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当社は企業理念「創造的行動力による社会への貢献」を
掲げ、省エネ、省資源、環境保全という時代の流れに沿った
発泡プラスチック製品を世界に供給してまいりました。また、
地球環境問題への適切な対応に努めるべく、製品リサイク
ルシステムの確立と実施を図ると共に、環境にやさしい発泡
技術の追求を進めております。
従来より、環境マネジメントシステム「ISO14001」の枠組みの
もと環境保全、製品安全に関する活動を進めておりますが、
2011年に日本化学工業協会のレスポンシブル・ケア（以下
RC）活動に参加し、保安防災、労働安全衛生、物流安全、
社会との対話を加えた活動を本格的に開始しました。
2012年度はさらにRC推進体制を強固なものにすべく、私が
議長になった「環境安全会議」を立ち上げRC中期計画を
策定し実行しました。

地球環境にやさしい製品づくりを通じて
ワールドワイドサプライヤーとしての社会的責任を果たします。
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JSPグループが実現を目指す
社会的責任の基本的な考え方です。

緑の地球は、私たちに多くの恵みと今日の繁栄を育んでくれています。

この豊かな環境を次の世代に引き継ぐために、ＪＳＰは、経営理念「創造的行動力による社会

への貢献」の最重要課題として、グループを挙げて地球環境の保全に努めます。

基本理念

会社概要（２０１3年３月現在）

CONTENTS

■研究所　鹿沼研究所／四日市研究所
■営業所　札幌営業所／仙台営業所／名古屋営業所／大阪営業所／福岡営業所／広島出張所
■事業所　北海道工場／鹿沼事業所（鹿沼第一工場／鹿沼第二工場／鹿沼物流センター／再資源センター／ＭＦ加工センター）
　　　　　鹿島工場／四日市第一工場／四日市第二工場／関西工場／九州工場

社　　名　株式会社JSP

所 在 地　東京都千代田区丸の内３丁目４番２号　新日石ビル

設　　立　１９６２年１月

資 本 金　１０１億２８百万円

代 表 者　代表取締役社長　塚本　耕三

従業員数　706名（連結 ２，587名）

主要関連企業　国内１１社　海外２６社

ホームページURL　http://www.co-jsp.co.jp/

編集にあたって
この「RC報告書2013」は、当社の取り組んでいる環境と安全に関する活動を広く
社会に報告すること、および自らのこれらの活動を促進することを目的として作成

関西工場
九州工場

鹿島工場

四日市第一工場
四日市第二工場
四日市研究所

鹿沼第一工場
鹿沼第二工場
鹿沼研究所
鹿沼物流センター
再資源センター
ＭＦ加工センター

北海道工場

本社

2012年度の活動はエネルギー原単位の改善、物流安全の
向上、廃棄物の削減、製品安全などの課題に対し改善に努
めてまいりました。労働安全衛生、保安防災に関しても「無
事故・無災害の達成」に向け全社一丸となって取り組んで
おります。
また大規模自然災害に係わるBCP（事業継続計画）に対応
すべく全工場の高圧ガスタンクの緊急遮断弁を地震セン
サーによる自動遮断システムに変更いたしました。
本レポートをお読み頂く皆様には当社グループのRC活動を
より深くご理解いただくとともにご指導を賜りますよう、お願い
申し上げます。

平成25年9月1日

代表取締役社長 　　　　　　　　　

しました。掲載しているデータについては、営業所及び鹿沼研究所を除いた、JSP
本社および直轄の工場の、2012年度（2012年４月～2013年3月）の実績を記載し
ております。
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【ＲＣ環境・安全方針】
当社は、安全と環境対応を重視した国際競争力のあ
る企業として、すべてのステークホルダーに信頼され、
満足していただける事業活動を行います。

【ＲＣ環境・安全目標】
無事故・無災害と、時代に対応した環境保全の推進

【ＲＣ環境・安全の基本方針】
・従業員の健康・安全と安全操業
・環境保全に責任ある対応
・事業活動における環境負荷の低減
・環境・安全に配慮した製品・技術の開発
・法規制・自主基準の遵守
・社会からの信頼性の向上
・ＲＣマネジメントシステムの継続的改善

当社は、健全な環境を次世代に継承することが責務
であると認識いたします。
また、「地球に優しい製品」つくりを通じて、お得意先
様と共に、豊かな社会生活への貢献を行ない、継続的
改善のもと地球環境保全および汚染の予防に努めま
す。この目的達成のため、次の環境方針を定めます。
・環境に優しい製品づくりを通して社会に貢献します。
・環境重視の企業として、かけがえのない地球環境を
守ります。

・法規制・自主基準を遵守するとともに、レスポンシブ
ル・ケア活動を推進します。

当社では、RC活動の基本となる、「環境保全」、「保安防災」、
「労働安全衛生」、「製品安全」、「物流安全」、「社会とのコミュ
ニケーション」の６項目に関して、的確なPDCAサイクルを回す
ための活動に努めています。

［P］計画
JSPの「環境・安全方針」・「中期計画」
に基づき、「RC活動計画」作成

［D］実施・実行
「RC活動計画」に基づき運用実施

［A］処置・改善
問題点の抽出結果を参考に「環境安
全会議」にて活動の見直しを実施（会
社が求める姿へステップアップ）

［C］点検・評価
RC監査実施（PDCAサイクルを回す
上での問題点を抽出）

JSPグループは「基本理念」を実践する手段として、
RC活動を推進しております。

RCマネジメント

基本理念

環境方針 環境目的

PDCA
サイクル

RC活動

株式会社JSP

環境方針

RC活動に関する最高意思決定機関として、社長を議長とした
「環境安全会議」を設置しました。ここでは、環境・安全に関する
総合的方針の協議・決定を行うほか、さらに各種の指針・目標の
制定や、中長期計画書の策定、規定の改廃等を行っています。
また、全社を通じてのRC活動は、「環境安全グループ長会議」
や「環境安全推進協議会」等を通して推進を図っています。
こうしたさまざまな機関による対策を確実に実行することで、当
社はRC活動を効果的に推進していきます。

また、すべての製造事業所で、品質（ISO 9 0 0 1）・環境
（ISO14001）マネジメントシステムでの認証を取得し、RC活動と
品質・環境マネジメントシステムをリンクさせ、「環境パフォーマン
ス」および「製品の安全」の向上・改善に取り組んでいます。

