思
います。それには、競争力のある独自の商品
を持つことが重要です。良い商品があれば、
製造ラインで雇用も生まれますし、利益も出
ます。研究開発部門にいる私としては、少し
でも競争力のある良い製品を世に送り出せ
るよう取り組んでいます。
浅田●そういう意味では、私たち生産技術部
門の使命は、高品質な製品の作り込みです。
試作から量産に移行するまでに安全な製品
を安定供給できる条件・技術を確立し、お客
さまに提供することが、当部門としての社会
貢献活動だと考えています。
古賀●当社の製品は、社会において必要と
されている製品ですから、営業としてはそ
れをお客さまに安定供給することが第一で
す。そして製品をお客さまのもとへ無事に
届けるまでが責任範囲だと考え、納入まで
私たちがしっかりフォローしています。
福本●私の部署では、社員への意識浸透を
図るためコンプライアンス教育を研修で行
なっています。社員の能力を引き出すこと
が、ひいては社会貢献になると考え、人材育
成に取り組んでいます。

さまざまな部署の社員のご意見を聞くことができ、大変有意
義な時間でした。参加者にとっては初めてのテーマだったと
思いますが、今日語り合ったことは決して無駄ではなく、いい
経験になると思います。当社は、工場近隣の方々と環境対話
集会など多様なコミュニケーションを重ねていますが、近年
ではこの社会・環境報告書がないと対応できない時代になっ
ています。これからも、環境と社会に貢献する企業風土を築
くため、あらゆる世代の社員と議論を深め、この冊子にてご
報告していきたいと考えています。

座談会を終えて

取締役常務執行役員
環境安全推進委員会委員長

川島 親史

企業の社会的使命

化学研究所（東京） 鶴田 英之

本社
キャリア・クリエーション・センター 福本 幸代

化成品営業部
名古屋販売課 古賀 寛
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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

コーポレート・ガバナンス体制の整備強化や企業不祥事を絶対
起こさないためには、全社員のコンプライアンス※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・企業倫理の手引きとするとともに、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律関係書籍出
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、消費者、顧客、取引先、関係団体、社員などのステーク
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、こ
れを印刷した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して問題点や疑問に思われる事象
の通知・相談窓口として、「内部通報相談窓口」を設置しており、
気軽に相談ができ、また大事に至る前に問題の解決が図れるよ
う留意しています。
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意味するが、企業活動を進める上で、法令だけではなく
広く社会規範を含めて遵守すること

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
●環境安全推進委員会　　　　●独占禁止法遵守推進委員会
●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　　●財務報告リスク評価委員会　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

代表取締役
取　締　役
社外取締役

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

常勤監査役
社外監査役

□ コーポレート・ガバナンスにかかわる組織図
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項目 主要課題 中期目標 2008年度実績 評価 2009年度計画 掲載ページ

環
境
・
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環境マネジメント
システムの構築・維持

●本体事業所での認証更新維持・新規取
得の推進

宇部・松阪・堺・川崎の４基幹工場、ＩＳＯ１４００１
認証の維持・継続。
（堺工場：現松阪工場堺製造所）

本体事業所での認証更新維持。川崎工場など
業容変化に伴う拡大変更審査への対応。 P.11

●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

ＣＧＦがＩＳＯ１４００１認証取得に向け活動
（2009年5月取得済み）。　　　　　　　
組織統廃合もあり、関係会社３０社について環
境安全自主監査チェックリストによる自己監査
を実施。　　

関係会社での認証更新維持、新規認証取得の
推進。

P.11

コンプライアンス

●関係会社を含むグループ全社について、
関係法令のリスト整備の確実化　

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、各事業所の資料整備状況、法令遵
守状況が向上。　　　　　　　　　　　　　
廃掃法関係で産廃業者との契約期限確認不
備あり対応。　　

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（DB化）による法令改正等への確
実対応。     
環境安全リスクマネジメントの推進。　   　     
廃掃法関係内部管理強化など。

P.11

モチベーションアップ
環境貢献表彰制度および全社労働安全表彰
制度が発足。　

制度の啓蒙、継続、見直し。 P.20
P.24

安
全
へ
の
取
り
組
み

化学品・製品安全

●PRTR調査の徹底
●化学物質リスク管理体制構築
●MSDSの整備・拡充

安衛法の遵守（各種届出）と関係者への情報
提供を実施 。
MSDSのGHS対応整備完了。

化審法、化管法改正に伴う対象物質増加への
対応準備。 P.15

P.19

（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。

情報のデータベース化で、製品の環境負荷低
減、お客さまへの確実・迅速な情報サービス
体制を構築。
REACH登録のフォロー。

P.19

保安防災

●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

基幹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。
宇部工場発煙硫酸タンク天板破損事故発生。

点検・整備の徹底と安全技術・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。
他社事故事例からの学習など。

P.20

物流安全

●イエローカードの整備 既存カード見直し、新規カード作成を継続。 新製品に対応したカードの整備、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。

P.20

●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。

安全確認・教育・訓練などの取り組み継続。
リスクアセスメントの推進。

P.20

労働安全衛生

●休業災害ゼロ
（各種適時対策の試行）　

過去事例の解析にもとづく防止策として、夏
季災害防止キャンペーンなどを全社展開。前
年度からの増加傾向に歯止めがかかり、最終
的に2008年度は件数減少。
セントラル硝子グループ災害白書を初発行。

年次災害白書の要因解析などにもとづく災
害防止対策の実施。
災害管理システムの見直し・整備の継続実
施。

P.20

●労働安全衛生リスク管理への取り組み
強化

宇部工場にて労働安全、保安防災リスク管理
システム構築の取り組み継続。
松阪・堺工場でも追従して取り組み。

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。

P.20

環
境
へ
の
取
り
組
み

地球温暖化防止
（省エネ／省資源）

●全社のCO2排出量を1990年度比
　10％削減（～2010）

全社のCO2排出量は860千トンとなり、
1990年度比で14％削減。
堺工場が排出量取引試行制度に参加。

2010年度目標見直しを含め、削減取り組み
継続。
関係会社を含む全事業所の使用エネルギー
の管理。
改正省エネ法・温対法への継続対応。

P.14

化学物質の管理強化

●環境負荷物質代替・無害化の促進 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。過去取り扱
い事業所にて2008年度１名が労災認定（累
計２名）。
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。

