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トップメッセージ

「真の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

　当社は2004年度より「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2018」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。

　報告期間
2017年度（2017年4月～2018年3月）
※一部2018年度の内容を含みます。

　報告対象範囲
JSP本社および直轄の11工場、２研究所

（営業所を除く）

　参考にしたガイドライン
環境報告ガイドライン2012年版/環境省

　発行
2018年10月
前回発行：2017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/

　2018年4月からスタートした中期経営計画は、

「VISION 2027」の達成年度までの3回の中期経営

計画を前提に、今後10年間の定量目標や「ありたい

姿」からバックキャスティングの発想で社会にどのよ

うに貢献していくか、社会における当社の価値とは何

かを考えながら設定しました。その結果、「成長戦略」

と「差異化戦略」を引き続き進化させていくことに加

えて、「経営基盤の強化」を新たに追加した3本柱を

成長の骨子としています。

　経営基盤の強化に向けての重要施策の一つは安

全衛生、環境保全の企業文化の醸成です。レスポンシ

ブル・ケアはそれを実現するための重要な活動です。

レスポンシブル・ケア活動の6つの柱である「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」および「地域・社会との対話」について、今

後も3ヵ年ごとに中期計画を定め改善活動に取り組

みます。

　2017年までの前中期計画では「埋立物排出量の

80%以上削減」「水使用量の20%以上削減」を達成

しました。また、「PRTR対象物質排出量」については

半減させることができましたが、2018年度からの中

期計画でさらなる削減を計画し、今後も継続して環

境保全に努めます。

　「保安防災」では「静電気原因の着火トラブルゼロ

の達成」のため、管理基準を明確にした活動に注力し

ます。「労働安全衛生」については、「休業災害ゼロの

達成」に目標を絞り、リスクアセスメントを活用し休業

災害の未然防止対策を強化します。

　安全と環境対応を重視しつつ「真のグローバルサプラ

イヤーとして社会から必要とされる企業」を目指します。

2018年10月1日
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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

特集
1．JSPはプラスチック製品の強みを活かし、
　 さまざまな人々へ安心を届けます。

2．社員がワクワクする職場へ
   ～私の“Deliver with WOW！”～
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特集1

熱処理加工をしていても、ガラ
ス破片が鋭く、また周囲に飛
散しケガの要因に…

プラスチック
製品

自動車

スポーツ

建築

交通

住宅

食品

ディスプレイ

軽量性

遮音性

防振性

緩衝性

断熱性

自動車燃費の向上

交通機関、
工事の振動を軽減

工事の騒音抑制

より快適な暮らし

食品の衛生

C L O S E - U P

クローズアップ
JSPの製品群は、プラスチックの特性を最大限に活かし、常に人々の生活を支えてきました。
絶えず新しい分野へ挑戦し、さらなる環境負荷の低減と豊かな暮らしを実現します。

JSPはプラスチック製品の強みを活かし、
さまざまな人々へ安心を届けます。

衝撃に耐える強度と、破片による危険を低減！

さまざまな分野へ展開の可能性

より安心により快適に
「アクリエース®DSチェッカー＆モール」

ガラスに代わる新たな素材！

アクリル系樹脂の特性に着目し、破損のリスクを低減。
より安心な、そしてより素敵な暮らしを実現します。

　家具などのインテリアやドアに用いられるデザ
インガラスは、現在国内で生産されておらず、すべ
て輸入品です。しかし近年、国内でもデザインガラ
スの需要は高まってきています。
　そこでJSPでは、アクリル系樹脂シート「アクリ
エース®」の特性を活かし、ガラスと同等以上の品
質の「DSチェッカー/DSモール」を開発しました。
　チェッカー柄の「DSチェッカー」は、デザインガ
ラスに代わる素材です。さらにガラスにはない特
性を活かし、人々の安心と快適な生活に貢献して
いきます。

破片が飛び散らず、
ほぼ「ヒビ」のような傷に！

破片が飛散しにくい
ため、万が一衝撃で
破損しても、ケガを
するリスクが低減さ
れます。

接着加工や熱曲げ加工、UVダイレクトプリンターによる印刷も可能なため、ドア採光だけでなく、デザイン性が必要な照明
やディスプレイへの用途拡大を目指します。

意匠性
UVプリンターによる
印刷が可能！

強度
ガラスの4～5倍

軽量
ガラスの約1／2の重さ

ドア ディスプレイ パーテーション照明

アクリル系樹脂「アクリエース®」 熱処理加工ガラス

実験の様子
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特集2 社員座談会

福澤●私の場合、営業を担当している「ミラフォーム®」の
新しい用途の開発ですね。新市場を獲得することは自分自
身もワクワクしますし、お客様にも感動を与えたいと常に
思います。
田村●私の場合は、当社の製品が地球環境だけでなく、お
客様により快適な暮らしをお届けできるようにしたいと思っ
て開発業務に取り組んでいることですね。

廣田●お二人と違って、業務で直接製品と関わることはな
いのですが、JSP製品が新たな用途で使われたという話を
聞くたびにワクワクしています。最近、新しいカップ焼きそ
ばの容器に使われていると知って思わず店舗で手に取って
しまいました（笑）。それ以降、お店で商品を見るたび、JSP
が社会に貢献しているんだと実感しています。
坂東●私も普段は製品に触れることはありませんが、業務
を通じて「いま、こんな研究に取り組んでいるんだ」という話
を聞くと、未来に向けてのワクワク感が高まりますね。

田村●工場で品質保証業務を担当していた時、「後工程は
お客様」という言葉を知りました。自分の後工程を担当する
人たちを「お客様」と捉えて、その人たちが仕事しやすくな
るように工夫しようという考えです。それ以来、この言葉は
私の礎となっていて、後工程の方々に喜んでもらえるとう
れしくてワクワクします。

廣田●私も工場や営業所の方に書類作成や提出をお願い
する時には、メールだけでなくて電話をするようにしていま
す。直接話をすると理解が深まって、取り違えもなくなるか
らです。出張などで顔を合わせた際には声をかけて、直接
お礼をするように心がけています。
福澤●コミュニケーションは本当に大切ですよね。私も工
場と密に連絡を取って、お客様の希望通りに製品を納める
ための相談をしています。また、新しい用途を探るためにお
客様のところにも足繁く通って、顔と顔を突き合わせなが
ら要望などをお聞きしています。

福澤●新市場の獲得です。JSPのグローバルな強みを活か
しながら、新たなビジネスを展開したいと考えています。誰
かの一言で新たなアプローチが始まり、これまでと全く違
う景色が見られるかもしれないと思うと本当にワクワクし
ます。
田村●国内では新たな用途を開発して市場を拡大したい
ですね。海外は、発展期を迎える国々で、国内より大きな需
要が発生する可能性があります。そのニーズにうまく対応
し、用途を開発して市場を構築したいと思います。
廣田●新製品開発や新用途の開拓をしている部署が、新製
品に対しての意見を社員に求める機会があるのは、JSPの
魅力だと思っています。
坂東●ワクワクできる環境はあるので、それをいち早く次
に結びつけたいですよね。一度カタチにできたら、その後の
取り組みは加速する気がします。
福澤●みんなでアイデアを出し合い、力を合わせて新製品
や新事業を開発して、もっとワクワクできる職場にしていき
ましょう！