レスポンシブル・ケア

レスポンシブル・ケア活動
化学製品を扱う各企業が、
化学物質の開発から廃棄
にいたるすべての過程につ
いて、自主的に環境・安全・
健康面の対策を行う活動

RC活動におけるPDCAサイクル

●PDCAサイクル

RC推進体制

事業所のISOマネジメントシステム認証取得状況

PLAN DO

ACTION CHECK

事業所名 ISO9001 ISO14001 認証機関
1997年12月15日
1997年12月15日
1997年12月15日
2003年12月15日
2003年12月15日
2003年12月15日
2008年10月27日
2009年12月15日
2009年12月15日
2009年12月15日
2009年12月15日
2010年11月30日
2010年11月30日

2002年08月29日
2002年08月29日
2002年08月29日
2003年12月18日
2003年12月18日
2003年12月18日
2008年10月30日
2009年12月18日
2009年12月18日
2009年12月18日
2009年12月18日
2010年11月30日
2010年11月30日

財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟
財）日本科学技術連盟

本社
鹿沼第一工場
鹿沼第二工場※1

鹿島工場
四日市第一工場
四日市研究所
鹿沼事業所　鹿沼物流センター　
鹿沼事業所　MF加工センター
鹿沼事業所　再資源センター　
北海道工場
関西工場
四日市第二工場※2

九州工場

社　長

総合技術本部
（RC推進事務局）

北海道工場

鹿沼第一工場

鹿沼第二工場

鹿沼研究所

鹿島工場

四日市第一工場

四日市第二工場

四日市研究所

関西工場

九州工場

環境安全会議

レスポンシブル・ケア監査

環境安全査察

JSPグループ
環境安全推進協議会

環境安全グループ長会議

※1 JSPモールディング㈱栃木第一工場を含む　※2 JSPモールディング㈱三重工場を含む
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原油換算エネルギー使用量を前年対比2.6%削減する。原油換算エネルギー使用量は、前年対比2.6%の削減を達成した。原油換算エネルギー使用量の絶対値として、前年対比2.8%
を削減する。

エネルギー消費原単位の年
平均1%以上の改善

社外廃棄物処理量の削減

2012年度RC活動計画と実績報告
JSPはさまざまな場面で改善に取り組んでいます。

RCマネジメント

2012年度の活動を継続実施すると共に、各事業所にて個別目標立案し、
継続的に改善する。

事業所個別に活動内容の見直しを行い、2010年対比5.6%削減（目標
4%）を実施し、目標を達成した。

2015年度の社外での廃棄物処理量を2010年対比10%削減
（2012年度は、2010年対比4%減が目標）

PRTR対象物質排出量の削
減

継続し、代替物質による生産技術の確立を遂行する。生産品種の一部については、工場生産設備にて、代替物質を使用した
生産条件を確立した。

対象物質について、その代替物質への転換を進める。

着火事故ゼロの達成 2012年度対策の水平展開実施にて目標達成を目指す。左記対策の効果にて、発生件数の確実な減少傾向を確認した。過去の発生傾向を基に重点指向管理実施

製造プロセスごとのエネルギー消費原単位の見える化を実施し、エネル
ギー使用のムダを抽出、省エネを実施する。

エネルギー消費原単位は、基準年2009年対比97.4%の実績で、目標はほ
ぼ達成した。

2009年度対比のエネルギー消費原単位指数を97%以下と
する。

左記活動を継続実施ISO14001の活動とリンクし、内部監査、外部審査機関のチェックにて、必
要事項が遵守されていることを確認した。

高圧ガス設備、受電設備、消防設備の法定および自主点検
の実施

継続的改善を念頭に、マニュアルの完成度を上げる活動を実施する。「大規模地震への対応」も意識し、必要に応じて、マニュアルの改訂作業
を実施した。

「緊急事態対応マニュアル」のレビュー実施

年間計画に基づき実施年間計画を作成し計画通りに実施した。総合技術本部による各工場に対する「安全査察」実施

左記活動を継続実施1回/年、定期的にメンタルヘルスケア実施した。「ココロの健康診断eMe」によるメンタルヘルスケアの実施

左記活動を継続実施事業所ごとに、積極的に地域行事等に参加した。街頭指導、ポスター掲示による交通安全活動の実施

年間計画に基づき実施事業所ごとに実施時期、実施対象等を明確にし実施した。労働安全リスクアセスメントの実施

左記活動を継続実施最新版の「GHS対応SDS」を入手し直すとともに、「SDS」記載の危険有
害性情報等について従業員教育を実施した。

使用原材料の「SDS」に基づき、危険有害性情報等を作業
者へ教育

継続し、１回/年以上の頻度で「予防および緩和手順のテスト」を実施し、
手順のレビューを実施する。

ISO14001の一環として、「予防および緩和手順のテスト」を実施し、手順
変更の必要性について検証した。

静電気着火防止設備の点検・整備を実施

物流事故を2011年度比
50%以下にする

昨年度の現状把握結果を基に、物流事故に対する個別対策を実施し、目
標達成を図る。

左記活動を計画通りに実施し、物流事故に関する現状把握も併せて実
施した。

全国物流会議の開催（4回/年）

「RC報告書」の発行 RC活動６項目をより充実させ「RC報告書」を発行する。RC活動6項目を取り込んだ形で「環境報告書」を発行した。

事業所個別に実施計画を作成し、計画に基づき実施する。各事業所の計画に基づき、予定通り実施した。

RC活動項目を加味した形での「環境報告書」発行

地域とのコミュニケーション 地域の清掃活動、消防協議会への参画

協力会社安全会議にて環境、安全指導

中高生インターンシップの受け入れ等実施

自衛防災活動の充実 左記活動を継続実施事業所個別の「消防計画」に従い年間計画の中で実施した。防災訓練の実施

労働災害事故ゼロの達成 事業所個別に実施計画を作成し、計画に基づき実施する。各事業所計画に基づき、予定通り実施した。日常的な労働安全衛生活動（危険予知・5S・ヒヤリハット・安全
衛生パトロール）の実施