P.19
P.20

廃棄物削減
●全社廃棄物最終埋立処分量の1991年
度比80％以上の削減（～2010）　

全社の廃棄物最終埋立処分量は1991年度
比で64％削減。
化成品部門にて廃棄物削減法を種々検討。

2010年度目標達成に向け、全社廃棄物削減
施策の見直し。
新たな廃棄物削減技術の検討。

P.16
P.17

循環型社会構築

●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≦0.01
●廃板ガラス製品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
 
松阪工場は産業廃棄物中間処理業者として、
自動車廃ガラスの受け入れ継続、建築用廃ガ
ラスの受け入れ準備。　　

ガラス部門のゼロエミッション継続維持。

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

P.16
P.17

社
会
と
の
か
か
わ
り

社会・地域貢献活動

●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６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２００9年度版発行。
宇部・小野田地区ＲＣ対話集会参加。 P.21

●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４３回硝子国際建築設計競技を主催。
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。
森の町内会（P.13参照）にスポンサー参加。

従来活動を継続し、社会貢献活動の一層の内
容充実。

P.21
P.22

目標および達成状況

□ 2008年度実績と2009年度計画 達成状況：　　　…計画を達成　　　…追加対策が必要　
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環境・安全マネジメント
ENVIRONMENT & SAFETY MANAGEMENT

セントラル硝子では、製品の研究開発から製造・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皆さまの社会的要請に応じたマネジメントを推進しています。

環境・安全マネジメントシステム推進体制

環境安全監査

当社では、下記の所掌範囲にて各担当部署が核となり、関係部署
と連携して本社、支店、工場、研究所、関係会社での諸活動をフォ
ローしています。
環境安全面…………… 環境安全部
製品安全面…………… 品質保証部
労働安全衛生面……… 人事部、環境安全部
社会的要請…………… 総務部
レスポンシブル・ケア活動については、右図に示すように環境安
全推進委員会を核に環境安全部が事務局となり、各部署の環境
面・安全面に関する各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。

セントラル硝子では、国内グループ企業を対象に環境安全監査
を毎年実施しています。2008年度は18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。環境面での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2006年度より取り入れた自主監査方式は、使用する
チェックリストを毎年見直して改善に努めており、全事業所を
対象に、コンプライアンスや環境面で不備のないよう書面監査
を継続実施しています。これにより各事業所の環境への取り組
みは、着実にレベルアップしてきています。

環境安全現地監査（セントレックス関西株式会社）
●：認証取得　　　　※1  みちのくEMS　※2  2009年5月取得

主要工場・関係会社
環境マネジメントシステム 品質マネジメントシステム

ISO14001 その他EMS ISO9001

宇部工場 ● ●

松阪工場（含堺製造所） ● ●

川崎工場 ● ●

セントラル硝子東北（株） ●※1

セントラル硝子工事（株） ●

セントラル硝子東京（株）浦安工場 ●

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） ●※2 ●

三重硝子工業（株）松阪工場・大石工場 ● ●

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 ●

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 ● ●

裕盛工業股份有限公司 ● ●

台湾信徳玻璃股份有限公司 ●

□ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）などの認証取得状況

□ 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
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環境・安全マネジメント

環境面での教育・訓練

環境会計

『全従業員が会社の宝であり人材である』という認識のもと、セ
ントラル硝子の各事業所では時宜にかなった教育を行なってい
ます。企業を構成する従業員一人ひとりが、環境について理解を
深め環境に配慮した行動を取るためには、教育・訓練は重要な手
法のひとつであり欠くことはできません。また目的に応じた人

セントラル硝子では、環境保全活動の定量的な指標として環境
会計を活用し、環境コストの把握・集計を毎年行なっています。
2008年度は、設備投資が1,069百万円、費用が5,149百万円
となりました。前年比では、設備投資関係で－383百万円、排水・

材の育成やスキルの向上という面からも大切です。
教育・訓練により、環境面での知識の習得や意識の高揚が図ら
れ、各従業員のレベルアップにつながっています。2008年度に
本社、研究所、工場で実施した環境教育・訓練の一部を次表に示
します。

排ガス処理関連および産業廃棄物処理・設備償却を含む費用関
係では＋382百万円となっています。
今後も、より効果的な環境投資を行ない、継続的な改善を図って
いきます。

（単位：百万円）

事業所 教育の概要 受講対象 実施年月 受講者数

本社 新入社員教育（環境安全関係） 新入社員 2008年4月 35名

化学研究所（東京） 化学物質漏洩対策机上訓練（漏洩時の対応） 所員 2008年6月 50名

化学研究所（宇部） 環境負荷物質、研究所排水系などの説明 生産グループ 2008年6月 20名

硝子研究所 複層ガラスの知識および業務スキル評価表に関して 該当所員 2008年12月～2009年1月 13名

宇部工場 環境一般教育および環境負荷物質管理について 従業員および関係者 2008年5月～11月 約1,000名

松阪工場　 ISO14001内部監査員資格取得養成講習 資格未取得者 2008年7月～10月 ９名

堺工場 総合防災訓練（地震による危険物タンクからの漏洩） 従業員その他 2008年6月 80名

川崎工場 総合地震防災訓練（火災および漏洩） 全従業員・全協力事業所 2008年10月 88名

事業エリア内効果 環境負荷物質 2007年度排出量（トン） 2008年度排出量（トン） 対前年比増減（％）

温室効果ガス CO2 896,392 865,040 －3.5 

環境汚染物質

SOx 2,533 2,231 －11.9 
NOx 3,730 3,828 2.6 
ばいじん 84 88 4.8 
COD 42 43 2.4 

分　　　　　類 2007年度投資額 2007年度費用額 2008年度投資額 2008年度費用額

（1）事業エリア内コスト 1,427 3,936 1,057 4,546 

内　訳

①公害防止コスト 1,006 1,964 715 2,714 

②地球環境保全コスト 117 86 280 135 

③資源循環コスト 304 1,886 62 1,697 

（2）生産等の上・下流で生じる環境負荷の抑制コスト 0 2 0 3 

（3）管理活動における環境保全コスト 5 287 4 331 

（4）研究開発活動における環境保全コスト 20 352 8 264 

（5）社会活動における環境保全コスト 0 5 0 4 

（6）環境損傷対応コスト 0 185 0 1 

合　　　計 1,452 4,767 1,069 5,149

□ 2008年度環境教育等実施例の一部を抜粋

□ 環境保全コスト（2008年度実績）

□ 環境保全効果（環境負荷指標）
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グリーン購入

セントラル硝子の物質フロー

セントラル硝子グループでは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つつあります。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、グリーン購入率は大きくばらついています。工場・製造所の
みではなく関連会社でも同様の状況であり、グリーン購入率の
アップに向けてグループ全体で取り組みを進めています。