JSPグループは、2017年度に新中期経営計画を策定するとともに、
経営方針を「Deliver with WOW！」にしました。
これは「お客様に感動を届ける」「全社員がワクワクする仕事をする」という想いを込めたもの。
そこで業務もキャリアも異なる4名の社員に集まってもらい、ワクワクする仕事をするために
取り組んでいること、考えていることなどについて語り合ってもらいました。

Q 日々の業務でどのように“Deliver with WOW！”を
実践していますか？

Q ワクワクする仕事をするために、
工夫していることを教えてください。

Q 将来の夢や目標を聞かせてください。

坂東 愛子
経理財務本部
経理部 経理グループ
2007年入社（中途）

入社後、帳票、伝票類の整理、営
業所の業務サポート担当などか
ら始め、現在は主に決算開示業
務を担当。2017年10月より、本
社ISO推進委員も担当している。

廣田 静奈
総務人事本部
危機管理室
2011年入社（新卒）

産休・育休を経て2018年5月に
職場復帰。現在は、工場、営業
所、グループ会社における防災
関連の環境整備と潜在リスクの
洗い出し業務などを担当。

社員がワクワクする職場へ
～私の“Deliver with WOW！”～ 田村 匡志

第二事業本部
特販二部 第一グループ
2006年入社（新卒）

断熱材「ミラフォーム®」の営業を
担当。建築現場へ積極的に足を
運ぶとともに、工場とも常にコ
ミュニケーションを図り、ニーズ
の拡大と新用途の開発を推進。

入社後、四日市研究所に配属後、
鹿島工場で製造グループ・品質
保証グループを経験。2018年4
月から現部署でEPS原料を使っ
た用途開発と販路拡大を担当。

福澤 博文
第一事業本部
建築土木資材事業部
建材営業統括部
建築資材グループ
2015年入社（中途）
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企業理念

労働安全衛生

物流安全 保安防災

環境保全地域・社会との対話

化学品・製品安全

継続的な
改善活動

A

C

D

P

A

C

D

P

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。

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マネジメント

RC活動におけるスパイラルアップ

RC監査

RC推進体制

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

レスポンシブル・ケア監査

環境安全現地調査

環境安全グループ長会議

　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」「地域・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

所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。

　個々の事業所で的確に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、各事業所を回り、RC監査

を行っています。

　2017年度は11事業所（研究所含む）について、現地監査

を行いました。その際には、各事業所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、さらに各事業所における

懸案事項や重点課題のヒアリングなどを実施しました。

Plan／計画
JSPの「環境・安全方針」「中期計画」に基づき、
各事業所が「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、環境・安全

に関する総合的方針の協議・決定を行うほか、RC監査の結

果をもとに活動目標の制定、中長期計画書の策定、さらに各

種社内規程の制定および改廃を行っています。

　また、JSP各事業所を対象とした「環境安全グループ長

会議」や、JSPグループ関連会社を対象とした「環境安全推

進協議会」「環境安全現地調査」を通して、RC活動に関する

情報の共有化を図り、当社のRC活動を効果的に推進させ

ています。

P

D

C

A

ＲＣ活動方針

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。

安全方針

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。

環境方針

2018年4月1日
株式会社JSP 代表取締役社長 酒井幸男
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RC中期計画達成に向け、年度の活動計画を立案し、
その結果を次年度以降の活動に結びつけています。

分類

エネルギー消費原単位の年平均1％以上の改善 ①エネルギー消費原単位を年平均1%以上改善するための計画の策定・実行
②エネルギー消費原単位変動要因の解析と対策
③装置トラブル防止による安定運転の確保
④省エネルギーに関する研究・生産技術テーマの推進

左記計画を実施したが廃プラスチックを燃料とし
た焼却炉からの熱回収量の低下や工場のエネル
ギー効率低下により、5年度間平均原単位変化は
目標99％未満に対し100％と目標未達だった

活動前との比較で埋立物排出量80%以上の削減
で目標を達成した。（埋立物排出量が2014年度
108t、2017年度17.3tに減少）

ゼロエミッションの達成 2014年度対比で埋立物排出量を全社で80％以上削減

PRTR対象物質排出量の削減
（2014年度比86％削減する）

代替発泡剤の安定生産を確立（鹿沼ミラフォーム工場）

②水使用量の適切管理

水の使用量削減

代替発泡剤への転換を計画・準備（その他ミラフォーム生産工場）

①2017年度に「削減する水の量」を、2015年度水使用量（JSP全体）に対し20% 
　以上（2017年度削減する水の量／2015年度水使用量≧20％）

労働災害事故ゼロの達成

①着火メカニズムに基づく管理システムの見直し・整備
②ガス濃度および帯電圧の管理基準の整備
③危険物・高圧ガス設備の管理維持向上

①安全に関するコミュニケーションの充実
②マンネリ化防止の方策を織り込み、日常的な労働安全活動（危険予知活動、
　5S活動、ヒヤリ・ハット報告活動、作業開始前などのミーティング、改善提案
　制度）を継続実施
③過去の労災事例をもとに、安全順守事項を「作業標準書の改訂」に織り込み、
　「作業現場への注意喚起」を掲示
④職場で発生頻度の高い労働災害の型および、休業災害につながる重篤災害
　についてのリスクアセスメントとその対策

全製品のSDSについて継続的な更新 全製品のSDSの継続的更新

①物流事故の削減（前中期平均発生件数の50％
　削減）

②物流における環境負荷の削減（物流エネルギー
　消費原単位 年平均１％以上の削減）

①物流事故の解析と対応内容の水平展開
②物流安全パトロールの強化（業者主体、JSP独自ダブルパトロール）
③運送業者の安全教育への参加拡大　
④運送業者に対する安全教育・安全順守への表彰制度

RC報告書の継続的発行 ①積極的にRC報告書をステークホルダーへ配布
②RC報告書へ記載事項の情報（原稿）提供
③日化協RC委員会および関連団体の事業活動（交流会、地域対話など）への参加

②RC管理システムの継続的な改善
③社則・規程類の適正な管理・整備

RC推進体制の定期的な見直し
・社則（規程類）の整備、運用

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
  強化（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
  実践
・グループとしての環境経営の実践

JSPグループ環境安全推進協議会のさらなる充実を図るとともに協議会以外
の関係会社への環境・安全活動を支援する。
具体的には、
①着火トラブル・労働災害情報共有化と水平展開の推進（JSPグループ環境安
　全推進協議会各社＋一部海外のグループ会社）
②環境安全推進協議会各社の査察実施
③アジア子会社の査察実施
④国内・アジア子会社の環境・安全活動の支援
⑤欧米子会社の環境・安全の状況把握の実施
⑥RC中期計画に基づき国内JSPグループ会社も環境負荷低減を実施

①積載効率アップ対応と情報の水平展開
②モーダルシフト対応の検討と推進および拡大

RC中期（2018～2020年度)計画RC中期（2015～2017年度）計画 ＲＣ活動計画
2018年度

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

静電気原因の着火トラブルゼロの達成

①化学物質リスクアセスメントの着実な
　実行
②原材料・製品に関する漏洩および飛散ト
　ラブルゼロ

物流および製品流通における環境・安全
の確保

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

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

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）

③2017年度実績に対し産業廃棄物排出量
　を20%削減する

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

⑤水使用量の適正管理（2017年度使用量
　の継続）

JSPグループ（国内）休業災害ゼロの達成

Ⅰ）エネルギー消費原単位変動要因の解析および
　対策の継続
Ⅱ）工場間などで装置トラブル情報の共有化と未
　然防止対策の検討

静電気に対する管理徹底（温度湿度の測定、管理
値製品帯電圧：5kV以下、ガス濃度:爆発下限の
25%以下）

対象物質に対しリスクアセスメントを着実に実施
する体制づくり
原材料・製品に関する漏洩および飛散に対するリ
スクアセスメント実施と対策

事業所構内における積み込み、積み下ろし時の具
体的安全対策実施および標準化
ドライバーの拘束時間削減

RC報告書の充実（度数率、強度率、環境会計など
の掲載準備）
CSR報告書へ移行する場合の差分明確化
関係団体および地域住民等との対話機会の拡
大を推進

Ⅰ）労働災害情報および環境データの着実な入手
Ⅱ)国内グループ会社を対象とした現地調査、協 
　 議会の充実
Ⅲ)海外グループ会社から環境・安全データ（労働
　 災害情報）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

