


Deliver with WOW!
～一人ひとりの力を結集し、組織力アップ！～
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代表取締役社長

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

　当社は2004年度から「環境報告書」の発行を開始

し、日本化学工業協会主催のRC（レスポンシブル・ケ

ア）委員会に加盟した翌年の2013年度から、安全や

社会との関わりについての紹介を始めるとともに、名

称を「RC報告書」としました。

　「RC報告書2020」は、当社の取り組んでいる環

境・安全と社会に関する活動を広く報告すること、お

よびステークホルダーの皆様とのコミュニケーション

を促進することを目的として作成しました。できるだ

けわかりやすく、誠実に開示することを心がけて、編

集しています。

編集方針

2019年度（2019年4月1日～2020年3月31日）
※一部2020年度の内容を含みます。

報告期間

JSP本社および直轄の11工場、２研究所
国内の営業所を除き、海外での活動も含む

報告対象範囲

環境報告ガイドライン2018年版/環境省

参考にしたガイドライン

2020年10月
前回発行：2019年10月
本報告書の内容はJSPのホームページにも掲載して
います。どうぞご覧ください。
https://www.co-jsp.co.jp/

発行

CONTENTS トップメッセージ

編集方針

トップメッセージ

事業紹介

RCマネジメント

RC中期目標と2019年度RC活動実績
および2020年度RC活動計画

　● 環境保全
　　 In Focus

　● 保安防災
　　 In Focus

　● 労働安全衛生

　● 化学品・製品安全

　● 物流安全

社会との対話－ステークホルダーとともに
　　 In Focus

グループの活動報告

　RC活動全般

　海外グループの活動

　国内グループの活動

コーポレート・ガバナンス

業績ハイライト

会社概要

部門長、安全衛生スタッフ、現場がよく話し合い、総
合的に取り組んでいきます。
また、中期経営計画の基本方針に則って行動し、
2020年度予算の数値目標を達成し、さらに次期ス
テージへのステップアップに繋げることが重要で
す。中期経営計画の数値目標を達成することは、決
して簡単ではありませんが、具体的なアクションプ
ランを共有し、各自の役割に落とし込んで全員参加
で計画を進めていきます。さらに、アクションプラン
そのものを適宜見直しながら、確実に進め、より高
い収益を達成していきます。
そのためには経営方針“Deliver with WOW!”

の考えを具現化することです。他社にない性能·機
能、サービスのレベルなどによって、顧客に感動・驚
きを与えることで「JSPの製品」というブランドの形
成を目指します。
加えて、プラスチック問題への対応も重要です。

昨今、海洋プラスチックや地球温暖化など、さまざ
まな環境問題に対する関心が高まっています。JSP
として何ができるのか、何をすべきかを議論する年
にしていきます。
もちろん、人材も大切です。ワクワクできる職場、
成長を感じられる職場にするために人材育成を重
要テーマとして取り組んでいきます。
そしてレスポンシブル・ケア活動の柱である「環

境保全」「保安防災」「労働安全衛生」「化学品・製品安
全」「物流安全」「社会との対話」について3か年ごと
に中期計画を定め、改善活動に取り組んでいます。
今後も安全と環境対応を重視しながら、「グロー

バルサプライヤーとして社会から必要とされる企
業」を目指してまいります。

以上

2020年度は、中期経営計画「Deeper & Higher
2020」の最終年度です。「差異化戦略の推進」「成
長戦略の推進」「経営基盤の強化」を基本方針とし、
外部環境の影響を受けにくい体質への転換を目指
していますが、まだまだ不十分です。期初に策定し
た諸施策を確実に実行できたか、できていない部
分はどこか、何故できなかったかなどの要因をしっ
かり分析し、2020年度に反映させていきます。
とかく無事故無災害や安全安定な生産を最重要
課題として取り組んでいますが、2019年度は31 
件の業務災害(国内JSPグループ)が発生してしま
いました。安全衛生·環境保全の文化を醸成するた
めに、今後も安全衛生管理体制をもっと機能させ、
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軽量性

断熱性

防音性

防振性

緩衝性

発泡樹脂素材メーカーとして、
人々の暮らしを支えていきます。

事業紹介

JSPは1962年の創業以来、世界初となる独自製品を次々と世の中に送り出し、
常に発泡樹脂業界を牽引する存在であり続けてきました。
発泡樹脂素材の特性を最大限に活かした当社の製品群は、あらゆる分野で活用され、
環境負荷の低減と豊かで便利な社会づくりに貢献しています。

省エネルギーへの貢献
CO2排出量削減への貢献

自動車の燃費向上

省エネルギーへの貢献
CO2排出量削減への貢献

より快適な暮らし

食品産業廃棄物削減への貢献
食品の保護

廃棄物削減への貢献
製品の保護

生活環境保全への貢献
工事の騒音抑制

生活環境保全への貢献

交通機関、工事の
振動を軽減

省資源
高度な発泡技術を活かし、樹脂
に大量の空気を含ませ、必要最
低限の原料で製品を製造してい
ます。限りある資源を大切に活
用しています。

リサイクル
発泡スチロールや食品トレーな
どの製品は、使用後、市場でリサ
イクルされ、再生原料として広く
使用されています。また、当社の
製造工程で発生する樹脂の端材
は自社で回収して原料に戻し、再
び製品の製造に使用しています。

発泡樹脂素材の
特性を最大限に
活かして

サステナブルな
社会の実現に

貢献

運送時の荷物の保護に

工事の振動も軽減

優れた防音性を持つパネル

魚介類の鮮度を保持する魚箱

住宅用の断熱材にも

交通機関の振動を防ぐ「ミラブロック」

建築物の断熱材「ミラフォーム」

自動車部品に採用されている
「ピーブロック」

多くの箇所に採用されている

食品容器に

割れ物の保護最適な「ミラマット」
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　個々の事業場で的確にPDCAが回されている
かを統一した判断基準で評価するため、環境安全
担当責任者および担当部門のメンバーが年に1回
各事業場を回り、RC監査を実施しています。
　2019年度は12事業場（研究所を含む）につい
て、現地監査しました。その際、各事業場の活動内
容に基づいて定めた「チェックリスト」をもとに、
管理文書類や法規制への対応状況の確認、現場の
視察、さらに各事業場における懸案事項や重点課
題のヒアリングなどを実施しました。

　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」を設置していま
す。ここでは、RC活動に関する総合的方針を協
議・決定するほか、RC監査の結果をもとに活動目
標や中長期計画書を策定するとともに、各種社内
規定を制定、改廃しています。
　2019年度は、JSPとJSPグループ関連会社のRC
活動の情報交流の深化を目的とした「RC会議」を
開催したほか、RC活動の効果的な推進のためJSP
グループ関連会社を対象とした「環境安全推進協
議会」「環境安全現状把握」を実施することで、当
社全体のRC活動の活性化を推進しています。

　RC活動の基本となる、「環境保全」「保安防災」
「労働安全衛生」「化学品・製品安全」「物流安全」
「社会との対話」の６項目に関して、的確なPDCA
を回す活動に努めています。
　まず、RC活動の「中期計画」を策定するととも
に、各事業場が中期計画達成のための「RC活動計
画」を作成（P：Plan＝計画）し、実行（D：Do＝実
施・実行）します。そして、その活動の進捗状況お
よび達成度を確認するための「RC監査」（C：
Check＝点検・評価）を行います。
　さらにRC監査の結果を取りまとめ、会社経営
層において活動の見直しを実施する「環境安全会
議」を開催し、次の活動に反映させ（A：Action＝
処置・改善）スパイラルアップすることで、活動の
継続的な改善を図っています。