新入社員消火訓練の実施

環
境
保
全

保
安
防
災

労
働
安
全
衛
生

物
流

安
全

原材料について「JAMP」に
基づく情報管理体制構築

マネジメントシステムを活用し定着化を図る。現行システムの見直し・改善を図りISO14001に基づく管理文書にて標準
化を実施した。

「MSDSplus」入手部署の適正化

製品のSDSをJISに準拠し
たGHS対応版へ更新

継続し、「GHS対応SDS」への改訂作業を進める。左記説明会を計画通り実施し、GHS表記SDSが全体を32%から55%へ
増加させた。

「SDS」作成部署に対しJISに基づく「GHS対応SDS」の作成
説明を実施し、「SDS」の改訂へ結びつける。

化
学
品
・

製
品
安
全

社
会
と
の

対
話

分類
2012年度２０１２年度活動 ２０１３年度活動

目標と計画
RC中期計画

（2012年～2014年） 実　績 目標と計画
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計画的な取り組みを推進し、環境負荷の低減を進めます。

環境保全

２０１2年度の事業活動で生じた環境負荷（全事業所）は下記の通りです。

インプット・アウトプット

I
N
P
U
T

O
U
T
P
U
T

J
S
P

１３4,372トン

の
事
業
活
動

販
売
・
生
産
・
研
究
・
開
発

廃プラスチックリサイクル量
6,201トン

原料投入量

114,451トン

製　品

水使用量

エネルギー使用量
（原油換算）

大気への排出

水域への排出

総発生量 7,076トン

廃棄物の排出

35,717トン

１,557千トン

ＣＯ2　
ＮＯx
ＳＯx
煤塵

71,378トン-CO2
21.4トン
3.8トン
0.8トン

排水量
ＣＯＤ排出
全窒素排出
全リン排出量

１，１10千トン
5.5トン
３.5トン
１.5トン

2012年度の生産量は、前年度対比で3.8％増加しましたが、省
エネ対策の継続実施により、エネルギー使用量は3.0％増に抑え
ることができました。それにより、エネルギー原単位は前年度対
比1％削減し、2009年度（基準年）比で97.4％低減を実現しまし
た。今後も省エネ計画を立案する省エネ推進責任者会議を軸
に、継続的な改善を進めます。

2012年度のエネルギー原単位は前年対比1％削減しましたが、
GHG排出原単位は、前年度対比2.7％増となりました。これは震
災後、電力会社の電力供給形態が変わり、電力使用量より温
室効果ガス（GHG）排出量を算出する係数が、前年度対比約
1.2倍となったためで、電力が使用エネルギーの７割を占める当
社にとってマイナス要因となりました。
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原単位指数
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注）原油換算エネルギー使用量と生産量は、省エネ法で定める当社生産拠点の合計値です。

エネルギー使用量（原油換算Kl）

エネルギー原単位指数
98.4

2012年度

97.4
100.0

当社は、特定荷主として、物流に係わるエネルギー使用量の削
減を実施するとともに、温室効果ガス（GHG）排出量削減にも努
めています。
2012年度は、輸送の効率化を図り、エネルギー原単位を前年度

対比1.7％削減させるとともに、CO2排出原単位についても1.6％
削減しました。
また、２００８年度対比では、エネルギー原単位について年平均
1.7％削減となり、今後も継続し活動を進めてまいります。

物流における環境負荷の低減

全社エネルギー使用量と温室効果ガス（GHG）排出量について

●エネルギー使用量とエネルギー原単位の推移

34,237 35,172 34,685 35,717
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●温室効果ガス（GHG）排出量と排出原単位の推移
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●エネルギー使用量とエネルギー原単位の推移
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●温室効果ガス（GHG）排出量と排出原単位の推移
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エネルギー消費原単位に関しては、2010年度までは順調に低
減できました。2011年度は東日本大震災の影響で、工場の稼動
停止や東北地方ユーザーの被災の影響で生産量が減少し、エ
ネルギー消費原単位の悪化を招きました。
生産量が回復傾向となった2012年度は、取り進めてきた設備面

省エネ・環境保全の活動は、事業所単位だけでなく、消費者への情報提供など、いろいろな局面で展開しています。

環境保全

の対策と管理方法の見直しにより計画的な省エネ対策が順調
に進展できました。
温室効果ガス排出量削減の取り組みについてもエネルギー消
費原単位と同様に、改善されています。

事業所トピックス（鹿島工場の取り組み）

省エネ推進責任者会議
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）では、
省エネを推進し、事業者全体として、中長期的に年平均１％以
上のエネルギー消費原単位の低減努力が求められています。
当社では、エネルギー消費量が大きい工場の中で、「省エネ推
進責任者」を選出するとともに、年に２回、各工場の責任者が参
加する「省エネ推進責任者会議」を開催し、全社のエネルギー
使用量の把握、省エネ設備等の情報の共有化、効率的な省エ
ネ計画の立案等を行っています。
また、会議は各工場が輪番で開催し、その省エネ推進責任者
が「開催工場で実施された省エネ対策の実例」を紹介すると
共に、省エネ巡回を実施し、さらなる省エネポイントの抽出を行っ
ております。また、省エネ対策は、各出席者が把握して、自工場
への水平展開を行うシステムになっており、これも会議の目的の
一つです。

スチロラムダ®は、当社の登録商標であり、2013年4月
より本格生産・販売を開始しています。
同一断熱性能の一般的なEPS製品に比べて、重さ
で約50％の軽量化、熱伝導率は85～90％程度に抑
えられており、優れた断熱・軽量素材といえます。また
ホルムアルデヒドなどの溶剤類は未使用なため、安心
してご利用いただけます。こうした特性を活かし、住
宅等の型物断熱材が必要とされる断熱分野にて、よ
り高性能な断熱素材として幅広い用途が期待されて
います。
スチロラムダ®は、2013年3月に開催された建築建
材展（10ページ）にも出展しており、参加者から大きな
関心を集めました。

スチロラムダ®

…………………………………………………………………………

高断熱性能／発泡性ポリスチレン
軽量
高断熱

発泡性
PS樹脂

無機
フィラー
含有

●優れた断熱性のEPS製品です。
　(成形品密度15～20ｋｇ/㎥にて、熱伝導率が0.032～0.034W/m･K）
●難燃剤に化審法監視物質のひとつであるHBCDを使用しておりません。
●フロン、ホルムアルデヒド、トルエンなどの溶剤類は、使用していません。