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
握することにより環境面の課題を認識し、その後の取り組みに
役立てています。ガラス部門では環境負荷の低減や地球温暖化

「環境にやさしく」を合言葉に、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たい
と考えています。
なお当社は、環境NPO「オフィス町内会」の下部組織であり間
伐に寄与した紙を提供している「森の町内会」の間伐サポー
ター企業です。2008年度に当社が寄与した森林の間伐面積は
900㎡に相当しています。

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削
減を重点テーマとして、省エネルギー活動や再生循環型システ
ムを構築すべく努力を続けています。

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 385 千トン

水 5,904 千m3

ガラス
部　門

水
排水 5,659 千m3

COD 7.39 トン
ガラス
部　門

排水 4,576 千m3

COD 35.74 トン
化成品
部　門

大気
CO2 497 千トン

ばいじん 56.60 トン
ガラス
部　門

SOx 2,141 トン

NOx 3,337 トン

CO2  365 千トン

ばいじん 30.97 トン
化成品
部　門

SOx 89 トン

NOx 491 トン

廃棄・リサイクル
廃棄物総発生量 61.9 千トン

物流

　再資源化量 61.4 千トン
ガラス
部　門

CO2 10.7 千トン

CO2 11.6 千トン

ガラス部門
化成品部門

　最終処分量 0.5 千トン

廃棄物総発生量 55.6 千トン

　再資源化量 4.1 千トン
化成品
部　門

　最終処分量 51.5 千トン

原料 1,140 千トン

水 7,590 千m3

化成品
部　門

エネルギー使用量
総使用量（原油換算） 170,949 kℓ

電力  105,741 千kWh

灯油  775 kℓ

A重油 193 kℓ

C重油 119,847 kℓ

都市ガス  13,345 千m3

ガラス
部　門

総使用量（原油換算） 133,433 kℓ

電力 137,532 千kWh

石油ガス 266 千m3

A重油 774 kℓ

C重油 74,432 kℓ

石炭（無煙炭） 12,353 トン

化成品
部　門
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環境への取り組み

環境への取り組み
ENVIRONMENT

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。

地球温暖化防止のために

環境負荷物質の削減

CO2排出量については、2008年度より京都議定書のポスト第
一約束期間に向けて、次期枠組みに関する議論が大きな焦点と
なっています。当社では1990年基準で2010年に10％削減を
目標としています。
2008年度は前年比約5％削減しました。1990年比では既に
10％削減目標を達成しています。特に、2008年10月から政府
の排出量取引試行制度に参加し、地球温暖化防止のために積極
的に取り組んでいます。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ます。

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
に立地する個々の地域において、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。

セントラル硝子が排出した2008年度の主な環境負荷物質のう
ち、SOxの大気への総量は、前年度と比較してやや減少、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。
いずれも生産変動や、設備運転管理の範囲内であり大きな変動
要因はありませんが、各事業所において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。

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。

大気汚染物質の削減 

2,119 2,054 1,923
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2008年度、全窒素の排出量は前年度と比較して減少、そして
COD、全リンについては、最近５年間でほぼ横ばいとなりました。
いずれも生産変動や、設備運転管理の範囲内であり大きな変動
要因はありませんが、各事業所において排出量の削減に一層努
めていきたいと考えています。

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。2008年度は各物質とも前年並みの数値でした。引き続
き、化学物質の適正な管理に努めていきます。

※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）

水質汚染防止対策状況

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 キシレン 132 0 0 0 
77 クロロエチレン（別名：塩化ビニル） 0 53 0 0 
112 四塩化炭素 781 0 0 27,996 
132 1,1- ジクロロ -1- フルオロエタン（別名：HCFC-141b） 6,125 0 0 0 
145 ジクロロメタン（別名：塩化メチレン） 2,088 0 0 0 
179 ダイオキシン類　　　　　　　　　　　（単位：mg-TEQ／年） 0.17 0.62 0 0 
200 テトラクロロエチレン 0 0 0 9,119 
210 1,1,2- トリクロロエタン 1 6 0 8,420 
227 トルエン 715 0 0 15,278 
266 フェノール 81 143 0 11 
283 ふっ化水素及びその水溶性塩 712 0 0 8,356 
310 ホルムアルデヒド 0 0 0 0 
311 マンガン及びその化合物 0 0 0 29 

□ PRTR調査結果　主要化学物質 （単位：kg／年）

取扱量が年間5,000kg以上の化学物質を掲載（ダイオキシン類を除く）
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環境への取り組み

廃棄物削減への取り組み

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、廃棄物処理法など関係法令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、全社では「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（当社の定義：2002
年度の総廃棄物排出量の１％以下）を2010年までの目標とし
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。

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、残る堺製造
所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
系外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管理が要求され
ます。
さらに一度市場に出回った後に発生する使用済みガラスについ
ても、回収・再利用に努力しています。自動車用の廃ガラス受け
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。
建築用の廃合わせガラスについては、板硝子協会主導のもと全

国展開を試行中であり、当社も松阪工場で受け入れ、中間処理後
に原料として再使用できる体制が整いました。
さらに、廃複層ガラスの受け入れについても、リサイクルの検討
を行なっています。

廃棄物削減への取り組み〔ガラス部門〕
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板ガラス関係会社での廃棄物の削減