JSPグループは「企業理念」を実践する手段として
RC活動を推進しています。

Plan／計画
JSPの「環境・安全方針」「中期
計画」に基づき、各事業場が
「RC活動計画」を作成

Do／実施・実行
「RC活動計画」に基づき運用
実施

Check／点検・評価
RC監査実施

Action／処置・改善
RC監査における問題点の抽
出結果をもとに「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パイラ
ルアップ）

ＲＣ活動方針
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。

安全方針
安全と安定操業は企業活動の基盤であることを銘じ事故・災害を防止します。
法規制その他の基準を順守し、安全衛生、保安防災、製品安全に努めます。

安全衛生管理及び保安防災体制の継続的改善を実施し、
全社一丸となって安全衛生活動、保安防災活動に取り組みます。

環境方針
地球環境を守る企業活動と環境に優しい製品づくりを実践します。

法規制その他の基準を順守し、環境保全に努めます。
環境マネジメントシステムの継続的改善を実施し、環境パフォーマンスの向上に努めます。

企業理念
物流安全

社会との対話

化学品・製品安全 労働安全衛生

保安防災

環境保全

社長

総合技術本部
（RC推進事務局）

北海道工場

鹿沼事業所

鹿沼研究所

鹿島工場

四日市第一工場

四日市研究所

四日市第二工場

関西工場

北九州工場

九州工場

環境安全会議

JSPグループ
環境安全推進協議会

RC監査

RC会議

環境安全現状把握

RCマネジメント

継続的な
改善活動

P

D

C

A

P

D

C

A

RC活動におけるスパイラルアップ RC監査

RC推進体制
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各事業場で活動を運用中(事業
場内の会議でエネルギー原単
位の変化要因を確認)

Ⅰ）月次にてエネルギー消費原単位変動要因の解析
および対策を継続

Ⅱ）工場間等で装置トラブル情報の共有化と未然防
止対策を継続 各事業場で活動を運用中

省エネ計画についても、PDCAを回し管理する

Ⅰ）代替発泡剤で安定生産する方法の情報提供継続(鹿
沼ミラフォーム工場)

①エネルギー消費原単位を5年度間平均１％以上改
善する　

Ⅲ）代替発泡剤への転換準備を継続(その他ミラフォー
ム生産工場)

Ⅱ）代替発泡剤で安定生産(関西新工場)④2017年度PRTR対象物質排出量を80%削減する

RC中期目標(2018年度～2020年度)と2019年度RC活動実績および2020年度RC活動計画

活動を運用中

①ＪＳＰグループとしての環境安全活動の推進
・国内外グループ企業とのコミュニケーションの
継続（協議会・査察・連絡会）

・グループとしての保安防災、労働安全活動の
推進

RC中期目標
（2018年度～2020年度） 2020年度RC活動計画RC中期目標の達成状況

2019年度

RC活動結果ＲＣ活動計画

JSPグループ(国内)休業業務災害ゼロの達成

Ⅰ）作業内容変更時等にもリスクアセスメントを実施

Ⅳ）潜在的なリスクにも着目した安全巡回実施 各事業場で活動を運用中 Ⅲ）作業開始前にKY（危険予知）等の実施

Ⅱ）安全基準の順守状況を継続的に確認(ルールを守ら
ない理由を確認し、根本的なリスク低減対策を実施)Ⅲ）安全基準の運用状況を確認する 事業場の安全巡回等を活用し、

安全基準の運用状況を確認中

各事業場で活動を運用中物流および製品流通における環境・安全の確保

活動を運用中

①ＲＣ報告書の継続発行

②RC報告書をCSR報告書へ移行する検討

③地域の行政および住民との対話継続

①化学物質リスクアセスメントの着実な実行 化学物質リスクアセスメントの着実な実行リスクアセスメントを着実にする体制づくりを継続 リスクアセスメントを継続中

原材料・製品に関する漏洩および飛散トラブルゼロ原材料・製品に関する漏洩および飛散対策を継続 各事業場で活動を運用中

静電気原因の着火トラブルゼロの達成 各事業場で活動を運用中 潜在的な着火リスクを見つけ、リスク低減対策を実施静電気原因の着火トラブルが7件発生し中期
計画未達

③2017年度実績に対し産業廃棄物排出量を20%削
減する

RC中期目標の達成（2017年度実績に対し産業廃棄物
排出量を20%削減する）

2017年度実績に対し産業廃棄物排出量を10%以上
削減する 各事業場で活動を運用中 2017年度実績に対し産業廃棄物排出量は

155%で中期計画未達

5年度間エネルギー消費原単位は99.8%で中
期計画未達

各事業場で活動を運用中

Ⅰ）代替発泡剤で安定生産する方法の情報提供継続
(鹿沼ミラフォーム工場)

Ⅱ）代替発泡剤で安定生産(関西新工場)
Ⅲ）代替発泡剤への転換準備を継続(その他ミラ
フォーム生産工場)

2017年度との比較でPRTR対象物質排出量
は削減中(鹿沼ミラフォーム工場、関西新工場
にて発泡剤の転換実施済み)

⑤水使用量の適正管理(2017年度使用量の継続) 水資源の効率的使用の推進を継続し実施水資源の効率的使用の推進を継続し実施 各事業場で活動を運用中 目標達成中

②埋立物排出量の削減を継続(2017年度全社埋立
物排出量を超えない管理) 埋立量削減を継続埋立量削減を継続 各事業場で活動を運用中 活動継続

②規程類の見直しを含むＲＣ管理システムの継続的
な改善 RC管理システムの継続的改善RC管理システムの継続的改善 活動継続中

Ⅱ）会議の運用形態見直しおよび環境安全推進協議会
の充実

Ⅱ）会議の運用形態見直しおよび環境安全推進協議
会の充実

RC会議および環境安全推進会議、および工場
訪問にて、RC活動内容を把握

Ⅰ）労働災害情報および環境データの入手と対応Ⅰ）労働災害情報および環境データの入手と対応 活動継続中

Ⅲ）海外グループ会社から環境・安全データ(労災情
報)の入手およびアジア地区を対象にした環境・安
全に関する現地調査継続

Ⅲ）海外グループ会社から環境・安全データ(労災情報)
の入手およびアジア地区を対象にした環境・安全に
関する現地調査継続

中国(東莞・武漢)の工場にて、環境安全活動を
把握

Ⅱ）休業災害に至る可能性のある事象に対してリスク
アセスメント実施

休業災害に至る可能性のある
事象や過去の休業災害の事例
に対してリスクアセスメント
実施

Ⅰ）JSPのマニュアルに基づきリスクアセスメントを実
施する

JSPのマニュアルに基づいて
いない事業場にはRC監査時
に改善を要請

JSPグループ(国内)休業業務災害は10件発
生で中期計画未達

ドライバーの拘束時間削減(積み込み時間の削減) ドライバー拘束時間削減（13時間内労働）構内における荷待ち時間は改善

構内における積み込み下し時の具体的安全対策およ
び標準化

構内作業における積み込み時の具体的な安全対策の
標準化積み込み時のリスクは低減

新しい内容を継続し取り入れRC報告書の充実を図る新しい内容を継続し取り入れRC報告書の充実を図る 10月にRC報告書を発行

RC報告書にCSR報告書の要素を取り入れるRC報告書にCSR報告書の要素を取り入れる RC報告書にCSR報告書の要素を追加

関係団体および地域住民等との対話機会の拡大を継続関係団体および地域住民等との対話機会の拡大を
継続 各事業場で活動継続中

各事業場で活動を継続中
②原材料・製品に関する漏洩および飛散トラブル
ゼロ

環境保全

保安防災

労働安全
衛生

化学品・
製品安全

物流安全

社会との
対話

RC活動全般

静電気に対する管理漏れを防止し、静電気の管理を継
続する
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インプット／アウトプット 2019年度の事業活動で生じた環境負荷は下記の通りです。