スチロラムダ®
の特徴

当社では、PRTR法に基づく届出対象物質について、環境中に
排出した量と事業所から外に移動した量を調査し、行政機関に
毎年報告をしています。2010年の法改正により、届け出対象物
質が354物質から462物質に増加しました。そのうち、当社では、
2012年度に取り扱い実績のあった11物質を届け出ました。
それらの排出量は、合計で1,153トンとなり、前年度に比べ71ト

ン、約７％増加しましたが、これは生産量の増加により、塩化メチ
ルの使用量が増加したことに起因しています。塩化メチルにつ
いては、今後代替物質への転換を計画的に進めます。
移動量は、合計で７トンとなり、前年度に比較し、48トン、約８７%
を削減しました。これは、一昨年度の外部要因による一時的増
加が解消したことによります。

ＰＲＴＲ物質排出削減の取り組み

PRTR法届出 排出量の多い物質（2012年度実績で排出量もくしは移動量が0.5トン以上であった物質）

政令指定番号 物質名
排出量（トン） 移動量

（トン）

アクリロニトリル
エチルベンゼン
キシレン
塩化メチル
スチレン
その他の物質

PRTR法対象物質合計

大気
0.18
0.04
0.03

1,150.88
1.49
0.04

1,152.7

水域
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

土壌
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

合計
0.18
0.04
0.03

1,150.88
1.49
0.05

1,152.7

0.95
0.79
0.79
0.0
4.64
0.0
7.2

9
53
80
128
240
－

環境
製品
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「建築・建材展」への出展

建築・建材展

省エネ巡回

当社では、2013年３月５日（火）～８日（金）、日本経済新聞社主催のもと東京
ビックサイトで開催された、「建築・建材展」に出展しました。この展覧会は今
年で19回目を迎え、開催期間中、東京ビックサイトには延べ24万2000人が来
場されました。
建築・建材展では、住宅・店舗・ビル用の各種建築材料をはじめ、設備機器
やソフトウエア、工法、関連サービスなどを幅広く紹介しており、当社は一般
的な「断熱建材」に加え、「防蟻（シロアリ対策を付与）断熱材」、「湧水処理
断熱材」などの展示、PRをしました。
また、別ブースで開催されたセミナーでは、消費者が同じ尺度で異なる断熱
材の性能評価を行なうための「優良断熱材認証制度について」の講演を行
いました。民生部門の省エネに関する情報提供も、当社の大切な役目と認識
しており、こうした機会を捉えて、これからも広く広報活動を続ける予定です。



鹿沼事業所の再資源センターでは、当社の製造工程および二
次加工工程で発生した廃プラスチックと、広域認定制度に基づ
き全国の消費者から回収された廃プラスチック、さらに鹿沼市

資源のリサイクルシステムを確立し、社内外での再資源化を推進しています。

環境保全

から委託を受けて、スーパーから回収された使用済みトレーをリ
サイクルしています。このようにリサイクルを進めることにより、廃
棄物量の削減と適正な処理に取り組んでいます。

2012年度の産業廃棄物は、前年より微増したものの、その約
93％はリサイクルされています。産業廃棄物発生量の削減はも
ちろん大切ですが、発生したものを効率的にリサイクルすること
も重要な活動だと認識しています。そのため、鹿沼事業所に付
帯する再資源センターを有効に機能させ、積極的にリサイクル
を推進しています。
また、環境への影響という観点では、外部委託している廃棄物

処理量を削減することも重要な課題です。そこで、環境マネジメ
ントシステム（ISO14001）の一環として、「2015年度の社外廃棄
物処理量を2010年度に対し10%削減する」を目標に掲げ、削
減活動を実施しています。
各工場で積極的な取り組みを実施し、2012年度は、2010年度
比で5.6％の削減の成果をあげました。最終的な目標達成に向
けて、今後も継続的な活動を続けます。

再資源センターの取り組みによる廃棄物の削減産業廃棄物の推移・内訳

関西工場では、「混ぜればゴミ、分ければ資源」を合言葉に、廃
棄物の中から丹念に「有価物」を掘り起こす地道な努力を続け
てきました。その結果、廃棄物削減の大きな成果をあげています。
どう分別すれば「有価物」として買い取ってもらえるかを業者と
協議し、その分別を実践するために社員教育を強化。今まで有
償で引き取ってもらっていた廃棄物を、販売可能な「有価物」へ

と転換できました。また業者との健全な取引を安定継続させる
ために、業者の引き取り便の積載効率を可能な限り向上させる
よう配慮しています。
結果として、廃棄物発生量当たりの外部埋め立て量が、活動前
は５％程度ありましたが、2011年度には、その10分の１の0.5％へ
低減することに成功しました。

事業所トピックス（関西工場の取り組み）

有価物との分別徹底による廃棄物削減

●産業廃棄物発生量の推移
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●産業廃棄物の内訳
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MLボードは、表層にバージン原料を、内層にリサイクル原料
を使用して、当社独自の多層化技術によって開発された環
境製品です。
自社工場内で発生する、製造時の端材や製品切り替え時
のロス材などを有効活用することで誕生しました。高機能発
泡プラスチックメーカーとして培ってきた技術を応用した、多
層構造のソリッドボードになっており、柔軟性と耐寒性に優
れたポリエチレン製の「ソフトタイプ」と、剛性と耐熱性に優

れたポリプロピレン製の「ハードタイプ」の２種類があります。
そのため、用途に応じたさまざまな使用法が可能です。
例えば、引っ越し時の床・壁・階段などの養生、トラック荷台
の保護、木製パレットのパット材などのほか、組仕切りとして
も活用できます。さらに、裏面に発泡ポリエチレンシートを貼り
合せることにより、床面のキズを防止することができます。
ノンスリップ加工を施して階段養生など、アイデア次第で用
途が広がります。

MLボード（マルチレイヤーボード）
…………………………………………………………………………

リサイクル原料を配合、JSP独自の多層化技術で実現した
地球に優しく環境に配慮したプラスチックボードです。

環境
製品 優れた

耐圧強度
優れた
耐久性

優れた
防水性

紙粉の
発生なし

ＪＳＰ各事業場

回　収

廃棄物処理業者廃棄物処理業者

廃プラスチック
（スクラップ・端材等）

ユーザー（広域認定）

廃プラスチック
（端材等）

地方自治体（鹿沼市）

廃プラスチック
（使用済みトレー）

マテリアルリサイクル

サーマルリサイクル

熱エネルギー

埋　立

燃えがら等

再生利用 売　却
6,428.7

6,227.2

768.3 785.8

6,237.4

838.6

504

416

626 671

440

813

有価物一覧掲示積載効率に配慮した移動

5,912 5,858

5,815
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サーマルリサイクル
マテリアルリサイクル廃プラスチック