お客さまの要望に応じた板ガラス製品を効率よく迅速に供給す
るために、セントラル硝子では国内に加工・切断等で14の関係
会社、40近くの取扱い拠点を有しています。事業活動には必ず
といっていいくらい廃棄物が発生します。どの事業所でも板ガ
ラスを所要の寸法に切断する際は、極力切断屑（端板）の発生が
最小になるように考慮して板取りをしています。
廃棄物削減のためには3Ｒ（リユース、リデュース、リサイクル）
が肝要ですが、板ガラスの場合はとりわけリサイクルが大切で
す。というのは、板ガラスは微小な傷がついても強度が低下する
ため、一度使用したガラスを新築物件等に再使用（リユース）す
ることは、安全・防災上からもお勧めできないからです。
各拠点で発生する板ガラスの端板や仕損じ品等は、異物が混入
しないよう厳重な管理のもとで板ガラスの種別に保管し、製造
工場への帰り便を利用して返送し、原料の一部（カレット）とし
て再利用しています。ただし拠点によっては地理的条件で輸送
コストが高価になる場合や、板ガラスに他の部材が付着してい
る等で原料カレットとしての使用品質基準をクリアできない場
合は、産業廃棄物として処理しています。
また板ガラス以外にも様々な産業廃棄物が発生しますが、3Ｒ
に努めるなどで各事業所とも廃棄物削減の努力をしています。
たとえば板ガラスを何枚も重ねてパレットで運搬する場合、直

接接触による傷の発生を防ぐため、ガラスとガラスの間に緩衝
材をはさみます。現在では粉体が主流になっていますが、ケース
によっては合紙を使用することもあります。使用済み合紙はリ
ユースするか、あるいは近くの会社に引き取っていただき、その
会社にて製品梱包時の緩衝材として再使用してもらう等の方法
で、廃棄物の削減に努めています。
こうした種々の取り組みにより、各社・各拠点ともゼロエミッ
ションを目指して、廃棄物削減の努力を続けています。

品種毎に分別管理している廃ガラス容器
（セントラル硝子東京㈱浦安工場のカレットボックス置き場）

既存の化成品事業部門については、2002年度に目標である廃
棄物80％削減が達成できたものの、ファインケミカル事業部門
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
増加しており、2008年度は景気後退による生産減で廃棄物も
一時的に減少しましたが、目標からはまだ大きく離れています。
これに対して2006年度から、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
プレス等の新設・増設・増能などに努めています。
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、セメント原料化など早期の実現に向
けて日々技術開発を進めています。
今後もさらなる廃棄物削減に向けて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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環境への取り組み

セントラル硝子グループでの取り組み

セントラル硝子東北㈱仙台工場は、基幹工場に隣接している関
係会社を除くと、関係事業所としては最初にEMS※のひとつで
ある『みちのくＥＭＳ』の認証を取得（2005年4月）し、維持更新
しており、全社員一丸となって継続的環境改善活動に取り組ん
でいます。
活動当初は不要照明の消灯、コピー用紙の削減など基本的な分
野の活動でしたが、現在ではそれに加え、生産活動に伴って発生
する廃棄物の削減（原材料の効率的使用・回収、不良品発生の削
減やリサイクル、梱包資材発生の抑制および分別回収等）に取り
組んでいます。

NWI（Northwestern Industries, Inc.）は、省エネルギー効果
の高い複層ガラス(高性能Low-E複層ガラスを含む)の生産･販
売により市場に供給して地球環境保護に貢献しています。廃棄
物関係では、ガラス・木材（梱包用ボックス作成時に発生する端
材を、リサイクル処理業者に委託）の再資源化を行なっており、

当社は本社と仙台工場で構成されています。本社のある仙台市は400余年前に伊
達政宗により開府されたところで、現在の人口百万人あまり、東北地方唯一の政令
指定都市です。杜の都とも呼ばれ、市街地のケヤキ並木がきれいな文京都市です。
また仙台工場は、日本三景のひとつ松島から車で20分ほどの、仙台市に隣接した
利府町しらかし台工業団地内にあります。
2008年4月の機構改革により製販一体の会社となり、東北全域で営業活動を行
なっています。主な営業品目として、本社は各種の板ガラス・鏡・建装品の販売、設
計、施工を、また仙台工場ではガラスの切断・加工および省エネルギー効果の高い
エコガラスを始め各種複層ガラスの生産を行ない、CO2の削減に貢献しています。

NWIはシアトル工場とユマ工場(アリゾナ州)があり、建築用ガラス（強化、合わせ、
複層、等）を製造・販売しています。シアトル工場はダウンタウンから北西方向約６
キロの郊外に立地しています。マリナーズ、スターバックス、マイクロソフトなど
で日本での知名度があがったシアトル市は、ピュージェット湾、ワシントン湖、カ
スケード山脈といった海や湖、山々の豊かな自然に囲まれたところで、その美しさ
から "エメラルド・シティ " という愛称で呼ばれています。サハリン中央部と同じ
緯度でありながら、近海を流れる暖流のおかげで穏やかな気候に恵まれています。
雨の季節である冬は灰色の雲が空を覆う日がほとんどですが、夏はその雨のおか
げでもえるような緑に包まれ、美しい風景が広がります。

その結果、一例として当初は全て廃棄処分していた不良品複層
ガラスはリサイクル率47％にまで向上しました。また廃棄物処
分費用も、約1/4に大幅削減することができました。
今後も環境改善活動は事業活動の一環として、環境負荷の低減・
環境保全実現のために積極的に取り組みます。
なお、仙台市環境局発行のパンフレット『EMS構築のすすめ』
に、当社の構築者体験談が掲載されています。

※ＥＭＳ（Environmental Management Systemの略）環境マネジメント
システム

日々の生産における歩留や品質の改善を進めることにより、よ
り一層の排出量削減を行なうことで、環境負荷の低減を推進し
ています。職場の環境・安全では、5S活動・安全委員会の活動に
より従業員一人ひとりの意識の高揚と、設備の改善を柱として
展開しています。

セントラル硝子東北株式会社の環境活動

ノースウエスタンインダストリーズ社の環境活動

セントラル硝子東北株式会社

Northwestern Industries, Inc.
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安全への取り組み
SAFETY