産業廃棄物のリサイクルにより埋立量削減を継続

水資源の効率的使用の推進

工場間などで情報を共有化し、産業廃棄物を有価
物処理する方策を検討する。

工場などとの連携強化により、RC管理システム
の継続的改善を促進

Ⅰ）代替発泡剤で安定生産する方法を代替発泡剤
　へ転換する工場へ情報提供（鹿沼ミラフォー
　ム工場）
Ⅱ)代替発泡剤への転換を準備（その他ミラフォー
　ム工場）

Ⅰ）休業災害に的を絞ったリスクアセスメント
Ⅱ)JSPグループ全体に適用する安全基準の策定

2017年度   RC活動
実績ＲＣ活動計画

2017年度RC活動計画および実績と
RC中期計画および2018年度RC活動計画     

RC活動
全般

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

地域・社会
との対話

着火トラブルゼロの達成

④2017年度PRTR対象物質排出量を80%
　削減する。（関西工場、九州工場において
　代替発泡剤にて安定生産）

RC報告書を10月に発行した。
工場等の地域の行政、住民とも対話し理解を深
めた

11-12

13-14

15-16

17

18

20

23-25

RC報告書
掲載ページ

左記計画に従い実施し、PRTR対象物質の排出量
は半減

2017年度削減量は2015年度水使用量に対し
28%にあたり目標達成

左記計画を実施し件数は減少したが着火トラブ
ルが5件発生し、目標は未達成

活動計画に基づき実施したが、2017年度は22件
の労働災害が発生し、目標未達成

原材料の危険有害性における評価に見直しが
あった場合、製品のSDSについても危険有害性
を見直し改定した

2017年度は6件の目標に対し12件の物流事故
（すべて物損）が発生した

計画通りに左記活動を実施した

計画通り左記活動を実施した

11月に中国地区の環境安全現地調査を実施した
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■最終埋立量

埋立物排出量の推移

2016 （年度）

（t）
300

200

100

0

235

196

41

2017

17

■原油換算エネルギー使用量 ■生産量

エネルギー使用量と生産量の推移

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

2005 2013 2014 2015 2016 （年度）

5年度間
平均原単位変化

（kl）
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寄与率方式によるエネルギー原単位の対前年度比
（％）
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2017 （年度）

162,709
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2017（年度）

97.9 100.0

■GHG排出量

GHG排出量の推移

（t-CO2）
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0

2005年度基準温室効果ガス排出量指数
（％）
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JSPの
事業活動

生産

販売

開発

研究

2014 2015

環境保全
環境負荷低減活動を
計画的に推進しています。

　当社では、全社を挙げて省エネルギー対策を実施してい
ます。その中でも、鹿沼ミラフォーム工場は、2015年12月
の稼働時から、コンプレッサー設備を設置している場所に換
気ファンを設け、室温が上がり過ぎないよう運転していま
す。また、無駄な運転を避けるために、室温をセンサーで読
み取り、換気ファンの運転・停止を制御しています。
　2017年度の省エネルギー対策としては、設定室温の見
直しと換気ファン回転数の見直しを実施。気温が高い夏場
に、換気ファンの回転数をインバーターで変更して運転し、
回転数ごとにコンプレッサー室の室温を確認して、最適な回

インプット／アウトプット

省エネルギー対策

製造部門における取り組み

2017年度の事業活動で生じた環境負荷は下記の通りです。

113,605トン

製　品

36,825㎘

エネルギー使用量（原油換算）

977千m3

水使用量

133,000トン

原料投入量

5,287トン

廃プラスチック
リサイクル量

廃棄物の排出

総発生量 5,947トン

水域への排出

排水量
BOD排出量
COD排出量
全窒素排出量
全リン排出量

676千m3
9トン
4.2トン
4.4トン
1.7トン

大気への排出

CO2
NOX
SOX
ばいじん

80,979トン-CO2
13.2トン
2.6トン
3.3トン

コンプレッサー室換気ファンコンプレッサー室温調節計

廃棄物埋立排出量の削減

水使用量の削減
転数と室温設定値を決定しました。対策前に比べ、換気ファ
ン回転数を下げ室温設定値を上げることで、工場全体の電
力量に対して0.1％の電力量を削減しました。

■エネルギー使用量の削減
　2017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97.9％と良化。しかし5
年度間平均原単位変化は100.0％となり、エネルギー原単
位を年平均1％以上向上させる目標は未達です。主な要因
は、鹿沼第二工場で新焼却炉に更新したことによって、性能
が上がり、発生する熱量が少なくなったため、熱回収効率が
低下しました。「省エネ推進責任者会議」を定期的に開催、省
エネルギー対策の水平展開や優秀な省エネ機器の情報共
有化に注力し、目標達成に努めます。
※寄与率方式によるエネルギー原単位の対前年度比：製品群ごとにエネルギー使
　用原単位を算出し、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。

■温室効果ガス（GHG）排出量の削減
　2017年度の温室効果ガス（GHG）排出量は対前年度比
1.1％減少、2005年度対比では約20%削減しました。その
要因はエネルギー使用量の対前年度比2.3%減少です。
 2013年度のGHG排出量が多かったのは、東日本大震災
の影響により、使用エネルギーをCO2排出量に換算する際
の換算係数が高い値であったためです。

　RC中期計画では、2017年度の最終埋立物の排出量目
標として「2014年度対比80%以上削減」を掲げ、各事業所
が計画的に削減活動を実施しました。2017年度も、分別徹
底や処理業者を探索することによって、リサイクル活動に
積極的に取り組みました。2014年度対比では埋立物排出
量を84%削減し、目標を高い水準で達成しました。

　また、従来は大部分を埋立処理していた、燃えがら・汚泥
を有効活用するリサイクルの方法を長期間にわたって検討
し、リサイクル業者を選定。リサイクル化を実現しました。
　2016年2月には性能のよい焼却炉へ更新したことによっ
て、燃えがらの発生量の削減に加え、これまで埋立てていた
廃棄物の中から、燃やせるようになったものが増えました。
　廃棄物の埋立は環境に与える影響が大きいため、当社
の環境活動を展開していく上で重要なテーマです。今後も
継続して取り組んでいきます。

　当社では、工場の立地によって地下水の汲み上げや工業
用水、純水など、さまざまな水を使用しています。そのため
工場ごとにメーターを設置し、日々の使用量を管理してお
り、使用量に変動があった場合には原因を調査しています。
　そうした中、RC活動の一環として「2017年度までの2年
間に『削減する水の量』を、2015年度水使用量（JSP全体）
に対して20％以上にすること」を目標に水使用量の削減に
取り組むことになりました。
　特に削減効果の高かった取り組みとしては、2016年度
は鹿沼第一工場から鹿沼ミラフォーム工場にミラフォーム