JSPの事業活動

環境保全
環境負荷低減活動を計画的に推進しています。

110

100

90

0

（%）
寄与率方式によるエネルギー原単位の対前年度比

77,530

76.4

74,161

73.1

80,979

79.8

　2019年度の温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量は、対前年
度比で約4.3％減少(3,369t-CO₂減少)、2005年度対
比では約26.9％削減しました。その要因としてエネル
ギー使用量が対前年度比0.6％減少(202kl)したこと、
電力会社による化石燃料の効率が良い発電を使用して
いることが挙げられます。また、当社の鹿沼第二工場で
は、2019年度に太陽光発電設備の設置が完了し、今後
はクリーンエネルギーを発電し活用していく予定です。
　当社の製品である発泡素材は、自動車に使用される
場合は燃費を向上させ、住宅の断熱材として使用される
場合は冷暖房効率を向上させるなど、ご家庭の自動車
や住宅の見えないところで温室効果ガス排出量の削減
に貢献しています。
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In Focus

事業場での環境意識の向上
産業廃棄物のリサイクルを推進し、最終埋立量の削減に取り組んでいます。

鹿沼第二工場での取り組み

鹿沼研究所での取り組み

INPUT

OUTPUT

水使用量

5,165t

廃プラスチックリサイクル量

127,028t
原料投入量

36,488kl
エネルギー使用量（原油換算）

開発研究 生産 販売

鹿沼第二工場では、製造工程で廃棄物として汚
泥が排出されます。これまでは埋立処理をしてき
ましたが、環境に与える影響を最小限に留めるた
め、汚泥をリサイクルする方法を探した結果、路盤
材という資源に転換できました。また、通常は排出
される汚泥は水分を含み重量が増すため、回収の

際に負担となってきましたが、水分量を調整する
設備を導入し、より資源化を容易にしました。これ
によって2015年に94ｔあった最終埋立物の排出
量が2016年度にはゼロになり、現在まで埋立物
の排出量ゼロを達成し続けています。

鹿沼研究所では、廃棄物の最終埋立量を削減
するため、廃棄物を「再資源化できるもの」「有価
物として売却できるもの」「それ以外のもの」に分
類、分別しています。「それ以外のもの」について
は焼却・破砕処理の可否で分け、処理できないも
のに分類された廃棄物は専用コンテナに入れま
す。この際、「廃棄物の内容」と「廃棄理由」を書い
た報告書の事前提出を義務付けています。これに
よって出所不明の廃棄物の混入を防止するととも

に、再資源化・有価物化できる廃棄物が入れられ
ていないかの確認、専用コンテナ内の廃棄物量の
把握などができるようになります。また、専用コン
テナは一定量に達したところで産業廃棄物処理業
者へ排出し、さらに業者が分別、焼却、再資源化す
ることで埋立処分にならないよう処理をしていま
す。その結果、鹿沼研究所では2016年度から埋
立排出量削減を継続しています。

（t）
最終埋立量の推移
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22

2015 2016 2017

17

104

41

　ＲＣ中期計画では、2019年度の最終埋立物の排出量
目標として「埋立物排出量の削減を継続（2017年度全
社埋立物排出量を超えない管理）」を掲げ、各事業所で
計画的に削減活動を実施しました。その結果、中国によ
る廃プラスチックの輸入停止などの影響を受けました
が、徹底した削減の努力が実を結び、影響を最小限に抑
制しました。

　当社は、製造工程において水を使い捨てずにリサイク
ルする水循環システムによって生産活動をしています。
2019年度は、酷暑であったことから冷却効果のある屋
根散水を取り入れる工場が増加しましたが、製造工程で

120

80

40

0
（年度）

水使用量の削減

最終埋立量の削減温室効果ガス（GHG）排出量の削減

水を減らすさまざまな工夫を施し、前年度を下回る水使
用量になりました。

　2019年度は、エネルギーの使用寄与率※から算出し
たエネルギー原単位の対前年度比が101.2％と悪化
し、「対前年度比でエネルギー原単位を良化させる」と
いう目標は未達となりました。また、5年度間平均原単位
変化は99.8％となり、「エネルギー原単位を年平均1％
以上向上させる」という目標も未達でした。2020年度
は、各事業場で省エネ活動のPDCAサイクルを積極的
に回すとともに、鹿沼第二工場で太陽光発電を本格的に
稼働させます。

エネルギー使用量の削減

※寄与率方式によるエネルギー原単位の前年度比：製品群ごとにエネルギー
消費原単位を算出し、事業者全体のエネルギー使用原単位の対前年度比に
ついては、製品群ごとのエネルギー使用量割合に比例して計算したもの。
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式の講習を受けました。受講者からは「身近な人を守る
ための知識を得られた」「万が一の場面に出くわしたと
きに経験を活かしたい」との声がありました。

　鹿沼事業所は、毎年、電気使用安全月間である8月に
関東電気保安協会による電気安全講習会を開催してい
ます。2019年度は、鹿沼事業所全体から38名が講習に
参加。「電気の危険性や電気を扱う作業に対しての意識
の改善」という目的のもと、電気に関する基礎知識や低
圧電気事故に関するDVDの視聴、ショート実演の3本立
ての講習を受講しました。
　講習を通して、感電死亡事故は低圧電気での発生が
全体の65％と多いこと、普段操作している盤であっても
死亡事故に繋がる可能性があること、さらに感電事故の
防止には漏電遮断器や適切な保護具の着用が有効であ
り、作業前点検や機器の適切な使用方法を知ることで不
意の事故を防ぐことができると分かりました。
　また、ショート実演ではスパークが発生するところを実
際に見ることで、感電だけでなく、可燃物を多く扱うなか
での電気による火災の危険性を知ることができました。
　電気を扱うことの少ない担当者にも電気の危険性や
点検の重要性を認識するよい機会になるとともに、今後
も意識向上のため
に講習会を実施し
ていきます。

保安防災
さまざまな予防措置を実施することで災害リスクの低減に努めています。

　当社は、事故・災害といった緊急事態の発生に備え、
被害を最小限に抑えるために各事業所で定期的な防災
訓練を計画・実施しています。
　例えば、茨城県鹿島臨海工業地域に立地する鹿島工
場では、コンビナートの一員として、安全な工場を目指し
ています。2019年12月には「震度5強の地震によって
タンク配管に亀裂が発生し、危険物の漏洩・火災が発
生。自衛防災隊が出動し、初期消火を行う」というシナリ
オに基づき、消防署に通報する訓練も含めた総合防災
訓練を実施しました。訓練後の反省会では、活動状況や
改善すべき点を話し合い、マニュアルの改訂や訓練計画
書のブラッシュアップを図っています。同工場では、少な
い人数で対応するため、一人でも放水できるカート付き
の放水銃座や情報共有を図るための防爆型トランシー
バを備えるなどの工夫をしています。
　このように自然災
害などの不測の事
態への対応、直面し
た危機に対して迅速
かつ的確に対応で
きる訓練を実施する
ことで、事故や災害
の拡大防止に努め
ています。