セントラル硝子は、化学物質安全・保安防災・物流安全・労働安全衛生を、企業活動での最重要課題と認識し取り組みを進め

ています。

化学物質安全

アスベストへの対応

2002年ヨハネスブルグ・世界環境サミットにおける合意事項・
「2020年までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境
への悪影響の最小化を目指すこと」の目標達成へ向けて、世界各
国の化学物質規制はより高度化されつつあります。日本におい
ても改正化審法※1（2009年5月公布）により、今後は欧州ＲＥＡ
ＣＨ規則※2などと同様に、既存／新規を問わずすべての化学物
質に対する包括的な管理が必須になります。

当社およびグループ会社では、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、一部の生産設備で現在でも非
飛散性のアスベスト含有部材を使用していますので、これらは
設備更新時等に速やかに代替を進めていきます。
当社の業務に携わりアスベスト関連作業に従事したことを原因
として、中皮腫または肺がん等を発症し、労働基準監督署により
労災認定された方に対し、補償金を支払う規程を新たに制定し
ました。また、旧セントラル化学株式会社（現当社川崎工場）隔

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P.15、MSDSなどに関しては以下に記載）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  化審法…化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
※2  REACH規則
（Registration, Evaluation, Authorisation 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）

膜電解作業従事者 、および板ガラス製造に従事した当社従業員
と元従業員の方で、希望される方に対し年１回の健康診断を行
なっています。
アスベスト健康被害については、2008年9月に当社堺工場（現
松阪工場堺製造所）で板ガラス製造に従事されていた方１名が
中皮腫を発症し、新たに労災認定がなされました。
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。

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、法的に提供が必要とされる物質以外のも
のや、研究開発段階の物質や廃棄物も含め、700余種のMSDS
を発行し、情報提供に努めています。また、社内データベースに
MSDSを掲載し、安全性情報の全社的な共有化を進めています。

※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

原料や資材を調達する際に、より環境への負荷が少ないものを
優先的に選択する「グリーン調達」を積極的に推進するために、
セントラル硝子では以下のような取り組みを全社的に進めてい
ます。

●研究開発～試作段階において、環境に配慮した原材料を選定
●「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
原料管理
─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

●適切な工程管理による、環境負荷物質の混入防止
●製品管理（包装材料の管理、製品中対象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

なお、欧州REACH規則の施行などにより、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。上述の
取り組みを通して確実な化学物質管理を進め、情報開示要請に
対応していきます。

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ており、各地区の
JESCO施設にて法に定められた処理が進められています。

MSDS グリーン調達への取り組み

PCB廃棄物への対応
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安全への取り組み

保安防災

労働安全衛生

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。一例をあげると、地震・火災・爆発
等の異常事態を想定した緊急時対応訓練として、消火・通報・呼
出しなどの防災訓練を実施しています。
また、職場ごとに防災訓練の年間計画を作成し、職場に応じた内
容での訓練を実施するとともに、事業所全体での総合防災訓練
および公設消防隊との合同防災訓練などを実施し、各従業員の
レベルアップを図っています。

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強力に推進しています。
2008年度は労働災害防止のための対策として、過去に災害が
多発している夏場に『夏季労働災害発生防止キャンペーン』を全
事業場で展開しました。また、新たに過去の社内での類似災害を
わかりやすくまとめた「災害事例集」の配布と現場教育の徹底を
行ないました。その結果、労働災害（労働災害総発生件数および
休業度数率）は当社および協力会社ともに前年度に比較して、か
なり低減しました。
2008年度には新たに『安全表彰制度』がつくられ、200万時
間休業災害ゼロを達成したセントラル硝子東京（株）他9ヵ所の
事業所・関係会社が、10月10日の創立記念式典で表彰されま
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」等
の安全手法の展開、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の人たちまで広範囲に展開
し、さらなる安全向上を進めていきます。

物流安全

化学物質輸送時の事故防止と、事故発生時の被害拡大防止のた
め、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、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を輸送する際には、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、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。

□ 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）
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ガス漏洩を想定した公設消防隊との合同救出訓練（川崎工場）
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社会とのかかわり
SOCIETY

社会貢献活動

日本レスポンシブル・ケア協議会では、地域の皆様に化学企業の
環境保全などの取り組みを理解して頂くため、「ＲＣ地域対話集
会」を各地で開催しています。宇部・小野田地区でも毎年開催さ
れており、当社も継続参画しています。
2009年2月には山口県山陽小野田市の日産化学工業㈱小野田
工場で開催され、地域のNGOや一般市民の方々など、70名の参
加がありました。同社での工場見学では、きれい、静か、悪臭がな
い、緑地がよく整備されていることに、参加者の誰もが大変感心
されていました。
続いて各企業から工場概要や環境への取り組みを説明した後、
①臭気　②大気・水質汚染　③不安・心配（保安防災・地震）の3つ
のグループに別れて意見交換会を行ないましたが、とても活発

な討論となり有意義な対話集会になりました。
今後も、地域の皆様に安全・安心を提供すべく、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。

当社労働組合宇部支部では、周辺地域との連携により各種のボ
ランティア活動に積極的に参加していますが、その活動の一部
を紹介します。山口県の観光名所のひとつである秋吉台で行な
われる山焼きに際し、延焼止めの防火帯を造るための「草刈りボ
ランティア」（連合山口主催）に毎年参加しています。
この活動の内容は、伝統行事である秋吉台の山焼きの前に、樹木
等への延焼防止のため、幅10ｍ長さ3kｍにわたっての草刈り作
業です。秋吉台のある美祢市は過疎と高齢化が進んでいるため、
その人手不足の要請に応えて始まったもので、昨秋で5回目とな
りました。毎年、山口県内の働く仲間を中心とした約400名のボ

ランティアが参加し、背丈まで伸びた草を相手に鎌や草刈機を
手にし額に汗して格闘し、秋吉台の美しい自然環境を保護する
ために協力しています。

宇部・小野田地区ＲＣ対話集会への参画

秋吉台の山焼き「防火帯」の設置活動

山焼き前の草刈り作業風景

グループでの意見交換会

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ィアコンペを継続して主催しています。第１０回からは海外にも門戸を広げ、「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おり、今日にいたっています。審査員には日本建築界の権威である諸先生方にお願
いしており、建築設計を志す学生、すでに社会で活躍されている設計事務所・建設会社の設計部勤務の方々などから多数の作品を
応募いただいています。２００８年第４３回のテーマ「世界遺産と共生する建築」では、国内479点、海外254点、合計733点の作品
が寄せられました。
2009年設計競技のテーマは、「まちの寄合所」です。今回は「東京国際フォーラム」（東京
都千代田区丸の内）で公開審査を開催し、結果を当社ホームページ上に公表します。
経済性・合理性の追求と、自然環境や歴史的・伝統的な文化の維持とが同時に求められる現
代にあって、当社が建築文化を担う一企業として、このコンペにより望ましい社会や環境を
考える場を提供する意義は計り知れないと考えています。建築界に定着したこのアイディ
アコンペを長期間継続開催してきたことは、当社の誇りでもあります。

