
環境・安全・品質マネジメント

セントラル硝子での環境・安全・品質マネジメントシステムの推進は、それぞれの分
野の各担当部署が核となり、それに関係各部署が連携して、本社、工場、研究所、関係
会社での諸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、右図に示すように環境安全推進委員会を核
として、環境安全品質マネジメント部が事務局となり、各部署の環境面・安全面等に
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。

環境・安全・品質マネジメントシステム推進体制

環境・安全・品質マネジメント

セントラル硝子グループでは、製品の研究開発段階から原料調達・製造・物流・使用・廃棄にいた
る全ライフサイクルにわたり「環境・安全・健康」の確保や環境保護に配慮して、改善を図る自主管理
活動を行っています。またお客さまにお届けする製品については、その品質を保持・管理・保証する
ために細心の注意を払って、製造・運搬・供給する体制を整えています。真に社会に役立ち貢献する
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。

社会的要請に応じた
マネジメントの推進

環境安全面 環境安全品質マネジメント部
製品安全面 環境安全品質マネジメント部
 硝子品質保証室
 化成品品質保証室

労働安全衛生面 人事部
 環境安全品質マネジメント部
社会的要請 経営管理室
教育・人材育成面 人事部

環境・安全マネジメント推進体制図

経営会議

関係会社

本社 研究所 工場

環境安全推進委員会

環境安全品質
マネジメント部

各RC関連委員会

環境・安全・品質マネジメントシステムの認証取得状況

※関係会社は、支配権を有する会社を掲載 　※セントラル硝子および国内関係会社は、2017年3月31日時点の取得状況　※海外関係会社は、2016年12月31日時点の取得状況
※1　エコアクション21

事業所 環境 品質 安全
ISO 14001等 ISO 9001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

宇部工場
川崎工場
松阪工場（含堺製造所） （松阪工場）

セントラル化成 宇部工場
三重硝子工業 松阪工場
セントラル硝子プラントサービス 松阪工場
セントラル硝子プラントサービス 浦安工場
セントラル硝子プラントサービス 堺工場・坂出製造所 （堺工場）
セントラルグラスファイバー 松阪工場・春日井工場 （松阪工場）
セントラル硝子工事
セントラルグラスモジュール 本社・九州工場
日本特殊硝子 　 ※1

カーレックスガラスアメリカ〈ボノア工場〉（米国）
カーレックスガラスアメリカ〈ナッシュビル工場〉（米国）
カーレックスガラスアメリカ〈リゴニア工場〉（米国）
カーレックスガラスアメリカ〈オーバーン工場〉（米国）
カーレックスガラスルクセンブルク（ルクセンブルク）
アポロサイエンティフィック（英国）
ジェイセル（韓国）
台湾信徳玻璃（台湾）
信徳（張家港)光電科技（中国）
基佳電子材料（台湾）
浙江中硝康鵬化学（中国）　

中期目標と2016年度の実績 …達成に向け順調に推移 …追加対策が必要…目標を達成

主要課題 〈P〉中期目標 〈D〉2016年度実績 〈C〉評価 〈A〉2017年度計画

環境マネジメント
システムの
構築・維持

●宇部工場・川崎工場・松阪工場
　（堺製造所含）での認証更新維持

宇部工場・川崎工場・松阪工場（堺
製造所含）：ISO 14001認証の維
持・更新の定期審査受審。

宇部工場・川崎工場・松阪工場
（堺製造所含）での認証更新維持

●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

関係会社認証取得事業所：認証の
維持・継続。
現地監査時、認証未取得関係会社
に対する自主管理活動の指導実施。

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。
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2016年度環境・安全の教育・訓練などの実施例（一部）
主催事業所 教育・訓練の概要 受講対象 実施年月 受講者数

本社 安全に関する研修会（なぜなぜ分析） セントラル硝子および
該当する国内の関係会社の安全担当者 2016年12月 24名

化学研究所 緊急通報訓練 所員 2016年2月 約100名

化学研究所（宇部） 化学物質リスク評価について 所員 2016年8月 57名

硝子研究所 健康診断に関する教育（特殊検診の意味と内容） 所員 2016年8月 67名

宇部工場 災害防止教育（ライン長、施工主担者、作業主任者を対象） 宇部工場・関係会社従業員全員・協力事業所 2016年11,12月 419名

松阪工場 ISO 14001環境教育 ISO 14001サイト内全員 各部署随時実施 約1,000名

松阪工場堺製造所 安全ビデオ「日々の作業行動災害を防ぐ」による安全教育 製造課全員 2016年5月 36名

川崎工場 津波避難訓練 従業員全員 2017年2月 140名

セントラルエンジニアリング 「製品含有化学物質管理規程」の教育 従業員全員 2016年7月 155名

日本特殊硝子 緊急事態対応訓練（ＬＰガス遮断方法） 従業員全員 2016年11月 85名

セントラル硝子では、工場・研究所および国内関係会社
を対象にレスポンシブル・ケア活動の状況を確認する目的で、
環境安全監査を毎年実施しています。セントラル硝子の環
境安全監査は、全対象事業所がチェックリストを使用して自
らレスポンシブル・ケア活動状況を確認する｢自主監査｣と、
自主監査結果に基づいて選定した事業所へ、環境安全品
質マネジメント部が直接訪問して確認する｢現地監査｣の２
段構えで実施しています。

2016年度は17事業所について現地監査を行い、現場
視察、文書確認、懸案事項や重点課題のヒアリング等を実
施しました。現地監査ではレスポンシブル・ケア活動が適切
に実施されているか、また環境面でのコンプライアンスの確
認や安全面のリスク評価など細かな点までチェックし、各事
業所での活動レベルの向上に役立てています。