（建築用断熱材）の生産ラインを移設したことに合わせて新
しい水循環設備を設置。その結果、地下水循環率が改善さ
れ、リサイクル化が進んだことにより水の使用量も削減で
きました。この効果に加え、2017年度には各事業所で夏場
のタンク散水量の節減など地道な努力を続けた結果、削減
実績は約28％と、目標を大幅に超えて達成することができ
ました。
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　当社では、事故・災害が発生した場合に被害を最小限に抑
えるため、各事業所で、毎年定期的な防災訓練を計画・実施し
ています。四日市第二工場では、火災を想定した避難訓練
を、同一敷地内のJSPモールディング三重工場と合同で実施
しました。今回は、行方不明者を救助し救急車で搬送すると
いうシナリオで、消防および救急への通報の訓練もしました。
訓練の際は、事前に作成しておいた訓練計画書に基づいて
実施しています。
　訓練後には、その日のうちに反省会をして、改善点を討議。
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。事故や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も努めています。

　２０１７年１１月、九州工場の2名が熊本県高圧ガス保安大
会において表彰を受賞しました。この表彰は、高圧ガスによ
る災害防止への不断の努力によって著しい成果を収めた
事業所や長年にわたって高圧ガスなどの保安に関し顕著な
功績を上げた個人に贈られるものです。
　1名は、保安に関する管理技術と教育指導・育成、保安活
動に尽力した功績が評価され「高圧ガス熊本県知事表彰

（保安功労者）」を、もう１名
は高圧ガス関係保安団体に
おける保安活動において功
労があり、公共の安全確保
に貢献したことが評価され

「熊本県高圧ガス保安協会
長表彰（優良製造保安責任
者）」を個人受賞しました。

防災訓練

熊本県高圧ガス保安大会

救助訓練の様子

鹿島工場の定例パトロール

高圧ガス保安大会表彰式

備蓄品 衛星携帯電話

　日本では年間約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。 
　すでに当社各事業所にAEDを設置、講習会も開催してい
ますが、この度、本社にも１台設置しました。ＡＥＤの使い方
を含め、救命訓練および講習会を危機管理室と本社衛生委
員会共同で開催しました。講習会には外部の講師の方をお
招きして、本社に勤務する２１名が参加し、複数のグループ
に分かれて実践形式の講習を受けました。気道の確保の仕
方や、胸骨圧迫の強さや
テンポなど、実際に体験
して学ぶことで、今後の
備えになるとの声が寄せ
られています。

　北九州工場は、毎年地上の避難経路を想定した避難訓
練を実施していました。しかし、火災が発生した場合、工場
建屋内の延焼を防ぐため防火シャッターが下がり、従業員
が閉じ込められてしまう危険性もありました。そこで、最上
階フロアの壁に着目し、非常口を設置して屋根上にも避難
できるようにしました。
　避難経路を地上と屋根上に設け、周知徹底したことで、
より臨機応変な対応が可能になりました。最上階の非常口
から屋根上に避難した場合には、工場建屋の外に設置した
梯子で地上に降ります。北九州工場は海抜2.9mにあり、
行政が作成した津波ハザードマップによると、震災時
2.0mの津波が想定され
ています。津波を想定し
た避難訓練では、この屋
根上に一時避難するよ
う、新たに避難経路マッ
プを作成しました。

救急救命講習

避難経路新設

救急救命講習

北九州工場の新避難経路とした屋上

　発泡プラスチック製品の製造工程で可燃性ガスを使用
する製品については、静電気着火を防止することが重要で
す。鹿沼ミラフォーム工場では、生産ライン中に使用される
可燃性ガスの着火リスクを低減するため、生産中の製品の
帯電圧低減措置を講じています。ライン上ではミストによる
加湿や除電器などの設置によって、生産中の製品の帯電を
抑制しています。また、月に一度あらかじめ決められた各箇
所の帯電圧を測定し、効果を確認しています。これらの対策
を実施することで、安全・安定な生産を心がけています。

　鹿島工場は、従業員30名と小規模のため、安全衛生委
員会メンバーは工場長をはじめとした日勤者全員および交
代勤務者、構内協力会社の代表者で構成しています。安
全パトロールは、①危険な設備や場所がないか、②危険な
作業はないか、③5Sを維持できているかを確認するため、
毎月開催しています。安全衛生委員会のメンバーが4班
に分かれ、約40分かけて工場全体を巡視しています。
　パトロール終了後は、直ちにパトロール結果を報告し、
内容を確認。対応の不足およびチェック漏れの対策として、
指摘事項も共有し、次回のパトロールで改善状況を確認
します。
　鹿島工場は操業24年目であることに加え、海が近いこ
とから、配管などの設備の腐食が増えています。ここ数年
は定例パトロールによって設備を点検し、必要な補修をし
ています。普段現場に赴かない従業員もメンバーに含ま
れるため、さまざまな観点から点検しています。

製品の帯電圧低減措置

定例パトロール

大規模地震への備え
　ここ数年、想定されていなかった地域で大きな地震が発

生していることを考慮し、全事業所で地震保険に加入して

います。2016年に地震を経験した九州工場では、当社と熊

本市の間で、災害時に熊本市に地下水の供給を行うことを

取り決めました（P20）。

　本社では、大規模地震が発生した際に本社の従業員全

員と来客分を含め、3日間社内に留まることができる量の

飲食物・毛布・簡易トイレなどを備蓄しました。また従業員

個人にはヘルメット・携帯用大地震対応マニュアルを配布

するとともに、東京都が防災対策用に発行した「東京防災」

を全事業所に設置し、災害に備えています。各事業所では

安否確認システムによる定期的な訓練を実施し、地震に対

する意識向上を図っています。

　さらに、本社、大阪営業所、鹿沼事業所、鹿島工場、四日

市第一工場、対策本部員（緊急時本社に設置）に業務用携

帯型無線機を配布。本社と鹿沼事業所には衛星携帯電話

を配備し、災害時の非常用連絡手段を確保しています。

保安防災
さまざまな予防措置を行うことで
災害リスクの低減に努めています。

避難訓練の様子
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After

Before

　2018～2020年度のレスポンシブル・ケア活動におけ
る労働安全衛生の目標は「JSPグループ（国内）休業災害ゼ
ロの達成」です。最も重要なのは業務災害の未然防止対策
で、そのツールとなるのが「リスクアセスメント」です。「リス
クアセスメント」は潜在的なリスクにアプローチする手法で
す。抽出されたリスクに対し、リスク評価の結果からリスク
低減対策を講じ、実施することで、どの程度リスクが低減さ
れたか、リスクの再評価をします。さらに残っているリスク
の明確化とその対策、従業員への周知を徹底します。この
リスクアセスメントを推進し、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」および「リ
スクアセスメント進捗管理表」を改訂しました。主な改訂ポ
イントは、次の４点を明確化したことです。
①リスクアセスメント実施体制と実施時期
②リスク評価の進め方
③リスク低減策の優先順位
　「本質安全化」「工学的対策」の実施基準
④残留リスクの明確化とその対策および従業員への周知徹底