一次審査風景
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社会とのかかわり

「災害防止は3S（整理、整頓、清掃）から」といわれるように、3S
の行き届いた事業所では災害発生が少ないのは事実です。事業
所内での3S実施は当然ですが、セントラル硝子グループでは地
域社会へ貢献する一方法として、労働組合とのタイアップや地
元の環境団体が催す清掃活動に継続して参加する等で、社外で
の清掃活動にも取り組んでいます。
基幹3工場（堺製造所を含む）では敷地外周辺公道や鉄道引込み
線周辺エリアの清掃などを定期的に実施しています。これによ
り、当社に出入りされる方をはじめ協力事業所の方や通行され
る方が、ゴミの散乱などで不快な思いをされることなく気持ち
よくご使用いただけるよう留意しています。
宇部地区では、山口県を代表する公園の1つ宇部常盤公園、宇部
市の水源となっている小野湖、当社宇部工場近くに位置する宇
部東港の清掃活動を行なっています。松阪工場堺製造所では、大
阪市と堺市の境界部を東西に流れ堺泉北港に注いでいる大和川

において、大阪湾クリーン作戦の一環として「堺海上保安署」が
主催している清掃活動に、毎年参加しています。
またセントラル硝子中部㈱長野支店（長野県茅野市）でも、地域
の実行委員会の主催する「茅野市内クリーンウォーク」に継続し
て参加協力し、地域の美化に役立っています。

工場周辺地域などでの清掃活動

大和川の清掃活動

当社労働組合松阪支部では社会貢献活動の一環として、三重県
労働者福祉協議会が主催している県下一斉の『カーブミラー清
掃』活動に継続的な取り組みを展開しており、2008年も300名
近い方々が参加しました。
その地域社会で生活している一員として、松阪市やその近隣市
町村のカーブミラーをピカピカに磨き上げることで、交通安全
の推進に一役買っています。
このカーブミラー掃除は、最初はセントラル硝子労働組合が独
自に取り組みましたが、その活動が徐々に広まったことにより、
2004年からは三重県全体をカバーする行事として、大々的に
実施されるようになりました。
車社会に依存している私たちにとって、カーブミラーは安全確

認に不可欠なアイテムであり、交通事故が減少することを願い
ながら、心地よい汗を流しています。
また住民の皆さんからも、「きれいになったね。ありがとう。」と
声をかけていただくなど、地域社会との交流にもつながってい
ます。
今後も「みんなの善意を形
にする」ため、力をあわせこ
の地道な活動を継続し、地
域社会に貢献したいと考え
ています。

カーブミラーの清掃

ジュニア科学教室
子どもたちに「学ぶ喜びと科学の楽しさ」を知ってもらうため、「夏休みジュニア科学教室」を（財）
やまぐち産業振興財団が主催しています。当社ではその主旨に賛同し、毎年、開催協力をしていま
す。2008年度は化学研究所（宇部）を会場として、宇部市内の小学４年から６年生を対象（22名が
参加）に、「熱の不思議を体験しよう」をテーマに開催しました。
講師は若手研究員が務め、４グループに分かれて実験を体験してもらいましたが、子どもたちの驚
きの声と身を乗り出す姿が場内各所で見られました。
なお同様の催しを、2009年1月に（財）堺市科学教育振興会主催で堺工場（現 松阪工場堺製造所）
でも実施しました。今後も子どもたちが科学への関心や興味を持つよい機会になれば、との思いで
継続していきたいと考えています。 化学研究所（宇部）での

ジュニア科学教室風景

清掃作業風景
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従業員とのかかわり
EMPLOYEE

従業員が活きいきと働けるために

当社では、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、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。
各々のスキル向上を支援する教育制度のほか、社員の能力、行
動、業績によって多面的に評価を行なう人事評価制度「CAN!」を

運用することによって、自発的な能力開発を支援しています。
また、社員の充実したワークライフバランスの実現を目指し、全
社員へのメンタルヘルスケア対策の実施や、次世代育成支援対
策推進法にもとづく出産・育児をサポートするための第２次行
動計画にも取り組んでいます。

次世代育成支援対策とは、2005年４月に施行された「次世代育
成支援対策推進法」にもとづき、次代の社会を担う子どもたちが
健やかに育成される環境の整備を行なうために、国、地方公共団
体、事業主が行なう取り組みをいいます。
当社では、出産・育児を理由として従業員が退職してしまうこと
は企業にとって大きな損失であると考え、出産休暇取得条件の
緩和や育児のための時間短縮勤務、再雇用制度の導入など、仕事
と子育てを両立できるように積極的な支援を進めてきました。
2008年度からは、制度の一層の充実を目指し、時間差勤務や育

セントラル硝子では、健康保険組合と共同で全社員に対するメン
タルヘルス健康診断の実施およびケア体制の構築に取り組んで
います。メンタルヘルスケア対策においては、社員本人による日
ごろのケアのみではなく、全社的な取り組みが必要といわれてお
り、とりわけ自分自身のこころの健康状態に早めに気づくこと
が、メンタルヘルスを良い状態に保つ上では重要となります。
当社でも、チェックシート方式の「メンタルヘルス健康診断」を
実施して各人のセルフケアに役立てるとともに、必要があれば
専門家によるカウンセリングの機会を提供するなど、メンタル
ヘルスケア対策を推進しています。また、事業部や関係会社と
いった組織ごとのメンタルヘルスの状況把握にも努めており、
必要な対策を講じています。