また2015年度に引き続き、2016年度も海外関係会社
の4事業所に対し環境安全監査を実施しました。

環境安全監査

環境安全監査（川崎工場）

安全に関する研修会（本社）

「すべての従業員が会社の宝であり人材である」という認
識のもと、セントラル硝子グループの各事業所では教育や
訓練に注力しています。従業員一人ひとりが社会の一員と
して、CSR活動の一環として環境についての理解を深め、
責任ある行動を取る、あるいは災害発生時の被害を最小
限にくいとめるためにも、教育・訓練は必要不可欠です。
そういった環境安全などに関する意識向上を目的に、実施
時期や対象者にあわせてテーマを選び、各事業所でタイム
リーに教育・訓練を行っています。

2016年度は防災訓練や環境安全に関係する教育など
を多くの事業所で複数回実施しました。
本社では、安全に関する研修会（なぜなぜ分析）をセン

トラル硝子および国内関係会社の安全担当者（24名）を
対象に実施しました。安全に関する問題解決には一人ひと
りが関心を持ち、正しく認識し、自覚を持って行動するこ

とが必要です。
2016年度に本社、研究所、工場、関係会社で実施し

た環境や安全の教育などに関する教育・訓練の一部を下
表に示します。

環境面と安全面での教育・訓練
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環境・安全・品質マネジメント

セントラル硝子と主要国内関係会社の大気、水質、土壌
汚染、廃棄物処理などの環境保全の取り組みに関しての環
境保全コストを算出しています。
投資面では、次世代代替フロン類製造のための設備投

資があり、前年より増加しました。費用面では、一部の製

品で製造量の低下があり、製造に伴う産業廃棄物の発生量
が減少し処理費用が減少しました。環境保全効果では、工
場操業の影響で水質負荷汚濁物質の排出増加がありました
が、今後も国内関係会社を含め、適切な環境保全費用の
確保により、環境保全が進むように努力していきます。

環境会計

セントラル硝子グループは、製造工程における環境負荷を
定量的に把握し、環境面の課題を認識し、その改善の取り
組みに役立てており、環境負荷低減の努力を続けています。
硝子部門は原料の溶解に多大な熱エネルギーを使用するた

め、主として地球温暖化防止対策を、化成品部門では環
境にやさ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の構築に向けて、
努力を続けています。

セントラル硝子グループの物質フロー

環境保全コスト

分類 主な取り組みの内容 2015年度 2016年度
投資額 費用額 投資額 費用額

（1）事業エリア内コスト 711 3,327 1,605 3,047

　　公害防止コスト 大気、水質、土壌等の公害防止 186 1,685 1,350 1,660

　　地球環境保全コスト 地球温暖化防止、省エネ対策など 520 177 185 172

　　資源循環コスト 廃棄物処理、リサイクル処理など 5 1,465 70 1,215

（2）上・下流コスト 製品等の回収、リサイクル、適正処理等 0 0 0 0

（3）管理活動コスト EMS維持、環境監視、環境教育費など 3 230 0 247

（4）研究開発コスト 環境保全にかかわる製品の研究開発 6 449 19 526

（5）社会活動コスト 環境改善、地域社会貢献など 0 3 0 2

（6）環境損傷対応コスト 自然修復、環境保全賠償など 0 0 0 0

計 720 4,008 1,624 3,822

（単位：百万円）
環境保全効果（環境負荷指数）2016年度実績
事業エリア内

効果 環境負荷 2015
年度

2016
年度

対前年比
（％）

温室効果ガス CO2換算（t−CO2） 577 540 ▲6.4

環境汚染物質

大気負荷
〈SOX,NOX,ばいじん〉
（トン）

3,913 3,604 ▲7.9

水質負荷
〈COD,全リン,全窒素〉
（トン）

74 87 17.0

原料調達
（サプライヤー様）

販売
（取引先）

使用
（最終ユーザー様）製造

セントラル硝子グループ

物流

※TJ(テラジュール)…Jはエネルギーの単位（ジュール）です。
 TJは、1兆ジュールを表します。

INPUT

641千トン444千トン

セントラル硝子 関係会社

総物質投入量 1,085千トン

9,809千m312,443千m3

セントラル硝子 関係会社

水資源投入量 22,252千m3

6,180TJ6,561TJ

セントラル硝子 関係会社

総エネルギー投入量 12,741TJ※

OUTPUT

報告範囲について
●セントラル硝子…3工場、1製造所、3研究所、本社の合算
●関係会社…国内関係会社主要7社、海外関係会社主要11社の合算
　海外関係会社の環境負荷物質排出量の集計は、2013年から開始しています。ただし、一部の集計できなかっ
た事務所は除外しています。

大気

347千トン-CO2460千トン-CO2

セントラル硝子 関係会社

温室効果ガス排出量 807千トン-CO2

158トン3,597トン

セントラル硝子 関係会社

大気負荷物質排出量 3,755トン

水域

8,064千m310,131千m3

セントラル硝子 関係会社

総排水量 18,195千m3

8トン87トン

セントラル硝子 関係会社

水質負荷物質排出量 95トン

廃棄

67千トン39千トン

セントラル硝子 関係会社

廃棄物 総排出量 106千トン

7千トン12千トン

セントラル硝子 関係会社

廃棄物 最終処分量 19千トン

90％69％

セントラル硝子 関係会社

廃棄物 リサイクル率 82％
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