その他



災害発生時に適切な対処を可能とするため、日頃からさまざまな防災システムを整備しています。

保安防災

緊急事態対応訓練
鹿沼事業所鹿沼第一工場では、12月28日に、工場内での火災
発生を想定した緊急時対応訓練を実施しました。あらかじめ設
定した訓練シミュレーションに基づき、自衛防災組織による役割

と機能の確認と、総合防災訓練および粉末消火器訓練を併せ
て実施しました。この訓練により、製品火災に対する対応の手
順が適切であることを確認しました。

当社には、高圧ガス設備を保有する工場が多く存在します。そ
のため、法律に基づく「法定点検」と、自主的に設備を管理する
「自主検査」を年１回ずつ実施しています。これらの検査では、
配管や設備の気密性、付帯計器の点検・確認等を行います。ま

た、定期的に高圧ガスタンク内を空にして検査を行う、「開放検
査」も実施し、タンク自体の安全性を確認しています。これらを実
施することにより、設備の安全性を確保し、安定的に生産を行う
体制を維持しています。

高圧ガス設備法定および自主点検

感震システム導入
当社では、東日本大震災を教訓として、地震への対応の強化を
図っています。
その一つとして、地震発生時の高圧ガス漏洩に対する対策とし
て、高圧ガス使用工場に対し、「感震システム」を導入しました。
従来は、手動操作でガス設備の緊急遮断弁を閉じ、ガスの漏
洩を防止していました。
しかし、大規模な地震が発生した場合、手動操作が困難な状

防災訓練
四日市第一工場では、周囲をコンビナートに囲まれているため、
より厳しい防災活動が必要とされています。2012年度は、自衛
消防隊による放水を行う消防訓練を年９回、放水訓練を含めた
工場全体の総合防災訓練を年２回実施しています。事前に訓
練計画書を作成し、これに基づいて訓練を実施します。各訓練
後には、改善点を討議し、手順・方法のブラッシュアップを図って
います。
また、九州工場では、避難訓練と防災訓練を年１回実施してい
ます。各職場から集合場所への避難経路の確認とともに、あら
かじめ定められた手順に従い、初期消火訓練を実施していま
す。これらの訓練を毎年実施することで、万が一に備えていま
す。

法定点検 自主検査

感震センサー 感震システムモニタ盤手動操作盤（従来設備）

初期消火訓練

２０１２年総合防災訓練

２０１２年総合防災訓練

緊急事態対応訓練（本部）緊急事態対応訓練

況に陥る危険性が考えられます。
そこで、従来の手動操作に加え、工場敷地内の3カ所に設置さ
れた感震センサーのうち、２つ以上がSI値で30kine（震度５強
～６弱に相当）を感知すると、工場内のすべてのガスの緊急遮
断弁が自動で一斉に閉じ、ガスの漏洩を防ぐように変更しまし
た。これにより、災害発生時のリスク軽減を図りました。
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安全管理の徹底は、安全衛生委員会を中心に万全な体制を組み、さらに各事業所でもさまざまな活動に取り組んでいます。

労働安全衛生

各工場では、定期的に工場のメンバーで安全衛生委員会を開
催し、安全に対する意識の高揚を図っています。
活動内容は、安全巡回結果の報告、ヒヤリ・ハット報告、５S（整
理、整頓、清掃、清潔、躾）チェック等はもちろん、「異常事態を
想定したリスクアセスメント」、「他工場の労災事例の報告を基
に対策内容の水平展開」等を行うことで、予防処置にも結びつ
けています。
また、活動のマンネリ化を防止するため「労働災害防止キャン
ペーン」の実施や地域と一体となった交通安全運動、安全教育
等、各事業所の周辺環境も加味した活動を行っています。

「労働安全衛生」に関する中期計画「労働災害事故ゼロの達
成」を達成するための予防処置として、生産に起因した設備を
新規導入した際、「安全面の配慮に問題がないか」を設備導

化管法および労働安全衛生法改正に伴い、製造現場で使用
する原材料、副資材に関して、GHS対応の「安全データシート」
（SDS)への改訂が実施され、物理的性質および危険有害性情
報がよりわかりやすく記載されるようになりました。
そこで、昨年度のRC活動のなかで、すでに入手している
「SDS」についても再度GHS対応版を入手し直す活動を行いま
した。また、入手した「SDS」の記載情報を元に、使用する作業
者に対する安全教育も実施しています。

安全衛生委員会

「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」のこ
とで、世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害
性の種類と程度により分類し、その情報が一目でわかるよう、ラ
ベルで表示したり、安全データシートを提供するシステムのこと
です。

ＧＨＳとは・・・

各事業所が取り組んでいる労働安全衛生活動 安全査察
各事業所では、「労働災害事故ゼロ」の達成に向けて、労働安全リスクアセスメントおよび日常的な安全衛生活動に取り組んでいます。

各事業所では、日々の安全衛生活動として、以下の安全衛生
活動を行っています。

これらの活動は安全衛生委員会で報告され、さらにPDCAサイ
クルによって活動のレベルアップを図っています。また、安全に関
する教育訓練も定期的に行っています。

日常的な安全衛生活動

労働安全リスクアセスメント

安全衛生委員会

・5S活動（整理、整頓、清掃、清潔、躾）
・危険予知活動
・ヒヤリ・ハット報告活動
・作業開始前のミーティング
・安全衛生パトロール

リスクアセスメントとは、作業における危険性または有害性を特
定し、それによる労働災害や健康障害の重篤度（被災の程度）
と、その災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リス
ク」を見積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を
決めた上で、リスクの除去または低減の措置を検討し、その結

九州工場の「危険予知訓練の実施状況」

鹿沼第一工場の５S活動掲示

入部署だけでなく異なる視点で関係部署も確認し、必要に応じ
て設備使用前に是正処置を実施する活動を行っています。

新規設備安全点検

「原材料等のSDS取得」および「作業者に対する危険有害性教育」

本社管理部門の環境安全部では、各工場の安全管理体制と
生産現場を毎年査察し、「安全管理」と「作業環境の改善」を
行っています。
また、重大事故が発生した際には原因究明・再発防止のために