児休業支援金制度の導入など、新たな行動計画を作成し取り組
んでいます。

今後は、「メンタルヘルス健康診断」の定期的な実施だけではな
く、研修を通じた施策などによって、社員がより健康で働きやす
い職場環境づくりに努めていきます。

次世代育成支援への取り組み

メンタルヘルスケア対策への取り組み

メンタルヘルスケアの研修会（松阪工場堺製造所）

期間 2000年度～2004年度 2005年度～2008年度

出産休暇 2名 10名

育児休暇 1名 10名

時間短縮勤務 ̶ 1名

再雇用申請 ̶ 1名

2008年度 2009年度 2010年度

一次予防
（発症予防）

二次予防
（早期発見・早期対応）

三次予防
（再発防止・ 復職支援）　

□ 出産・育児休暇取得、および時間短縮勤務利用者実績

□ メンタルヘルスケアの３ヵ年計画

メンタルヘルス健康診断

経営トップへの全社概況説明 社員への研修（セルフケア）

管理職への研修（ラインによるケア）

メンタルヘルス健康診断

組織診断

カウンセリング・治療

休職・復職支援制度の整備

カウンセリング・治療

個別相談会 病院・診療所

組織診断

管理職への研修（ラインによるケア）
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従業員とのかかわり

スキルアップ支援制度の紹介

当社では世界的な企業間競争を勝ち抜くことのできる高度な製
造技術を継承・発展させるため、教育体系の柱のひとつとして
「ものづくり教育」を掲げています。
中でも、2009年1月より開始した『スキルアップ支援制度』
は、製造現場で生産活動に従事する中堅・若年層従業員の育成
を目的としています。職務に精通した熟練技能者の中から、「シ
ニアエキスパート」と呼ばれる伝承者を選出し、生産活動に必
要とされる知識・技能・ノウハウなどを、後輩へ余すところなく
スムーズに継承できるようサポートしています。具体的には、
個々人の有する技能や技術を明示した「スキルマップ」を用い
て、「シニアエキスパート」が継承を受ける社員の技能レベルを
的確に把握し、OJT（On the Job Training）を中心としたマン
ツーマン方式により活動を展開しています。

このような人と人とのつながりを重視した活動を継続すること
により、ものづくりの基盤が強化できるだけではなく、近年希薄
になりがちな職場でのコミュニケーションも活発になり、チー
ムワーク向上へと発展することが期待されています。

フロートラインにてタイルの構造説明
（松阪工場硝子製造部）

スキルアップ支援制度のロゴマーク

『環境貢献表彰』制度を新設

全員参加による環境活動を推進していくためには、社員一人ひ
とりの環境意識の向上が欠かせません。当社では、グループ会社
も含めたあらゆる部門の社員を対象として、さまざまな環境教
育・啓発活動を実施しています（P.12参照）。
また、社員の環境意識のさらなる向上を図るために、環境保全に
優れた功績のあった取り組みや業務活動を表彰する「環境貢献
表彰制度」を2008年度に新たに設けました。
初年度には宇部工場より応募のあった2件が表彰され、最優秀賞
を獲得した「COD負荷低減法開発」については、創立記念日（10
月10日）の表彰式典で、受賞者による講演が行なわれました。

留学制度の紹介
当社ではOJT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育成を目指して、国内外の
教育機関へ社員を留学派遣する制度を設けており、MBA※１・MOT※２修了者を輩出しています。MOTは「技術版MBA」とも称
され、技術を含む経営管理で組織の経済的価値を創出するための戦略を立案・実行するものです。本制度により研究開発を効
率よく事業化につなげ、持続的な企業価値向上に必要なマネジメントが推進できる人材を育成しています。
※１ Master of Business Administration の略（経営学修士）　※２ Management of Technology の略（技術経営）

MOT留学制度　利用者の声　ファインケミカル営業第一部　栗山 克 
ＭＯＴの講義では、経営戦略や経営者論などこれまで知らなかった考え方を学ぶことができました。またと
もに学んだ同級生は、自ら会社経営をしている方から実務の最前線で活躍している方まで多彩なバックグ
ラウンドを持っており、講義中に展開されるディベートでは自分が当たり前と考えていたことが別の様相
をもって見えてくることも多く、目からうろこが落ちる経験の連続でした。２年間の通学を終えた今、多く
の議論を通じ、自分がビジネスパーソンとして成長を続けるために最も重要であると感じたことは、常に広
い視野を持ちながら見識を深めようとする姿勢です。この経験を糧として、今後は当社の技術を活かした職
務に携わることで、当社のみではなく社会の発展に貢献していきたいと考えています。

最優秀賞受賞者の講演
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宇部工場

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、ファインガスの生産も行なっていますが、
世界的な景気減速による需要の減少等により、
2009年6月以降フロート板ガラスの製造を
休止しています。
一刻も早い景気回復を望みながら、工場緑地帯

の桜並木等を整備し、春には地域の皆さまにも美しい桜を楽しんでい
ただければと思っています。これからも、地域の方々に「安心」してい
ただける工場を目指していきます。

●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
　（2回／年）

工場概要
住　　　　所 山口県宇部市大字沖宇部5253
従 業 員 数  563名（2009年9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
 ISO 14001認証取得（2000年12月15日）
 ISO   9001認証取得（1997年12月26日）

環境・安全への取り組み

宇部工場データ集

地域貢献活動

2008年11月に発煙硫酸タンク天板損傷事故で白煙が生じ、近隣の
皆さまにご心配をおかけしましたことをお詫びします。

執行役員　宇部工場長
阿山　隆夫

取扱量が年間1,000kg以上の化学物質を掲載（ダイオキシン類を除く）

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
13 2,2'- アゾビスイソブチロニトリル 0 0 0 0 
24 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0 0 0 0 
63 キシレン 132 0 0 0 
132 1,1- ジクロロ -1- フルオロエタン（別名：HCFC-141b） 5,380 0 0 0 
145 ジクロロメタン（別名：塩化メチレン） 2,088 0 0 0 
179 ダイオキシン類　　　　　　　　　　　　　（単位：mg-TEQ／年） 0.013 0.0011 0 0
227 トルエン 447 0 0 0 
266 フェノール 81 143 0 0 
283 ふっ化水素及びその水溶性塩 701 0 0 7,782 
304 ほう素及びその化合物 0 0 0 0 
310 ホルムアルデヒド 0 0 0 0 
311 マンガン及びその化合物 0 0 0 29