労働安全衛生に関する
リスクアセスメント

1ｍ50cmの高さのステージ

対策後のPSP・ミラボードの回収機 ステージを地中に埋設しました

対策前のPSP・ミラボードの回収機

安全週間垂れ幕 安全週間ポスター

　2016年、厚生労働省によって一定の危険有害性のある
化学物質についてリスクアセスメントを行うことが義務づ
けられました。当社でも、該当物質のある事業所で化学物
質のリスクアセスメントを行っています。四日市第一工場
と四日市研究所は同一敷地内にあり、合同で安全衛生委
員会やRC活動を実施しています。化学物質のリスクアセ
スメントについては、厚生労働省が推奨する「コントロー
ル・バンディング」を活用し、法律の取り決めに基づいて実
施しています。
　コントロールバンディングを実施した結果、リスクレベル
の高かった化学物質については、順次作業環境測定を実
施。精度の高いリスク評価に結びつけ、評価結果とリスク
低減措置を作業者に周知しています。また四日市研究所で
は、新規に使用する化学物質もあるため、新たにリスクア
セスメントの対象になる物質についても注視しています。

化学物質のリスクアセスメント

設備安全点検

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。

　鹿沼第二工場では、ワーニングラインライトを導入しまし
た。当工場はグループ会社であるJSPモールディングの栃
木第一工場と隣接し、同じ構内で作業をしています。製品の
搬入・搬出作業をフォークリフトで行うため、作業場では人
とフォークリフトの往来が頻繁にあり、接触する危険を伴い
ます。従来は青色のパトライ
トの点灯と警報（音）で接近
を知らせていましたが、死角
でフォークリフトの接近が見
えないこともあるため、ワー
ニングラインライトの導入
に至りました。

　ワーニングラインライトは床面で線状に光るため、死角
にいてもフォークリフトが接近していることが一目瞭然。業
務災害の未然防止にもつながっています。

　各事業所では、新規設備の導入時や設備の改良時などに
は必ず、事業所長と環境安全グループ長、製造グループ長、
設備担当者などによって安全点検を実施しています。
　新規設備導入時の安全点検の流れは、「設計段階」「工事
完成後検収前」に設備設置者が自主点検を実施し、安全管
理者に新規設備安全点検を申請します。これを受けて、安全
管理者は「機械・設備安全点検表」を用いて、「禁止事項表示
の有無」「刃物などのある危険箇所への安全カバーや危険
表示の有無」「設備動作上の安全性の確保」などを確認して
います。また、不備事項があれば是正処置を実施し、事業所
長から使用承認を得て使用を開始します。
　こうした安全点検は、設備を使用する立場から危険予知
を実施し、また追加の安全対策の必要性を確認するもので、
設備事故予防に結びつけています。

　毎年7月の第1週は、労働災害防止に取り組む「全国安全
週間」です。この「全国安全週間」は、労働災害防止活動の
推進を図り、安全に対する意識と、職場の安全活動のより
一層の向上に取り組むために設けられています。社内掲示
板では、全国的な労働災害の発生状況と当社における業務
災害の状況などを踏まえ、社長から職場の安全向上を呼び
かけるメッセージを発信しています。

フォークリフトのワーニングラインライト

メンタルヘルス

医師・臨床心理士・コンサルタントチームによる
一貫したサポート体制

従業員個人への予防機能

予防・早期発見 発生後対応

ワーニングラインライト点灯

作業場に掲示した保護具の表示

北海道工場では、リスクアセスメントの本質安全化対策の結果、1.5m
の高さのステージを地中に埋設し、転倒・転落のリスクを低減しました。

　また、全国安全週間を機に、各事業所では非定常作業に
対するリスクアセスメントや突発作業時の危険予知などの
労働災害防止に向けた取り組みが行われています。
　今後も労働災害ゼロを目指し、職場全体、また個々人で、
気を引き締めて労働安全衛生活動に取り組み、さらなる安
全レベルの向上につなげていきます。

　当社では、身体の健康管理のみならず、心の健康管理を
重要と捉え、2011年度よりメンタルヘルスケアプログラム

「アドバンテッジEAP」を導入しています。
　この従業員支援プログラムは、2015年12月施行の改正
労働安全衛生法に導入された「ストレスチェック」制度を順
守した内容です。本プログラムはWebによる選択式の設問
を用いた年1回のストレスチェックと、3年に1回のパーソナ
ルチェックの結果から現在のストレス状況などを分析し、医
師が必要と判断した場合には個別にフォローアップのメー
ルが送られる仕組みになっています。また高ストレス者と判
定された個人は、医師などによる面接指導を受けることが
できます。
　さらに外部機関によるカウンセリングサービスも利用可
能で、Webや,電話、対面などを選び、本人が選択して本人
が直接予約して相談でき、プライバシーを守る仕組みに
なっています。これらの取り組みにより、従業員が充分に能
力を発揮すると同時に、これまで以上に安心して働ける環境
を整えることを目指します。

全国安全週間

従業員個人への予防機能

Webによる
心の健康診断

個人へ結果の
フィードバック

要対応者
などへ
アプローチ

メンタル相談
カウンセリング

医学治療
（医療機関の

案内）
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PRTR法届出 排出量の多い物質
（2017年度実績で排出量もしくは移動量が0.5トン以上であった物質）

政令
指定
番号

物質名
大気 水域 土壌 合計

排出量（トン） 移動量
（トン）

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

567.04

1.33

0.21

0.11

568.69

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

567.04

1.33

0.21

0.11

568.69

0.00

4.79

0.01

0.94

5.74

4,000

3,000

2,000

1,000

0
20162014 20152013

■原油換算エネルギー使用量
（kl）

（年度）

3,286 3,367 3,322

エネルギー原単位
（kl/ｔ）

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

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
201520142013

■GHG排出量
（ｔ-CO2）

（年度）

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0

8,735 8,951 8,830

物流における温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量と排出原単位の推移

0.0690 0.0723 0.0722

0.04

0.03

0.02

0.01

0

0.0259 0.0272 0.0271

3,346

2016

8,894

0.0728

0.0274

2017

3,411

2017

9,065

0.0759

0.0285

GHG排出原単位
（ｔ-CO2/t)

　当社は、新製品の設計段階において適用される法令など
をチェックするとともに、新たに使用する原材料については
化学物質の含有調査を実施することで、製品への使用禁止
や使用制限物質の意図的な混入防止を図っています。
　すでに使用している原材料については、関係する国内外の
法令改正情報の収集に努め、含有物質の追加確認などの必
要な対応を図っています。また、お客様からの化学物質の含
有情報の伝達や各種品質証明などの発行依頼についても、
迅速な対応に努めています。
　なお、新たな製品含有化学物質の情報伝達に関しては、経
済産業省が主導で構築された「chemSHERPA※」への移行を
完了しました。これによって製品に含有される化学物質を適
正に管理するとともに、拡大する規制に関しても継続的に対
応していきます。

■ＲｏＨＳ指令への対応
　欧州向けの電気・電子製品に使用される関連製品では、
RoHS（特定有害物質の使用制限）指令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（6物質）
の不含有調査として、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し、安全性情報を提供し
ています。なお、一部の製品では、先行してRoHS2指令

（10物質）に対応して分析しています。
※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

■食品容器用途などの安全性確保
　当社の取り扱い製品のうち、食品容器用途あるいは食品
に接触する可能性のある包装材などに使用される製品につ
いては、その安全性と衛生性を確保するため、業界団体で
ある「ポリオレフィン等衛生協議会」の正会員（業種：レジン、
会員番号：G11）となり、同協会の自主基準※に適合した証
として発行される約90件の「確認証明書」を取得し、継続的
に維持・管理しています。