特別安全査察を実施し、遅滞なく是正処置を講ずるとともに、そ
の内容を関係事業所長に報告した上で、環境安全の見直し・
改善に反映させています。

果を記録する一連の手法です。
各事業所は、リスクアセスメント年間計画を作成してその計画を
基に活動を行っています。そしてその結果は、RC監査でチェッ
クされるシステムになっています。

Responsible Care Report 201315 Responsible Care Report 2013 16



化学物質の安全管理・情報共有を取り組んでいます。

化学品・製品安全

SDS（安全データシート）のGHS（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）対応

2002年に開催された世界首脳会議にて「2020年までに化学物
質が人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する」と
いう世界共有の中長期目標が合意され、化学物質管理が国際

的に強化されていくなか、国内においても化審法の改正やGHS
導入推進にむけた関係法令の改正が行われました。当社にお
いても以下の取り組みを進めています。

化学物質のリスク管理に関しては、管理対象基準が国内外の
規制から業界基準まで含んでいるアーティクルマネジメント推進
協議会（JAMP）の情報伝達様式を使用した原材料の含有物
質管理を行うとともに、当社製品に関する含有物質分析を定期
的に行い、サプライチェーンの中で円滑に情報開示・伝達ができ
るよう努めています。

焼却炉の管理
当社には、鹿沼事業所に「ダイオキシン類対策特別処置法」の
対象となる焼却炉が１基あり、「排ガス」、「焼却灰」、「煤塵（ば
いじん）中のダイオキシン量」を定期的に測定し、適正に維持管

理を実施しています。
また管理内容については、当社Webサイトより、常時閲覧可能
な状態としています。

本社および各工場の全部署を対象として、環境および品質マネ
ジメントシステムに関する内部監査を実施しました。
内部監査員は、外部教育または社内教育による資格認定を受
けており、ISOの規格に基づく、社内規定に則った形で、システ
ムが管理されていることを確認しました。
また、規格の要求事項への適合を確認するだけでなく、システ
ムをブラッシュアップすべく、要望提案も活発に出され、システム
の継続的改善へと結びつけています。

ISO内部監査

外部認証機関（一般財団法人日本科学技術連盟）によるシス
テム更新審査を受審しました。その結果、本社・北海道工場・鹿
沼事業所（鹿沼第一工場・鹿沼第二工場・再資源センター・MF
加工センター・鹿沼物流センター）・鹿島工場・四日市第一工場
（四日市研究所含む）・四日市第二工場・関西工場・九州工場の
全ての登録拠点において、環境・品質マネジメントシステムが有
効に機能していることが認められました。

ISO外部審査

PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の適正処理および保管
「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処置法」に基
づき、当社で保管しているPCBを含有する「トランス」、「コンデン
サー」は、行政への届け出を行い、特別管理産業廃棄物として

厳重に管理しています。
国が定めるPCB処理事業所での処理を計画的に進め、完了
するまでは、適正な保管を継続して実施します。

サプライチェーンへの情報伝達

SDSに関して、「関連する法令等の改正内容」および「JISに基
づくGHSに対応したSDSの作成方法」について、社内で勉強
会を実施し、社員の認識を高める活動を行いました。

教　育

ヒートポールGR SDS 導電性ピーブロック（PBE）SDS

当社は、SDSの作成対象以外の製品についてもSDSを作成す
ることで、当社の製品をお使いいただくお客様へ情報提供を
行ってきました。
その中で、よりわかりやすい情報提供を行う目的で、「製品の特
性」および「取り扱いに関する情報」に関して、GHSへ対応した
SDSへの改訂作業を進めています。
昨年度の実績として、当社製品に関する「GHS表記SDS」の比
率が32%から55%へ向上し、RC中期目標達成に向け、今後も
SDSの更新・改訂作業を推進していきます。

ＳＤＳ（安全データシート）

鹿沼第二工場

ISO内部監査
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製品を安全に確実に運ぶために、物流面でのさまざまな安全対策を進めています。

物流安全

輸送品質協議会
鹿沼物流センターでは、製品の出荷・輸送に協力いただいてい
る運送業者が主体となり、「輸送品質協議会」を開催していま
す。開催頻度は、運送業者主要15社で構成される「幹事会」が
２カ月に１回、全運送業者が集まる「総会」が年２回行われてい
ます。この会議では、定期的な情報交換、輸送品質の向上、法
令遵守と安全教育について、討議を行っています。構内巡視も
運送業者が主体的に輪番で行うことで、お互いに出荷時の問
題点、改善点を指摘し合いながら、「業務の効率」・「物流品質
および安全面の向上」を目指し運営しています。これらの活動
により、鹿沼物流センターでは、2013年３月31日時点で構内無
災害日数1,979日を達成し、これは現在も継続中です。
また、2012年度からは、物流管理部が中心となり、全工場へ「輸
送品質協議会」システムを水平展開させ、全社的活動として推
進しています。

当社は、緊急連絡カード（イエローカード）の活用を推進してい
ます。これは、製品輸送時に事故等アクシデントが生じた場合
に、乗務員が消防・警察などの関係者への連絡内容を明記し
たカードです。
ここには、輸送貨物の当該法規と危険性、消防隊員等が到着
するまでに乗務員が行う措置、さらに消防隊員等が行う災害拡
大防止措置等も記載されています。
日本化学工業協会（JCIA）のガイドラインでは、プラスチック製
品では３トン以上を輸送する場合、イエローカードの携帯が必要
となります。
当社製品は軽量の製品が多いため、これまでは該当する一部
の工場で、イエローカードの携帯を行っていました。
しかし、輸送中の安全確保のため、当社の製品を運送する業
者に対し説明を行い、2012年度より全国の工場の貸し切り便を
対象として、乗務員への携帯を義務づけるよう、指導を行いまし
た。社内でも24時間対応可能な緊急連絡先を再確認するとと
もに、事故対応体制を標準化しました。

イエローカード

輸送時の安全対策

全国物流会議
全国の工場の物流部門担当者が集まり、物流品質・安全につ
いて協議を行う「全国物流会議」を定期的に開催しています。
会議は３カ月ごとに開催し、全国で発生した運送トラブルの事例
およびその対策内容を紹介し、再発防止対策の有効性や、他
工場における対策の水平展開等を行うことで、「物流事故削
減」の中期目標達成を目指しています。