　日本では毎年約7万人が心臓の異常による心臓突然
死で亡くなっています。そのほとんどは、心臓がけいれ
んして全身に血液を流すポンプ機能を失った「心室細
動」が原因です。唯一の治療法はAED（自動体外式除細
動器）などによって電気ショックを与えることです。
　そうしたなか、当社は各事業所にAEDを設置し、救命
救急講習を開催しています。2019年度は、本社では危
機管理室と本社衛生委員会が共同で救命救急講習を開
催。丸の内消防署救命係の方をお招きして、心肺蘇生や
ＡＥＤ、異物除去、止血法などを学ぶコースを、本社に勤
務する若手からベテランまで幅広い年代の社員26名が
受講しました。また、複数のグループに分かれて実践形

救命救急講習

電気安全講習会

総合防災訓練
In Focus

静電気による火災を防ぐために
事業場での静電気による着火トラブル防止のため、帯電圧低減措置を進めています。

静電気による火災背景

放水中の様子

鹿沼第一工場救命救急講習

本社救命救急講習

電気安全講習会

日常生活の中でも時々発生する静電気。その静
電気は、放電される際に火花を生じさせることが
あります。火花が引火性の物質と接触してしまう
と火災が発生し、大きな事故に繋がる恐れがあり
ます。日本では、毎年3～4万件の大きな火災が発
生※していますが、そのうち100件程度が静電気
によるものです。また、火災にまで至らない小規

模な着火も数多く発生しています。
当社製品の製造工程では静電気が発生しやす

く、また発泡剤として可燃性ガスを含有する製品
もあるため、静電気による着火を防止することは
非常に重要です。
※総務省消防庁「消防白書」

ブロワータイプの耐水除電器

鹿沼ミラフォーム工場での取り組み取り
組み

当社では、アース線の適切な接地はもちろん、
ウォーターミスト噴霧器や除電器を使用し、製品
の帯電圧を下げることで、着火トラブル防止に努
めています。
鹿沼ミラフォーム工場では、2019年度よりブ

ロワータイプの耐水除電器を新たに導入し、
ウォーターミスト噴霧器と併用して設置していま
す。従来のミスト噴霧器の設置方法では噴霧でき
る範囲が狭く、ピンポイントでの加湿しかできま
せんでした。そこでブロワータイプの除電器を採
用し、ミスト噴霧器の背後に設置することによっ
て、広範囲なミスト噴霧が可能となり、十分な加湿
ができるようになりました。ブロワータイプの除
電器については、通常の除電器では加湿環境下で
除電性能が落ちるため、ミスト噴霧下でも性能の
維持が可能な耐水仕様のものを採用しています。

この除電器はメーカー立ち合いのもとで耐水性
能を検証して設置しました。現在は工場担当者が
定期的に耐水性能の維持状況を確認しています。
この取り組みによって、従来よりも着火リスクの
低減を図ることができました。他のラインにも水
平展開し、着火トラブルゼロを継続しています。

今後の改善点今後

生産する製品の厚さや幅によって除電器の最
適な位置に微妙なズレが生じてしまうという課題
があります。対策として、除電器の設置角度の調
整が容易となる治具の作製を検討しており、ミス

トに関しても噴射量が調整できるよう流量計の設
置を検討しています。また、ミストや除電器は、定
期的な清掃が必要となるため、管理の徹底を推進
していきます。
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※度数率：100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数

構内グループ会社 独立グループ会社JSP本体■ ■ ■

休業業務災害度数率※の推移
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※GHS：Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicalsの略。化学品の分類および表示に関する世界調和システム

労働安全衛生
安全で働きやすい職場環境の維持に努めています。

化学品・製品安全
化学物質の適正な安全管理に取り組んでいます。

　2019年度の労働安全衛生の活動計画の１つとして、
当社は「潜在的なリスクにも着目した安全巡回」を掲げ
ました。
　鹿沼第二工場、四日市第二工場、北九州工場の3工場
では、作業の開始から終了までを作業者のそばで観察す
る手法の安全巡回を取り入れ、潜在的なリスクを洗い出
しています。また、そのリスクに対してリスク低減措置を
施し、作業者がより安全に働ける環境を整えています。
今後も事故を未然に防ぐ取り組みを実施していきます。

　JSPグループでは、休業災害の撲滅が労働安全衛生
における重要課題であると認識し、RC中期目標(2018
年度～2020年度)として「休業災害ゼロ」に向けた取り
組みを推進しています。
　2019年度は例年に比べて業務災害の多い１年となっ
てしまいました。なかには、なぜそのような行動をとって
しまったのか理由が不明確なものもありました。本質的
な安全対策を最優先で行うとともに、2019年度から運
用している「JSPグループ安全管理基準」の順守状況の
確認や作業者へ繰り返しの安全教育も徹底していきます。

　安全衛生活動の推進や社員一人ひとりの安全衛生へ
の意識向上を目的に、当社は2018年度から安全衛生活
動の模範となるべき優秀な事業場を表彰する「安全衛
生表彰」をスタートしました。厳正な審査の結果、2019
年度は鹿沼第三工場とJSPモールディング（株）が安全
衛生表彰の銅賞に選ばれました。
　

　当社は、事故を未然に防ぐために2019年度も休業災
害に至る可能性のある事象に対してリスクアセスメント
を実施し、労働安全衛生活動に努めました。
　「リスクアセスメント」とは、潜在的なリスクにアプロー
チする手法のことで、見つけ出したリスクに対して低減
対策を講じることを指します。さらに、リスク低減対策を
実施したことで、どの程度リスクが低減されたかを再評
価し、残留リスクの明確化とその対策の見直し、従業員
への周知徹底を図るというのが一連の流れです。
　社内で運用している「労働安全に関するリスクアセス
メント実施マニュアル」に基づき、本質的なリスク低減措
置を進めていきます。

の）と同様に定性的で、物質の化学的性質や物理的性
状、取り扱い量、作業時間、作業環境を特定し、マトリック
スを用いてリスクレベルを判定することができる手法で
す。同工場はJISHA方式を取り入れたことで、さらに詳
しく、簡単に、現場レベルでもリスクの判定ができるよう
になりました。

■ RoHS2指令への対応
　欧州向けの電気・電子製品などに使用される関連製品
は、RoHS2指令（特定有害物質の使用制限）に対応してい
ることが要求されます。そのため、当社製品への有害物
質（10物質）の不含有を証明する目的にJIS Q 17025※

の認証を取得している分析機関で定期的に製品を分析・
確認し、安全性情報を提供しています。

■ 食品容器包装用途等の安全性情報提供
　当社の取り扱い製品のうち、食品に接触する、あるい
は食品に接触する可能性のある容器包装用途に使用さ
れる製品について、2020年6月1日に施行された改正
食品衛生法のポジティブリスト制度への適合（施行後5
年間の経過措置の範囲内であること含む）に関する報告
書を発行し、当該製品の安全性情報を提供しています。