　当社は製品ごとに、国際統一ルールであるGHSに基づき
分類・表示対応した安全データシート（SDS：Safety Data 
Sheet）を作成しています。法令などでSDSの作成が義務
づけられている製品およびその他の製品についても、安心
してお使いいただくための情報を提供しています。

　当社では、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しています。2017年度には、
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。排出量は合計で569tで、前年度に比べ約
6％（33t）増加しました。排出量の大半を占めるのは、代替
発泡剤として使用しているクロロメタンですが、2015年度
から段階的に代替物質への転換を進めており、2018年度
以降も継続して実施します。
※PRTR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

　現在、当社の製品輸送はトラックによる輸送が中心となっ

ていますが、陸送トラック以外の運送手段の確保とCO2排

出量削減を目的に、2013年からJR貨物コンテナを利用し

たモーダルシフトを進めています。初年度は9台でしたが、

2017年度は77台と徐々に利用台数を増やしています。同

時に、海上コンテナ（フェリー）についても北海道方面のほ

か、九州方面にも拡大するなど、積極的にモーダルシフトへ

の取り組みを推進しています。

　当社は特定荷主として、物流に関わるエネルギー使用量

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。2017年度の実績として、5年度間平

均原単位変化は、102.4%の値で省エネ法における目標

（99％以下）は未達でした。また、対前年度比104.3％と悪

化しており、その要因として、出荷量が前年度対比97.7％と

下回ったこと、2018年1月は北海道・東北地方で大雪が続

き、物流効率が下がったことが挙げられます。また、温室効

果ガス（GHG）排出原単位の悪化も同様の要因です。RC中

期計画(2018～2020年度)の「物流における環境負荷削

減」で策定した、「物流および製品流通における環境・安全の

確保」の取り組みも進めています。

　各事業所の「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、各運送業者が定期的

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。各運送会社のドライバー教育

の現状や直近情報、問題点、改善策などの確認を運送業者

への実態調査とともに実施しています。また鹿沼事業所の

「輸送品質協議会」において、安全教育への取り組みや輸

送品質に優秀な成果を残した運送業者への表彰など、運

送業者の育成と発展を推進しています。今後も継続的に運

送業者の安全教育現場に参加し、活動を推進していくこと

で、物流安全・物流品質の向上を図っていきます。

　国土交通省の後押しもあり、物流業界は労働時間短縮な

どの労働環境改善を目指して積み込み、荷卸しの待機時間

の削減を進めています。また、運送業者は物流業界の環境

改善の一環として、待機時間を費用化し荷主へ請求するこ

とを進めています。

　2017年度、当社は全事業所での4回の積み込み、荷卸し

の待ち時間の実態調査をもとに、待機時間の改善に向けた

具体策の検討・実施をしてきました。積込み待機時間につい

ては、事業所構内の待ち時間削減を図るため「受注・締切時

間の検討、配車業務の効率化、荷揃え方法の見直し」を実施。

またお客様先の荷卸し待機時間については営業担当に協力

を仰ぎ、「運送ドライバー待機時間短縮の趣旨をお客様に説

明し、理解を得る」ことに注力しました。荷主として、今後も

継続して取り組むべき課題と捉え、改善に向けて努めてい

きます。

化学物質の安全管理

製品の安全管理

GHS※に対応したSDSの提供

PRTR対象物質排出削減の取り組み

モーダルシフトへの取り組み 運送業者に対する安全教育の徹底

運送ドライバー待機時間の
削減への取り組み

物流における環境負荷低減

安全教育会議の様子

※chemSHERPA：製品含有化学物質の情報伝達スキームとして、製品に含有される化
学物質を適正に管理し、サプライチェーン全体で共通の物質リストに基づく成分情報を
伝達する仕組み。2016年4月からJAMP（アーティクルマネジメント推進協議会）が
運営している。

※自主基準：容器等に使用できる原材料（基ポリマー、添加剤、色材）のリストである“ポ
ジティブリスト”と樹脂ごとの衛生試験規格およびその試験法を定めた“衛生試験法”
の２つで構成されている。

※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　

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。

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。
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　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に、決算短信や有価証券報告書などの

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、アニュアル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、広告などを通じて専門紙、専

門誌へターゲットを絞り込み最適化させたメディアプラン

での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2回（中間決算後および本決算後）にアナリスト、ファ

ンドマネージャー向けの決算説明会を実施。経営トップが

決算の内容や事業戦略、長期ヴィジョン、中期経営計画につ

いて語っています。また、IR部門では年間100回程度個別

ミーティングを実施しているほか、証券会社でのスモール

ミーティングと工場見学会を開催し、より理解を深めてい

ただけるように工夫しています。

　このように積極的にIR活動を推進し、株主様・投資家様と

のコミュニケーションを強化

することで、適正株価の形

成、企業価値の向上を目指

しています。

決算説明会

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。

ステークホルダーとともに

株主・投資家とともに

お客様とともに

調達先とともに

地下水協定式

集合写真

従業員とともに

地域・社会とともに子が1歳に達するまで取得可能。最長２歳まで延長
可能

負傷、もしくは疾病にかかった小学校就学の始期に
達するまでの子の世話などのために、当該子が一人
の場合は１年間に５日間、２人以上の場合は10日間
を限度として取得可能

要介護状態の家族１人につき、通算93日の範囲内で
取得可能

3歳未満の子がいる場合、30分単位で、一日最高
6.0時間まで短縮可能

子が保育所に入所した時から１ヵ月取得可能

育児休業

制度名 概要

看護休暇

介護休業

育児短時間勤務

慣らし保育の
ための育児休業

若年・中堅層

新入社員研修

新入社員フォローアップ研修（6ヵ月）

中堅社員研修（4年目）

主任研修

6等級研修（係長相当職）

新任考課者研修

8等級研修（幹部候補）

対象者 概要

考課

管理職

清掃活動の様子

■人事制度

　当社では、従業員のさまざまなライフスタイルに対応で

きるよう制度を設け、活躍を支援しています。

■人材育成プログラム

　JSPグループで活躍するビジネスリーダーを計画的に

育成するため、若手や中堅、管理職など階層別の研修に取

り組んでいます。

　