全国物流会議

物流構内巡視

当社製品を運ぶ運送業者では、トラックへのドライブレコーダー
の導入を進めています。導入の最大の目的は事故発生時の記
録保持ですが、一部機種には、連続した映像記録が可能なタ
イプもあり、この記録をヒヤリ・ハット事例として、安全教育面での
“見える化教材”に活用したり、納入先付近の状況を運転手に
事前に見てもらうことで注意を促したりと、安全対策上の予防処
置として活用しています。

ドライブレコーダーの設置

当社では、製品を運ぶ乗務員を対象に、勉強会を年２回行って
います。国土交通省告示1366号に従い、11項目の内容（心構
え、安全確保の遵守事項、危険物運搬の留意事項、危険予測・
回避、健康管理の重要性等）を計画的に実施しています。ま
た、当社の製品特性や製品の取り扱い方法を説明することで、
輸送品質および安全性の向上を図っています。

ドライバー教育

ドライブレコーダー
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展示会や地域に密着した活動を通じて、環境負荷低減やリサイクル啓蒙の活動を続けています。

社会との対話

「エコプロダクツ2012」への参加
当社は、2012年12月、EPS事業部が会員となっている発泡スチ
ロール協会（JEPSA）が東京ビックサイトで開催している「日本
最大級の環境展示会　エコプロダクツ2012」に出展しました。
展示会ブースに設けた「実験＆クイズコーナー」では、子供たち
への体験学習の場として、「発泡実験」、「断熱実験」、「クッショ
ン性実験」、「減容実験」について、それぞれ小スペースを設

け、実験とクイズを通して「発泡スチロールが環境にやさしいエ
コ素材であること」をわかりやすく説明し、発泡スチロールの有
用性についても体験してもらいました。
また、「展示コーナー」では、低炭素社会に貢献する優れた断
熱材の紹介や、高いリサイクル率で循環型社会に貢献している
ことを模型やパネルで展示しました。

「はってん祭り」への参加
2012年８月11日、九州工場が所在する植木町で「はってん祭
り」が開催されました。このお祭りには、みこしパレード、町民総
踊り等の催し物があり、九州工場も毎年参加しています。今回
は、「カキ氷」などの出店を出して地元の方へ振る舞い、積極的
に地域との交流を深め、来場者とのコミュニケーションを図りまし
た。

就業体験実習生の受け入れ
企業での就業体験を通して、仕事への関心・理解を深め、将来
に役立ててもらうためにインターンシップ制度を行っています。鹿
沼第一工場では、高校生対象のインターンシップ推進事業およ

び中学生対象のマイ・チャレンジ推進事業の一環として、地元
の学生を受け入れ、二次加工等の製造工程において、就業体
験実習を実施しました。

地域密着の活動
地域貢献の一環として、各工場では定期的に、工場周辺の清
掃活動等を行っています。
四日市第一工場では、昼休みを利用して、従業員・協力会社社
員など、約90名が参加して地域の美化に取り組みました。また、

発泡スチロール（EPS）のリサイクルPR
当社が加盟する発泡スチロール協会（JEPSA）では、EPSの再
資源化技術および用途の開発、廃EPSのリサイクル拠点設置
等のリサイクル活動を推進しています。
2012年には国内流通量の87.4％（マテリアル・リサイクル率
56.8％、サーマル・リサイクル率30.6％）がリサイクルされました。
JESPAでは「海の日」に合わせて「発泡スチロールの日」を設
定しています。そこでこの日、EPSのリサイクルをPRするために、
当社のEPS販売部門および鹿島工場、四日市第一工場の有
志が「うちわ」の配布を行いました。

植木町「はってん祭り」 設備技術グループにて部品整備実習 就業体験実習

交通安全啓発活動一斉清掃活動

「うちわ」配布

エコプロダクツ2012

鹿島工場（神栖市）でも、神栖市民の一斉清掃活動「クリーン
かすみの日」や、交通安全週間には街頭での交通安全啓発活
動に積極的に参加しました。このように、各地でその地域社会
のよりよい環境の実現に向けて、協力を続けています。
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各事業所が環境に与える負荷の低減に向けて取り組んでいます。

RC活動への取り組み

北海道工場

工場長
松下 昌宏

工場長
岡部　茂

工場長
大友 雅之

執行役員 研究所長
北浜　卓

工場長
奥山　満

工場長
三原 一博

工場長
山本 博史

所長
田中 正行

工場長
石川 光一

工場長
田中 和男

鹿沼第一工場

鹿沼第二工場

鹿沼研究所

鹿島工場

四日市第一工場

四日市第二工場

四日市研究所

関西工場

九州工場

北海道工場（江別市）は、石狩平野の中央にあり冬の降雪量も多く、四季を
通して風の強い地域に立地しています。総勢２６名の小さい工場です。「安
全最優先」を目標に掲げ、昨年度は労働災害事故ゼロを達成しました。ま
た、本年度もＲＣ活動を原点とし、①労働安全、②エネルギー原単位の改
善、③産業廃棄物の削減に取り組んでいます。さらに環境に優しい安全な
職場を目指し全員で取り組んで参ります。

栃木県のほぼ中央、東北自動車道鹿沼インターチェンジのすぐ隣に位置し
発泡製品を作る工場としては、恵まれた物流環境にあります。地域社会と
の関わりは、鹿沼工業団地総合管理協会を通じて、交通安全、周辺環境
保全、鹿沼さつき祭協賛等、綿密な関係を築き上げております。昨年は東日
本大震災を教訓とした、高圧ガス設備の防災対策、静電気着火事故防止
対策等の安全対策に取り組み、着火事故の大幅削減を達成しました。
今年度は、労災事故ゼロ、着火事故ゼロを目指し、継続している５S委員会
活動を強化して、より安全な工場の実現を図ります。

市内の約7割を森林に覆われた自然が溢れている鹿沼市。その東部を縦
断している東北縦貫自動車道鹿沼インターチェンジに隣接した工業団地
内にある事業所です。それぞれの素材に合わせたリサイクルシステムを運
用しながら、資源エネルギーの効率的利用に貢献してきました。今後も環境
に優しい発泡技術の追求によりワールドサプライヤーとして、省エネルギー・
環境保全に向けて、社会に貢献出来る事業所を目指します。