■ GHS※に対応したSDS（Safety Data Sheet）の提供
　当社の製品を安心してお使いいただくために、法令等
で安全データシート（SDS：Safety Data Sheet）の作成
が義務付けられている製品に限らず、その他の製品につ
いても国際統一ルールであるGHSに対応した国内規格
JISに基づき、分類・表示対応したSDSを製品ごとに作成
し、安全性情報を提供しています。

　当社は、PRTR法※に定められた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部に移動した量
を調査し、行政機関に毎年報告をしています。
　2019年度は、届出対象の462物質の中で取り扱い
実績のあった12物質を届け出ました。排出量の合計は
約310ｔで、前年度に比べ約48％（283t）減少しました。
排出量が減少した理由は、発泡剤として使用しているク
ロロメタンを2015年度から段階的に代替物質に転換し
ており、2019年度は関西工場でも実施した成果です。

　当社は、化学品・製品安全のRC中期目標（2018年度
～2020年度）として「化学物質のリスクアセスメントの
着実な実行」を掲げ、使用している化学物質に対して定
期的にリスク評価しています。
　九州工場では、JISHA（中央労働災害防止協会）方式
による、化学物質のリスクアセスメント手法を取り入れ
ています。JISHA方式とは、コントロール・バンディング
法（厚生労働省がWEBシステムとして改良・開発したも

PRTR物質排出削減の取り組み

化学物質のリスクアセスメント

※PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促
進に関する法律

■ 労働安全に関するリスクアセスメント

■ 潜在的なリスクにも着目した安全巡回

製品の安全管理

※JIS Q 17025：試験所および校正機関の能力に関する一般要求事項

「休業災害ゼロ」に向けた取り組み

安全衛生表彰

潜在的なリスクへの対策

鹿沼第三工場での表彰式の様子

2019

政令
指定
番号

物質名
大気 水域 土壌 合計

排出量（t） 移動量
（t）

128

240

9

－

クロロメタン

スチレン

アクリロニトリル

その他の物質

PRTR法対象物質合計

307.96

1.32

0.18

0.13

309.59

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

307.96

1.32

0.18

0.13

309.59

0.00

3.00

0.04

0.96

4.00

PRTR法届出 排出量の多い物質

休業業務災害の発生件数
■ 構内グループ会社 独立グループ会社JSP本体 ■ ■

15

JSPモールディング㈱、鹿沼第二工場合同受賞

（件）

6

3

10

1.7

3.2

2.2

1.2

0
1.3

4.6

3.7

2.4

1413 JSP  RC報告書2020 JSP  RC報告書2020



■GHG排出量（t）

物流におけるGHG排出量と排出原単位の推移

物流におけるエネルギー使用量とエネルギー原単位の推移

4,000

3,000

2,000

1,000

0
20182016 20172015 （年度）

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0

0.04

0.03

0.02

0.01

0
2019

9,804

■原油換算エネルギー使用量（kl） ■ エネルギー原単位（ｋｌ/t）

■ 排出原単位（t-CO₂/t）

3,724

0.0304

3,828

0.0313

3,706

0.0311

3,655

0.0308

3,689

9,899

0.08094

10,174

0.08326

9,850

0.08264

9,716

0.08519

201720162015 （年度）2018 2019

0.0321

0.08185

物流安全
物流面でもさまざまな環境安全活動の向上に取り組んでいます。

■ 「フレックスタイム制度」の導入
　一人ひとりのライフスタイルが多様化するなか、当社
は従業員が仕事とプライベートの時間のバランスを取
りやすくするために、2019年7月から「フレックスタイム
制度」の運用を開始しました。
　これによって、時間の使い方についての意識が変わり、
時間を効率的に使うという従業員が増え、時間外労働の
削減や仕事とプライベートの両立に繋がっています。

■ プラモデル文化祭初開催
　鹿沼事業所では、生き生きとした職場づくりの提案と
して、ものづくりメーカーならではのイベントである「プ
ラモデル文化祭」を初開催。初心者も含め、全事業所か
ら総勢62名の社員が参加しました。
　プラモデル作品の展示会場となった鹿沼第一工場に
は、近隣の事業所から多くの見学者が訪れ、社内の電子
掲示板では動画が配信されました。イベント期間中は、
文化祭の話題でコミュ
ニケーションの輪が大き
く広がり、職場に良い変
化を感じることができま
した。

■ 当社のQCサークル活動が
　外部の大会で「体験事例優秀賞」を受賞
　当社は、現場の第一線で働く社員が主体となって、製
品・サービス・仕事などの質を管理・改善するQCサーク
ル活動を展開しています。
　2019年7月にはJSPモールディング（株）のホワイト
キャリーサークルが、神戸で開催された社外の全国大会
に出場しました。ハンディキャップがあるチャレンジ社員
と協力し、増産体制を整えると
いう取り組みを発表し、参加者
が選ぶ感動賞と、さらには体験
事例優秀賞を受賞しました。

　当社では、定期的にお客様の声を収集し、顧客満足度
の向上に努めています。また、品質方針を制定し、共有
すべき品質の考え方や品質の監視・是正を円滑に実施
するための責任と権限を定めているほか、本社および各
生産拠点でISO9001の認証を取得し、品質マネジメン
トシステムを構築しています。さらに、製品の品質レベル
を維持し、開発、調達、製造のあらゆる部門で管理を徹
底しています。

■ 情報発信
　JSPグループでは、ステークホルダーの皆様にご理解
を深めていただくため、決算短信、有価証券報告書、適
時開示資料をはじめ、ホームページでの積極開示や年2
回の株主通信、コーポレートレビューなど各種情報発信
をしています。
　また、取材やプレスリリース、広告などでは、業界紙や
専門誌へターゲットを絞り込み、対象を最適化させたメ
ディアプランによるブランディングを実施することで、
企業認知度の向上に努めています。

■ 決算説明会、工場見学会を実施
　毎年、アナリストやファンドマネージャー向けの決算
説明会を実施しており、その中で経営トップが決算の内
容や事業戦略、長期ビジョンや中期経営計画などについ
て語っています。
　また、IR部門ではフェア・ディスクロージャー・ルール
を順守し、年間100回程度の個別ミーティングを実施し
ているほか、証券会社を対象としたスモールミーティン
グや工場見学会、機関投資家と社長の1ON1のミー
ティングなどを実施してい
ます。
　こうした活動を通じて、適
正株価の形成や企業価値
の向上を目指しています。

社会との対話

検討。その結果、各工場構内の待ち時間削減を図るために
「受注ルールの見直し」「配車業務効率化、荷揃え方法見直
し」を実施しました。また、お届け先での荷卸し時の付帯作
業については、安全性に問題がある、または長時間の荷卸
し作業などについて是正（あるいは有償化）することとし、
その趣旨をお客様にご理解いただけるよう活動しました。
　さらに、長距離輸送削減についてはドライバーの日帰
り運行を実現するために、中継輸送や配送拠点設置を検
討・推進し、荷主としての重要課題である「ドライバーの
拘束時間削減、労働環境改善」に取り組んでいます。