　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、最適な

購買を追求しています。

　「供給ソースの複数化」を念頭に置いて、代替資材の確

保と安定供給に努めながら、市場価格・関連市況の動向に

も注視。常に適正価格の達成を目指しています。

　今後も取引先とのパートナーシップを深め、お互いの企

業活動の継続的発展とグリーン調達の拡大を目指し、調達

方針に基づいた購買活動を実施します。

■熊本市と地下水に関する協定を締結

　九州工場では、熊本市と「災害時における井戸水の提供

に関する協定」を締結しました。この協定は、地震などの災

害によって広域的な断水が発生した場合に、給水の確保を

図ることを目的としています。上水道が復旧するまでの間、

民間の事業者が管理する市内にある井戸の水を応急用の

飲料水および生活用水として活用することができます。

　災害発生時、熊本市が水質検査を実施し、問題がなけれ

ば、熊本市のホームページの防災マップに場所が表示され、

一般の方に無償で地下水（飲料水）を提供します。九州工場

のポンプ設備が停電せず、無事に使えることが条件となりま

す。２016年の熊本地震で

も、水道管が破損し、復旧

までに長い間生活に不便

を感じた家庭がたくさんあ

りました。水は貴重なライ

フラインです。この協定を

締結して、近隣住民の皆様

が少しでも安心して生活で

きるよう、努めていきます。

■事業所周辺清掃

　地域対話活動の一環として、各事業所では定期的に工場

敷地内および周辺の清掃活動などを実施しています。

　北海道工場では、短い夏の季節に、毎年定期的に工場敷

地内の草刈と剪定をしています。春になり雪が解けると、ほ

ぼ同時に雑草が生えるため、雪解けあとの6月頃から約2週

間かけ敷地内全域の草を刈り、その後も様子を見て、定期

的に雑草を取り除く作業をしています。この作業は、環境美

化と防虫対策につながっています。

　また四日市第一工場・四日市研究所では、5月と10月に

昼休みを利用して、従業員・協力会社社員など約90名が工

場周辺の清掃活動に参加。普段目につかないところにも気

を配り、地域の美化に努めました。

　九州工場においては、工場周辺の空き缶拾いに社員全員

が参加しました。工場周辺の道路は公道のため、地域の皆

様も日常的に利用するため、丁寧に清掃しました。今後も定

期的な清掃活動に取り組みます。

■鹿沼地区献血運動

　鹿沼地区の事業所は、6月と11月に「栃木県赤十字血液セ

ンター」の献血に参加しました。大型の献血バスが鹿沼地区

（第一工場・第二工場・第三工場・ミラフォーム工場）を移動し、

初めての参加者にも赤十字のスタッフが丁寧に説明。当社

のミラフォーム工場、鹿沼研究

所、鹿沼物流センターの従業

員だけでなく、グループ会社で

ある（株）ミラックス、JSPモー

ルディング（株）、運送会社のプ

リヴェ運輸（株）のご協力もあ

り、40名が参加しました。 献血活動の様子
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　北海道工場では「設備と作業のリスクアセスメント」を推進しています。回収設備、
製品積降作業など高所作業を重点に、安全性の向上を図り、作業環境の改善を進め
ました。本質安全化の対策を行ったことで、リスクを低減することができました。
　また「ヒヤリ・ハット報告」を呼びかけているほか、安全標語を募集し、安全意識の
高揚に努めています。その結果、「ゼロ災」を達成しました。
　今後も安全最優先で活動を継続していきます。 リスク低減対策後の作業場

ミストリーナー

各事業所の2017年度のRC活動についてご紹介します。

事業所紹介

北海道
工場

　鹿沼第一工場では「プロセダイン炉」という簡易洗浄炉を使用し、430℃に熱した
アルミナ粉をエアーで流動させブレーカーなどに付着した樹脂を洗浄します。樹脂
が不完全燃焼を起こすと、煙突から排煙が出ていましたが、排煙飛散防止策として

「ミストリーナー」というフィルターを設置。煙を確実に除去し、排煙の大気飛散を防
ぐことができました。

鹿沼
第一工場

インターンシップの様子

KYT活動

工場棟入口に張り出した安全標語

　鹿沼第二工場では、社会との対話および地域コミュニケーションの推進のため、特
別支援学校や県立工業高校などのインターンシップ活動に取り組んでいます。
　2017年度は、鹿沼商工高等学校の生徒様をはじめ５校を招き、会社説明会や現
場での工場実習を体験してもらいました。地域の皆様に当社を少しでも理解してい
ただくために今後も継続して活動を進めていきます。

鹿沼
第二工場

　不休業災害ゼロをモットーに、年間スケジュールで定めたリスクアセスメント活
動、ヒヤリ・ハット体験報告、ワンポイントKYTを積極的に実施しています。
　また継続的な工場周辺清掃活動、５Sチェックシートの活用による機械室のクリー
ン化を図っています。従業員各自が主体者となり、安全な工場にしていくことを目指
しています。

鹿沼
第三工場

安全表彰状の授与

　鹿沼ミラフォーム工場では、工場棟入口に「今日も一日　ご安全に」という安全標
語の看板を取りつけました。工場内で働くすべての人に対して「毎日、安全・安心に働
くことができますように」というメッセージが込められており、自動車やバイク、自転
車、徒歩、どの通勤手段においても、必ず目に入る場所に設置しています。

鹿沼ミラ
フォーム
工場

前回（2016年）開催された地域対話会の様子

　従業員の不休業業務災害記録が10年目に入り、社長から安全表彰を受賞しまし
た。当社の方針である「安全と安定操業は企業活動の基盤である」をモットーに、従
業員一人ひとりが安全管理者となり、外部工事業者への安全作業確認をすること
が、自分たちの安全作業の見直しにもつながります。
　今後も安全活動に精進し、記録を伸ばしていきます。

鹿島工場

　四日市第一工場は、「レスポンシブル・ケア四日市地区」の活動に参加しています。
四日市コンビナート地区の日本化学工業協会加盟会社12社が主催する「地域対話
会」は、地域の方々との貴重なコミュニケーションの場となっています。より有意義な

「地域対話会」にするために、企業担当者が環境部会と総務部会に分かれ、毎月意見
交換しています。

四日市
第一工場

　四日市第二工場では、すべての災害ゼロに向け、各職場の朝礼で危険予知訓練、
一言KY、指差呼称を恒常化し、安全ルールを順守する職場づくりを推進しています。
2017年度は5号棟新設工事、4号棟改造工事を無災害のもと完成しました。
　2018年度は危険箇所の削減を目標に、転落事故防止のため、サル梯子廃止と改
良を実施します。

4号棟建屋

LPGプラントの防災訓練

防災訓練の様子

新建屋地鎮祭

四日市
第二工場

　当社を代表する製品「ミラフォーム®」の中部・西日本地区の生産体制再構築・強化
のため、新工場を建設します。着工に当たり、安全な竣工を祈念して2017年11月9
日に当社役員など多くの方が参列し、地鎮祭を開催しました。
　さらに近隣住民への説明会を3回実施。無災害で新建屋を完成し、工事中の騒音
で近隣住民の皆様に迷惑をかけないよう努力します。

関西工場

　2017年度の自衛消防訓練からLPGプラントの防災訓練も実施しています。普段
は起動させない、緊急遮断弁と散水スプリンクラーの起動訓練をA班とB班に分け2
回実施。実際に自分の手で起動させ、防災装置が動く様子を目で確認することで、一
人ひとりの防災意識が高まりました。今後も新たな発想で訓練し、防災意識の向上
に取り組んでいきます。

北九州
工場

　災害ゼロを目標に、KY活動をはじめ安全標語の募集、ヒヤリ・ハット発生場所を表
示した構内マップを貼り出すなど、全従業員に注意喚起しています。消防訓練では、
地元消防署員の指導のもと当社の従業員と運送会社が参加し、消火器や消火栓の
ほかに、エアゾール式簡易消火具も使用して家庭での防災意識向上を図りました。
今後も継続して活動し、安全意識向上に取り組みます。

九州工場

押出機ホッパー

フルハーネス型安全帯

　労働安全衛生活動では、押出機ホッパー位置での高所作業の安全化に注力しま
した。従来から押出機ホッパー周辺では、ホッパー位置で原料交換やホッパー清掃
の作業をする際に、転落のリスクがありましたが、ホッパー位置に小型ステージとス
テージに登るためのステップを取りつけることで、安全性を高めました。

鹿沼
研究所

　四日市研究所では、隣接する四日市第一工場と合同でRC活動を実施しています。
安全衛生活動では高所作業での安全対策を強化しています。発泡成形機上で金型交
換作業をする時は、フルハーネス型の安全帯の装着を義務づけました。
 また高所にあるバルブの開閉などの作業は、天板つき脚立、高所作業車を導入して
います。