鹿沼研究所は当社の主力の鹿沼事業所と同じ工業団地内に立地してい
ます。また、周辺には世界遺産の日光を配し、豊かな自然と静かな環境のも
と、安全最優先で事業化を念頭に実践的研究開発活動を行っています。
昨年度のＲＣ活動では、廃棄物の社外排出量を社内回収および有価物化
の推進により、前年比25％以上減少させることが出来ました。本年度は、工
場照明の省エネ化更新を推進し、エネルギー原単位の更なる改善に取り
組みます。

化学会社の工場が数多くある鹿島臨海コンビナート地区に位置する鹿島
工場では、エネルギー原単位および環境負荷の低減を目標に、設備更新
時や新たに省エネルギー機器を導入することで、大きな効果を上げておりま
す。また、地域企業で構成される各種協議会や、神栖市による一斉清掃活
動および街頭での交通安全啓発活動等に積極的に参画することで、地域
および社会に、より一層貢献できる工場を目指して参ります。

四日市第一工場は、伊勢湾沿岸から２ｋｍほど内陸に位置しており、石油
化学コンビナートの一員として、安全環境最優先で、発泡性ポリスチレン
ビーズ（ＥＰＳ）の製造をしています。昨年は休業事故ゼロを達成しました。
今年もこれを継続すると共に、消費エネルギーと廃棄物の削減も、引き続き
推進してゆきます。また、同じ地域に立地する研究開発部門と共同で、いっ
そう環境に配慮した新製品の開発も進めてまいります。

四日市第二工場は、四日市市の南西部、南部工業団地内にあります。工場
近隣の方が多く働く中で、環境問題と安全には特に力を入れて操業してい
ます。現在はリユース活動を進めており、工場で使用するものは極力再利
用することで、廃棄物の削減を行っています。
昨年からは本社総合技術本部によるＲＣ活動監査も始まり、今以上に活動
の質を高めていく所存です。

四日市研究所は、四日市第一工場と同じ敷地内に立地しており、ＲＣ活動
は、工場と連携し取り組んでいます。一方、研究所の使命は新製品や新技
術の開発であり、独自の安全活動や法規制への対応も必要となります。昨
年度は、実験設備や化学物質の新規導入時のセーフティアセスメント手法
をより実効性が上がるように見直しました。本年度も「全ての災害ゼロ」を合
言葉に、環境･安全に配慮した新製品、新技術の開発に取り組んで行き
ます。

天然鮎の遡上する清流揖保川が縦断する、たつの市北部に位置する豊
かな自然に囲まれた関西工場は、地域社会との共存共栄と自然との調和を
大切にしながら、事業活動を通じて社会への貢献を目指しております。２０１
２年夏には、消防署や地元消防団と合同で大規模な防災訓練を実施しま
した。また２０１３年度は、工場一丸となって、“混ぜればゴミ分ければ資源”
を合言葉に、産業廃棄物削減推進活動に取り組んでおります。

九州工場は、昨年政令指定市となった観光都市熊本の北端にあり、周囲
は水田に囲まれ、南東には阿蘇の山 を々望むことができる自然豊かな場所
に立地しています。この場所は工業団地ではない為、環境基準が厳しく、
工場排水は用水路を経て農業用水としても使われる為、水質や環境影響
には特に気を配っています。昨年度のＲＣ活動の成果としては、省エネ活
動、廃プラの再利用、そして近隣住民の方 と々の話し合いを通して当社へ
の理解を深めて頂いた事が挙げられると思います。
今年は万が一の自然災害に対する予防体制をしっかり整え、安心できる工
場を目指して、更なるＲＣ活動の推進に取り組んで行きたいと考えています。
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関連会社のＲＣ活動に向けての取り組み・活動をご紹介します。

RC活動への取り組み

北菱イーピーエス株式会社

代表取締役社長
松本 攝郎

代表取締役社長
石川 好博

当社は発泡スチロールの魚箱、加工箱一般容器を主体に製
造・販売を札幌中心に道央圏で行っており工場は石狩地区の
石狩湾に近い工業団地に立地しています。
工場の環境保全・安全の取り組みは、安全衛生委員会の毎月
実施、またＪＳＰグループ環境安全推進協議会に沿い従業員教
育や作業環境管理を更に向上できるよう努めます。

株式会社KP

当社はJSPグループの中で主にPSPの成形加工を行い、トレー、
カップ麺容器等を製造しております。
発足当時より社内で発生した端材の再資源化を実践し環境負
荷の低減に取り組んでおります。
今後もリスクアセスメント、安全教育の充実、省エネの推進を図
り、安全・安心な企業として安定生産に取り組んで参ります。

NK化成株式会社

代表取締役社長
塩坂　建

当社は、茨城県の下妻市とひたちなか市に工場があり、発泡ス
チロールの成形・販売を展開しています。環境・安全の取組は、
環境・安全衛生推進委員会活動と定めた「安全１０則」を毎月
曜日の朝礼で、２つずつ唱和し、「ゼロ災でいこう　ヨシ！」で締
めています。環境保全は、省エネルギーの推進を中心に推進し
ています。

油化三昌建材株式会社

代表取締役社長
多賀　誠

油化三昌建材株式会社は、１９６８年断熱性床下地材「ネダ
フォーム」の発売以来「EPS」断熱建材をRC造から木造建築ま
で幅広く研究・製造・販売している会社であります。省エネ対応
断熱材の製造・販売において、環境関連法規を順守し、地域・
地球環境の保全に配慮した企業活動を推進し、安全と環境保
護につとめてまいります。

本州油化株式会社

代表取締役社長
和田 芳直

当社は、労働災害ゼロ継続・省エネルギーの推進・リサイクル活
動強化を３本の矢としてJSPグループRC活動に取り組んでいま
す。安全維持の経験値を若年世代に伝える教育の強化、ボイ
ラー運転効率に対応した柔軟な生産計画による省エネルギー
の実現、自社製品の回収推進を今期のテーマに掲げ、鋭意推
進しています。

日本アクリエース株式会社

代表取締役社長
飯島 昌明

当社はJSP鹿沼研究所隣の鹿沼第三工場を貸与して頂き、６
台あるＴダイ押出機でソリッドシートを生産しています。JSP鹿沼
地区から回収し鹿沼再資源センターで再処理されたリサイクル
オレフィン系樹脂をコア材にした多層養生シート（MLボード）も
生産しています。地球環境にやさしく、安全安定な装置稼働、
法令遵守に努めます。
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