　当社は、特定荷主として物流に関わるエネルギー使用量
と温室効果ガス（GHG）排出量の削減を目指しています。
　しかし、2019年度までのエネルギーの使用に係る5
年度間平均原単位変化は101.4%で、省エネ法での目
標（99％以下）は未達でした。また、エネルギー原単位の
対前年度比は104.2％、温室効果ガス排出原単位は
104.0％と悪化しました。これは出荷量の減少や小ロッ
トでの配送によって積載率の低下や非効率配送が多
かったこと、エネルギー使用量の割合の大きい4t車にお
ける積載率が前年度から悪化したことが要因です。
　一方、共同配送の推進や10t車から12t車へのシフト
変更、生産体制の変更に伴う配送距離短縮など、エネル
ギー使用量の削減も進めています。

　現在、当社の製品輸送はトラックによる輸送が中心で
すが、環境対応・エネルギー効率化・輸送の安定化を目
指し、主に関東エリア・中部エリアと北海道、山陽、四国、
九州間でJR貨物コンテナや海上コンテナ（フェリー）を
利用したモーダルシフトに取り組んでいます。
　2018年度については西日本エリアの甚大な自然災
害によるインフラ被害により部分的に継続不能となり縮
小しましたが、2019年度はインフラ復旧に伴い、順次再
開しました。また、関西工場の設備を一新して生産シフト
の最適化を図るとともに、最短の走行距離で消費地に製
品を供給することで、遠距離輸送やCO₂排出量の削減
を実現しています。

　各工場の「輸送品質協議会」が進めている物流安全お
よび物流品質向上策の一環として、各運送会社が定期
的に実施している安全教育会議に当社社員がオブザー
バーとして参加しています。会議では、ドライバー教育の
現状や輸送の直近情報・問題点の確認など、実態の把握
に努めています。また、積載物によっては運送会社と連
携してイエローカード（緊急連絡カード）の携行を徹底す
るとともに、各運送会社へ当社製品特性の教育を実施
するなど、輸送品質向上と安全輸送を推進しています。
　また、構内荷役作業時
の安全衛生、防災意識の
定着を図るために、運送会
社と合同で防災訓練や心
肺蘇生・AED講習会を実
施しています。

　物流業界は、政府主導の働き方改革や国土交通省の
指導もあり、労働時間短縮などの労働環境改善を目指
し、積み込み・荷卸しの待機時間の削減、運送以外の付
帯作業等の明確化、有償化を推進しています。
　これを受けて当社は、2019年度に全工場での積み込
み・待機時間の実態調査を実施し、改善に向けた具体策を

モーダルシフトへの取り組み

運送業者とともに物流安全を推進

ドライバーの拘束時間削減への取り組み

物流における環境負荷低減

AED講習会の様子

お客様とともに 従業員とともに

株主・投資家とともに

決算説明会の様子 全国大会に出場

プラモデル文化祭初開催

ステークホルダーとともに
ステークホルダーの皆様を尊重し、
対話を重ね、信頼される企業であり続けます。
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所として開放します。また、物資が不足しがちな避
難所での生活環境の向上を図るために、同工場で
製造する断熱材を床敷用として、食品容器を炊き
出しや飲食用として供給します。

社会との対話

In Focus

兵庫県たつの市と防災協定を締結
災害時の避難場所の提供と物資の供給を通じて、地域の防災に貢献します。

断熱材「ミラフォームラムダ」、PSP製食品容器

地域社会と共存共栄する工場背景

大規模災害発生時の防災協定を締結取り
組み

地域に貢献できる工場を目指して今後

在では、周囲の工場でも清掃活動が実施されています
が、当工場・研究所は他社に先駆けて約40年前から始
めました。2019年度も、当社従業員だけでなく、構内の
協力会社の方も含め175名が参加し、約160㎏のごみ
を回収しました。
　また、鹿沼事業所では、毎年落葉等も含めた清掃活動
を実施しており、歩行者や自転車がより安全に通行でき
るよう環境改善に努めています。

■ 献血運動
　鹿沼地区の事業所は、46年前から献血活動に取り組
んでいます。例年は6月と11月に2回実施しています
が、2019年度は栃木県赤十字血液センターからの依頼
を受け、3月に3回目の献血活動を実施しました。
　2019年10月に発生した台風19号によって栃木県佐
野市や足利市では甚大な被害に遭ったことや、2020年
3月には新型コロナウイルス感染症の影響によって献血
のキャンセルが相次いだことを受け、全国で血液が不足
する事態となりました。「非常事態だからこそ協力した
い」という思いのもと、多くの従業員が献血に参加し、計
3回を通して133名の従業
員が参加する活動となりま
した。

　当社の購買部門は、国籍・企業規模および取引実績の
有無を問わず、オープンで公平な調達機会を提供して
います。また、「最適調達」を掲げ、代替資材の確保と安
定供給に努めながら、市場価格・関連市況の動向を踏ま
え、常に適正価格での調達を目指しています。
　今後も、取引先様とのパートナーシップを深め、お互
いの企業活動が継続的に発展することを念頭に購買活
動を実施していきます。

■ 地域の小学生の総合的な学習に協力
　JSPモールディング（株）では、近隣の小学校による
「環境に優しい企業の見学」という総合的な学習に協力
し、５年生の皆様を栃木第一工場にお招きしました。
　参加した小学生は、実際に製品ができあがる様子を
見て驚いていたほか、ショールームでは当社製品に直接
触れながら、どのようなところに使われているかを理解
していただきました。また、当社製品とアルミや木材など
他の材質と物性比較ができるゾーンを特設し、当社製品
の特長である「軽量性」や「断熱性」を体感していただ
き、当社が環境保全に貢献した製品づくりをしているこ
とを学んでいただきました。
　小学生の皆様からは多くの質問をいただき、当社が、
お客様に安心し
ていただけるよ
り良い製品のご
提供を心掛けて
いることをお伝
えすることがで
きました。

■ 清掃活動
　地域への貢献活動の一環として、当社では各事業所
が自主的に事業所周辺の美化活動を実施しています。
　四日市コンビナートの塩浜地区にある四日市第一工
場・四日市研究所では、「ゴミゼロ運動」として毎年5月
と10月に工場周辺の清掃活動に取り組んでいます。現

調達先とともに

地域社会とともに

「総合的な学習」で小学生が来場

四日市第一工場のゴミゼロ運動の様子

献血案内

鹿沼事業所の落葉清掃の様子

当社の関西工場は兵庫県たつの市に位置して
います。1973年にPSP（発泡スチレンシート）の
製造会社である新宮スチレンペーパー（株）とし
て設立後、1986年に当社が吸収合併しました。設
立時より地域社会との共存共栄を目指し、近隣に
配慮した工場運営に努めています。
住民懇話会を通じた近隣からのご理解のもと、

2019年には敷地内に新工場を増設しました。当
社の成長エンジンの一つとして定める断熱材「ミ
ラフォーム」「ミラフォームラムダ」の生産拠点と
して稼働しています。工場への理解をさらに深め
ていただくため、工場内に自社製品の紹介コー
ナーや見学通路も設けています。

2019年10月に、当社として初めて、たつの市
と防災協定を締結しました。この協定によって、大
規模災害の発生時、地域住民が指定避難場所に
避難できなくなった場合などには、たつの市から
の要請に基づき新工場の一部施設を一時避難場