□ PRTR調査結果

□ CO2排出量（含買電）

□ ばいじん排出量

□ 硫黄酸化物（SOx）排出量

□ 産業廃棄物最終埋立処分量

□ 窒素酸化物（NOx）排出量

□ 化学的酸素要求料（COD）

（単位：kg／年）

小野湖の清掃活動
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松阪工場

松阪工場では、フロート板ガラス、世界で唯一の
連続両面磨き法であるデュープレックス設備に
よる磨板ガラス、および自動車用・産業用の加工
ガラスを製造しています。
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、ガラスくずの回収・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、製
造設備から排出される廃油・磨き砂・廃プラ・紙類も廃棄物から有価物（商
品）へ転換しています。
また当工場では、右欄に記した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。

●労働組合主催のチャリティー募金　　　　　　　　
●スポーツ少年団等へのグランドの無料開放
●労働組合主催の松阪市全域のカーブミラー清掃
●近隣自治会へ臨時駐車場としての社有地無料開放
●夏祭りへ近隣の方々をご招待　

国際協力
●ラオスでの小学校の建設開校
　（２ヵ所）
●ラオスへの衣料提供

工場概要
住　　　　所 三重県松阪市大口町1521-2
従 業 員 数 584名（2009年9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、
 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）

環境・安全への取り組み

松阪工場データ集

地域貢献活動

執行役員　松阪工場長
加藤　勇

□ CO2排出量（含買電）

□ ばいじん排出量

□ 硫黄酸化物（SOx）排出量

□ 産業廃棄物最終埋立処分量

□ 窒素酸化物（NOx）排出量

□ 化学的酸素要求料（COD）

カーブミラー清掃写真
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取扱量が年間1,000kg以上の化学物質を掲載（ダイオキシン類を除く）

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
68 クロム及び三価クロム化合物 1 1 0 5 
230 鉛及びその化合物 0 0 0 3 

□ PRTR調査結果 （単位：kg／年）
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松阪工場堺製造所

堺製造所は大阪府堺市の臨海工業地帯の中央
に位置し、当社板ガラス部門発祥の地として、
1959年から板ガラスの生産を継続しており、
1982年にはフロート法による高級板ガラス
生産を開始、2007年には２回目の冷修工事
（溶解炉をはじめ製造ライン全体の定修）を完
了しました。その際に炭酸ガス排出量を３％削
減可能にする改善工事を実施し、2008年4月

に生産を再開しました。
なお2009年4月に、ガラス事業の統合・効率化に伴い、従前の「堺工
場」から「松阪工場堺製造所」に称号を改めました。これからも、地域社
会に貢献し環境にやさしいものづくりに努めていきます。

●大阪湾クリーン作戦に参加
●堺市科学教育振興会主催のジュニア科学教室に協力

工場概要
住　　　　所 大阪府堺市堺区築港南町6番地
従 業 員 数 89名（2009年9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）

環境・安全への取り組み

松阪工場堺製造所データ集

地域貢献活動

松阪工場堺製造所長
千坂　博

□ CO2排出量（含買電）

□ ばいじん排出量

□ 硫黄酸化物（SOx）排出量

□ 産業廃棄物最終埋立処分量

□ 窒素酸化物（NOx）排出量

□ 化学的酸素要求料（COD）

大和川の清掃
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□ PRTR調査結果：取扱量が年間1,000kg以上の該当なし



川崎工場

川崎工場は2006年ソーダ工業製品の製
造を停止、ファイン関連の製造品目へシフト
中であり、現在の製造品目はHFC-245fa、
HFIP、塩酸、希弗酸、レジストポリマーです。
さらには、２００９年に建設を完了したマグネ
シウム鍛造用カバーガス、リチウムイオン電池
電解液、半導体材料ガスなど新たな製造品目
を展開中です。

このように作業環境が大きく変化する中、工場一丸となって環境に対
し細心の注意を払い、安全第一で作業を行なっています。

●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 148名（2009年9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）

環境・安全への取り組み

川崎工場データ集

地域貢献活動

執行役員　川崎工場長
原岡　裕

□ CO2排出量（含買電）

□ 産業廃棄物最終埋立処分量

□ 窒素酸化物（NOx）排出量

□ 化学的酸素要求料（COD）

□ ばいじん排出量

工場周辺地域の清掃
（2008年10月10日実施）
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取扱量が年間1,000kg以上の化学物質を掲載（ダイオキシン類を除く）

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
77 クロロエチレン（別名：塩化ビニル） 0 53 0 0 
112 四塩化炭素 781 0 0 27,996 
179 ダイオキシン類　　　　　　　　　　　　　（単位：mg-TEQ／年） 0.16 0.62 0 0
200 テトラクロロエチレン 0 0 0 9,119 
210 1,1,2- トリクロロエタン 1 6 0 8,420 
211 トリクロロエチレン 0 0 0 1,543 
283 ふっ化水素及びその水溶性塩 0 0 0 0 

□ PRTR調査結果 （単位：kg／年）

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。
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※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。



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.03-3259-7883　http://www.cgco.co.jp/

この印刷物の本文用紙に使用している紙は、
森を元気にするために間伐した木材の
有効活用に役立っています。

第43回　セントラル硝子国際建築設計競技

テーマ：世界遺産と共生する建築

【最優秀賞】
レネ・ダビット（アメリカ）
テイラー・メドリン（アメリカ）

世界遺産は現在851を数える。それらの歴史の
集積は、私たちに多くのことを語りそして教えて
くれる。加えて世界遺産を選定することで、次の
世代に歴史のなかで紡ぎ出された大切なものを
継いでいこうではないか、という精神の共有が醸
し出されたことも見逃してはならない。
歴史遺産が人類の未来に有効であるためには、た
んに保存されればよいというものではない。多く
の人びとが世界遺産を訪れて親しむことが求め
られる。しかし大勢が接することによる破損や環
境破壊などがあってはならない。細心の注意を払
いながら、世界遺産とそれを知見しようとする多
くの人びととの付き合い方が考えられ、計画され
なければならないのである。
（21ページに関係記事を掲載）