新工場は建設の計画段階から災害時に地域住
民の皆様にご利用いただくことを想定し、設計さ
れました。工場内の会議室は災害時に100人程度
収容ができ、パーテーションで空間を分割するこ
とで避難される方のプライバシーも確保できま
す。また、施設内にはシャワー室や多目的トイレ、

おむつ交換台を設置しているほか、一般家庭60
軒のおよそ3日分の電力をまかなえる250ｋＷの
非常用発電機等も備えています。
今後も製品の生産だけでなく、幅広いステーク

ホルダーとの交流を重視し、地域に貢献できる工
場を目指していきます。

たつの市の市長と社長の酒井

ステークホルダーとともに
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チェコ

フランス

アメリカ（5工場）

メキシコ

ブラジル

韓国（2工場）

中国（6工場）

台湾

シンガポール

タイ

インド（建設予定）

コンテナー上部での作業の様子

2019年度は、重大事故に繋がりやすい「高所作業
の安全対策」をテーマに活動しました。地上高さ
4.2mのコンテナー上部での作業については、ヘル
メットの着用とともに、下屋に安全帯接続用のワイヤ
を設置して安全帯着用のも
とで作業できるようにしまし
た。また、中二階倉庫におけ
る成形品の入出庫作業でリ
フターを用いて作業する際
にもヘルメットと安全帯を
着用することとしています。

台寶樹脂化工股份有限公司（台湾）

高所作業における安全対策

死角になりやすい箇所ではフレコンの積み
高さにルールを設定

シンガポール工場は、「リスクアセスメント」「ヒヤリ・
ハット対策」を目的に毎月全従業員が参加する安全委
員会を開催しています。全員で対応策を協議すること
で知識・情報を共有し、労働災害の未然防止を図って
います。
また、毎月外部コンサルタントを招き、シンガポー
ルの法律に沿った職場
安全健康管理に関する
アドバイス・講習を受
け、従業員の安全への意
識を向上させています。

JSP Foam Products Pte. Ltd. （シンガポール）

全員参加での安全衛生活動

海外グループの活動
JSPグループでは、海外の各拠点での環境安全の改善活動を推進しています。

四日市第二工場内の見学の様子

JSPグループ環境安全推進協議会体制図

RC活動全般
JSPグループとしてのRC活動をさらに向上させるため、グループ関連各社一丸となって取り組んでいます。

　当社は、ビーズ発泡ポリプロピレン製品のグローバルな
需要に応えるべく、アジア、ヨーロッパ、北米、南米の世界
11の地域で事業を展開しています。環境や安全に対する
考え方は国によって異なるため、海外子会社では現地の法
律に従い、拠点ごとに取り組みを進めています。
　また、RC活動の一環として、海外子会社の環境・安全に
関する取り組み状況を定期的に情報収集しており、特に大
きな災害が発生した場合には、その発生状況や再発防止対
策についても確認しています。

　環境安全部は、2019年12月に中国の東莞工場、武漢工
場を訪問し、環境・安全衛生に関する活動を確認しました。
　環境規制の厳しい松山湖地区にある東莞工場では地
域の法令を順守し、排ガスや排水などの設備にモニタリ
ングシステムを取り付け、データを行政に提供していま
す。また、社内でも情報を共有し、環境保全への意識を高
めています。
　武漢工場は、2017年に操業開始した比較的新しい工
場です。設計段階から安全に配慮しているほか、清掃活動
や安全巡回を隔週で実施し、危険因子を取り除く活動に
取り組んでいます。さらに、不安全箇所の改善後は社内周
知を徹底し、残留リスクの明確化・見直しを実施すること
で安全衛生に努めています。

　当社は、グループ会社を含めた労働災害・着火トラブル
などの情報の共有化を図り、活動の水平展開を推進してい
ます。各社、安全衛生委員会などで社内に周知し、類似設備
に対しては予防策を施しています。
　今後も労働災害・着火トラブルゼロを目指し、予防活動
に積極的に取り組んでいきます。

 
　環境安全部は、JSPグループ全体の環境・安全活動を推
進しており、毎年、各グループ会社の活動状況を把握する
ため、現地訪問を実施しています。現地では、労働安全衛生
活動の状況だけでなく、環境保全や保安防災などRC活動
項目の確認や各グループ会社に関連する法規の順守状況
を確認するとともに、管理システムの見直しに結びつけて
います。
　また、一歩間違えれば重篤な被害が出てしまう可能性の
ある事故が発生した場合、現場での特別安全査察を実施。
事故の原因把握および再発防止対策の効果を確認し、必
要に応じて追加対策などを話し合い、PDCAサイクルを的
確に回しています。

　当社グループは、RC活動を推進する「JSPグループ環
境安全推進協議会」を設立しています。2019年11月に、
加盟するグループ会社の安全担当者が参加する会議を、
当社の四日市第二工場で開催し、各社の活動の参考にし
ていただくべく、当工場で行っている安全面での活動を
見学していただきました。会議では、各社のRC活動計画
および実績、環境安全現状把握での指摘事項に基づく是
正内容が報告され、当社からは全社的なRC活動内容、関
連する法改正情報を説明しました。
　今後もグループ全体での環境安
全活動の活性化を図っていきます。

JSPグループ
環境安全推進協議会

会長 （株）JSP総合技術本部長

事務局 （株）JSP環境安全部北菱イーピーエス（株）、
NK化成（株）、本州油化（株）、
三昌フォームテック（株）、（株）KP、
JSPモールディング（株）、
（株）ミラックス、
セイホクパッケージ（株）

グループの活動報告

環境安全部の現地訪問
海外子会社の環境・安全の状況把握

海外現地調査

環境安全推進協議会の運営

労働災害・着火トラブル情報共有化と
水平展開の推進

PICK-UP
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熱中症予防対策として金型交換・成形な
どの作業者に空調服を配布
〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町5

JSPモールディング株式会社

国内グループの活動
JSPの各事業所、JSPグループ関連会社においても、
積極的にRC活動を展開しています。

● 工　　場
● 研 究 所
● 関連会社

工場ごとに防災訓練を実施し、速やかに
初期消火活動ができるように訓練
〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町10-2

株式会社ミラックス

高所作業リスクの低減として機械付帯の
階段を見直し、ステップ・手摺などを大型化
〒322-0026
栃木県鹿沼市茂呂901

株式会社KP

倉庫内の置場標識設置によって通路を確
保し、3Sおよび危険回避の予防処置を実施

〒270-0237
千葉県野田市中里3102-6

セイホクパッケージ株式会社

落下防止対策として熟成サイロ上部に
点検時の昇降階段の取付けを実施

〒371-0853
群馬県前橋市総社町1-5-4

本州油化株式会社

近隣住民の方々の理解を深めていただ
くため、新建屋のお披露目会を開催

〒679-4304
兵庫県たつの市新宮町下笹515

関西工場

構内監視体制強化のため監視カメラを増設。
一部カメラには侵入検知・警報機能を追加

〒322-8511
栃木県鹿沼市さつき町17

鹿沼第一工場
新第二成形棟の建築中に工事エリアを
避けた防災避難訓練を実施

〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町5

鹿沼第二工場
JSPグループの安全基準が適正に守られて
いるかチェックシートによる確認巡回を実施

〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町10-2

鹿沼第三工場
従業員応募の109句の安全標語から選出さ
れ、事業部長表彰を受けた4標語を構内に掲示

〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町13-1

鹿沼ミラフォーム工場

作業者が不安全行動をしていないか、安
全管理委員が作業中の行動をチェック

〒800-0229
福岡県北九州市小倉南区曽根北町2937-7

北九州工場
専用伝票受渡箱を事務所から積み込み場近くに
移動し、積み込み時間削減・構内物流安全を確保

〒510-0955
三重県四日市市北小松町1600

四日市第二工場
神栖市消防出初式や地域防災訓練の見
学など、地域の安全行事に積極的に参加

〒314-0103
茨城県神栖市東深芝16-3

鹿島工場

火災を想定し、研究所内で疑似煙を使用
した煙を体感する避難訓練を実施

〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町10-3

鹿沼研究所

固定梯子を撤去し、階段を設置するこ
とによって高所作業リスクを低減
〒061-3242
北海道石狩市新港中央2-756-13

北菱イーピーエス株式会社

社外に向けて発泡プラスチックだからでき
る環境貢献とリサイクル性の高さを啓発

〒304-0819
茨城県下妻市鎌庭字木仙房2052

NK化成株式会社
消防本部による総合防災訓練の定期的
な検証を受け、防災能力を向上

〒510-0881
三重県四日市市大字六呂見653-2

四日市第一工場 四日市研究所
第二研究棟のLED照明化・空調機の設
置によって作業環境を改善

〒510-0881
三重県四日市市大字六呂見653-2

製造設備のリスクアセスメントを実施し、“挟
まれ・巻き込まれ”を重点に安全対策を強化

〒067-0051
北海道江別市工栄町23-4

北海道工場

台風、強風による野積製品飛散防止を目
的に製品のネット囲いを設置

〒861-0111
熊本県熊本市北区植木町宮原553

九州工場
アンケート式ヒヤリハット報告をもとに
改善提案に繋がる流れが常例化

〒105-0013 
東京都港区浜松町2-1-17 松永ビル2階

三昌フォームテック株式会社

グループの活動報告
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選任/解任 選任/解任 選任/解任
報告
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連携

連携

連携

報告報告

報告

監査

監査

監査
答申

答申

諮問

諮問

監査

※内部通報制度として、外部に通報窓口を設置しております。

指導・監督

指示・監督

選定・解職
監督

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から信頼され、満足いただける
経営を目指しています。そのためには、コーポレート・ガ
バナンスを有効に機能させ、経営の効率化、透明性、健
全性を徹底して追求することが重要な課題であると考え
ています。

　当社は、持続的成長を継続させ企業価値を向上させる
ことが経営の最重要課題であるとの認識のもと、「創造
的行動力による社会への貢献」を企業理念に掲げ、安全

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

■ 取締役会
　代表取締役社長を議長として原則月1回開催され、経
営の基本方針、法令・定款に定められた事項、経営に関
する重要な事項について審議・決定するとともに業務の
執行状況を監督しています。

■ 取締役
　定款において定数を16名以内と定め、2020年10月
1日現在は社外取締役2名を含む取締役10名で取締役
会を構成しています。また取締役が株主から毎年信任を
受けることが望ましいとの考えから、取締役の任期は定
款において1年としています。

■ 監査役会
　原則月1回開催され、各事業部責任者等から個別にヒ
アリングの機会を定期的に設けています。また、監査法
人、内部監査部門それぞれとの間で定期的に意見交換
をすることにより、相互の連携強化に努めています。

■ 執行役員会
　業務執行システムとして執行役員制および事業本部
制を採用し、業務執行と業績責任を委譲することにより
業務執行の効率化を図り、業務執行に関する重要な個
別経営課題は、原則月2回開催される執行役員会におい
て決定しています。

■ 経営会議
　取締役会を補完する機関として、代表取締役および常
務執行役員以上を定例メンバーとする経営会議を開催
し、経営に関する重要事項について事前審議しています。

■ 監査役
　当社および各グループ会社の取締役会、その他重要
な会議に出席し、当社グループにおける経営上の重要
事項に関する情報収集に努めています。また、当社グ
ループの業務や財産状況の適法性、妥当性についても
業務監査をしています。

　当社は、コンプライアンス意識向上を図るため、倫理
規範である「ＪＳＰグループ企業行動指針」および「ＪＳＰグ
ループ行動規範」を定めています。また、リスクマネジメ
ントについては「リスク・コンプライアンス規程」「リスク
アセスメント要領」「危機管理規程」などのリスク管理に
関する規程を整備。そのうえで危機管理担当部署がリス
クヒアリングを実施し、リスク・コンプライアンス委員会
で対応を優先すべきリスクを抽出し、対策状況を定期的
に検証することで、リスク低減の早期化に努めています。

■ リスク・コンプライアンス委員会
　当社は、リスクマネジメントおよびコンプライアンス
に関する事項を統括する体制として「リスク・コンプライ
アンス委員会」を設置しています。
　同委員会は、当社グループのコンプライアンスやリス
クについて横断的に管理する組織であり、リスクの現状

把握および施策の審議、コンプライアンスの違反事実
の調査、是正、再発防止策などを審議しています。

■ 内部通報制度
　当社は「内部通報規程」に基づき、法令違反行為など
に関する通報・申告・相談について適切に処理し、不正
行為などの早期発見と是正を図ることを目的として、内
部通報窓口を社内外に設置しています。
　窓口より通報を受けた場合は、リスク・コンプライアン
ス委員長の指示のもと事実確認を調査し、調査結果に
基づき是正措置を講じています。また、通報者に対して
は内部通報を理由とする不利益取り扱いを禁止する旨
を「内部通報規程」に定めています。なお、内部通報の状
況は定期的に取締役会に報告することとし、取締役会に
おいてその運用状況を監督しています。

当社は監査役会設置会社を選択し、取締役会が会社の最重要事項の意思決定を行なうものとし、
その意思決定における適切な経営判断を行なうための環境整備に努める。

1.

当社は、すべてのステークホルダーの権利・立場を尊重し、
適切な協働に努めるものとする。

2.

当社は、適切な情報開示を行い、
すべてのステークホルダーに対し透明性の確保に努めるものとする。

3.

当社は、監査役会設置会社として、独立した社外取締役と社外監査役を選任し、
当社に即した経営のモニタリングの遂行により、経営の健全性を確保する。

4.

株主との間で建設的な対話を行う。5.

株主総会

代表取締役

取締役会
取締役10名（うち社外取締役2名） 監査役会

監査役4名（うち社外監査役2名）

リスク・コンプライアンス
委員会

指名諮問委員会
報酬諮問委員会

経営会議

グループ会社

事業部門 管理部門

内部監査部執行役員会

会計監査人

詳細はコーポレート・ガバナンス報告書に掲載しています。
URL:https://www.co-jsp.co.jp/ir/management/management_03.html

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制図

リスクとコンプライアンス

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方
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社 名
所 在 地
設 立
資 本 金
代 表 者
従 業 員 数
主要関連会社

株式会社JSP
東京都千代田区丸の内三丁目４番２号 新日石ビル
1962年1月
101億28百万円（2020年3月31日時点）
代表取締役社長 酒井 幸男
単独 782名／連結 3,074名（2020年3月31日時点）
国内9社 海外28社（2020年3月31日時点）

業績ハイライト 会社概要

■ WEBサイトのご案内
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https://www.co-jsp.co.jp/

創造的行動力による社会への貢献。
■企業理念

■経営方針
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