四日市
研究所
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JSPグループ関連会社も
RC活動を積極的に展開しています。

関連会社トピックス

「ヒヤリ・ハット体験」報告を通してリスク低減
　当社の工場では、全従業員からの「ヒヤリ・ハット体験」報
告をもとに発生原因・発生場所別に分類し、危険が潜んで
いる工程・場所を抽出。その結果を全従業員に共有してい
ます。また、ヒヤリ・ハットの指摘の多かった工程と場所に
は工場長と各従業員がリスクアセスメントを実施し、例え
ば成形工程では成形機上部のステージを新設、出荷工程
ではフォークリフト後退時のブルーワーニングライトを設
置するなど対策を実行しま
した。
　今後も、リスクの除去・防
止を徹底し、災害ゼロを目
指します。

成形機上部の新設ステージ

中型機設置のレイアウト

ブロック成形棟の安全環境を整備
　筑波工場のブロック成形棟は、成形機4機が2機ずつ並列
に設置されており、さらに中央部に製品輸送ラインが設置
されているレイアウトとなっています。しかし、成形機同士の
間隔が狭いため、トラブルなどが発生した緊急時に担当作
業員が立ち入り転倒するなどのリスクがありました。そこで
成形機2機の老朽化に合わせた入れ替え工事を実施すると
ともに大型機から中型機へ変更し、3機設置するスペースを
確保。安全環境を整備しま
した。

安全性の向上と環境問題改善
　当社では、金型交換作業の際、従来は木製の垂木を金型
の下に置いて使用していましたが、経年劣化や重量もある
ため、安全面を考慮し、改良を行いました。建築資材用・土
木資材用に使用しているミラフォームの端材をこの作業台
に加工することで、強度と、かつ軽量化が実現されました。
また、作業性や耐久性に優れ、かつ廃棄物を削減したため、
環境にも寄与することができました。
　今後も、さらなる改善に
取り組みます。　

改善後（写真左）と従来（写真右）の
作業台

確実に製品を届けるため、より安心・安全を強化
　安全衛生委員会活動を中心に、「安全操業・労働災害ゼ
ロ」を目標とした従業員への教育や作業・設備の改善に取り
組んでいます。また、従来の製造現場の改善に加え、2017
年度は入出荷業務にも目を広げ、製品の出荷や輸送、お客
様先での荷卸しの際の作業を見直しました。過去に物流事
故の発生はありませんでしたが、より安心・安全を確保する
ため社内の安全巡回から声が上がったためです。構内出荷
時積み下ろし時のトラック
への車止めの実施とドライ
バーのヘルメット着用の徹
底。さらなる徹底を図るた
め、定期的に実施状況を確
認しています。 車止めの様子

JSPモールディング株式会社
本社所在地

代表者
事業内容

〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町5
電話 0289-76-6301　FAX 0289-76-6300
代表取締役社長　山口 徹
発泡ビーズの成形品の加工販売

油化三昌建材株式会社
本社所在地

代表者
事業内容

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-17 松永ビル2階
電話 03-5405-6730　FAX 03-5405-6731
代表取締役社長　後藤 博文
発泡ポリスチレン床下地材および断熱材の製造販売

株式会社KP
本社所在地

代表者
事業内容

〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂901
電話 0289-76-3281　FAX 0289-76-2464
代表取締役社長　鈴木 政幸
食品容器などの製造販売

北菱イーピーエス株式会社
本社所在地

代表者
事業内容

〒061-3242 北海道石狩市新港中央2丁目756-13
電話 0133-64-5131　FAX 0133-60-2355
代表取締役社長　二川 康宏
発泡ポリスチレンの成形および販売

　当社はグループ会社を含めた業務災害・着火トラブルゼ

ロの達成に向けて、情報共有化と活動の水平展開を推進し

ています。業務災害・着火トラブルの情報は各社の安全衛

生委員会を通じて周知し、同様の設備を有する場合は予防

処置につなげています。今後も業務災害・着火トラブルゼ

ロを目指した予防活動に積極的に取り組みます。

　環境安全部では毎年、JSPグループの環境・安全活動を

推進するため、グループ会社への環境安全現地調査を実

施しています。そして労働安全衛生活動の状況や関連法

規の順守状況を確認するとともに、管理システムを見直し

ています。

　大きな災害に結びつく可能性がある事故が発生した場

合は、その原因把握と再発防止

対策の有効性を確認するため、

現場における特別安全査察を

実施します。必要に応じて追加

対策などを話し合い、PDCAを

的確に回しています。

　当社は、ビーズ発泡ポリプロピレン製品のグローバル需

要に対応するため、アジア・ヨーロッパ・北米・南米の世界

10ヵ国および一つの地域で事業を展開しています。環境

や安全に対する認識は国によって異なるため、海外子会社

では現地の法律に則ったシステムで環境と安全に関する

取り組みを進めています。

　2017年11月には、環境安全部が中国地区を現地調査

しました。４工場（東莞、無錫、武漢、セイホクパッケージ＜グ

ループ会社＞昆山工場）、１営業拠点（上海）を回り、安全管

理体制や法規制への対応、日常的な安全衛生活動の状況

を確認。また、現地調査で見つけた当社グループの他事業

　当社グループのRC推進体制は、PDCAサイクルに基づ

き実施し、毎年度末に開催する環境安全会議において定期

的に見直しています。

　具体的には、RC監査を通して抽出された問題点、改善点

は、経営層が出席する環境安全会議で報告し、新たに標準

化すべき事項については、必要に応じて社内規程を見直し

定着化を図っています。

　当社は、グループ全体でＲＣ活動を推進するため、「ＪＳＰグ

ループ環境安全推進協議会」を設立。年２回、加盟するグ

ループ会社の安全担当者が集まり、会議を開催しています。

　会議では、各社のRC活動計画および実績、環境安全現地

調査に基づく是正内容が報告され、当社からは全社的な

RC活動内容や環境・労働安全に関する法改正情報を説明

するなど、グループで情報の共有化を徹底しています。

　2017年11月は、本州油化株式会社の工場を見学し、群

馬県公社総合ビルで会議を開催しました。グループ会社で

お互いの会社を行き来する機会が少ないため、技術情報交

換のよい機会にもなりました。

JSPグループ環境安全推進協議会体制図

環境安全現地調査の様子

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

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。

RC活動全般

環境安全推進協議会の活動

RC推進体制の定期的な見直し

海外子会社の環境・安全の状況把握

関係会社への業務災害・
着火トラブル情報の水平展開

環境安全現地調査の実施

所へ、水平展開したい情報は「グッドプラクティス」として取

り上げました。

北菱イーピーエス（株）、ＮＫ化成（株）、
本州油化（株）、油化三昌建材（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）

会員
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■売上高　
（百万円）

112,128 116,923 114,904

5,909 5,667

9,278

109,048
9,612

2018.3

114,284

9,105
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0 2017.32016.32015.32014.3

■単独　■連結子会社
（名）

2,037 2,036 2,006

698 719 737

■営業利益
（百万円）

2,855

2,111

744

2018.3

2,943

2,187

756

売上高／営業利益 国内ネットワーク

海外ネットワーク

従業員数

企業理念

創造的行動力による社会への貢献。

経営方針

Deliver with WOW!

2,735 2,755 2,743

JSPグループ関連会社も
RC活動を積極的に展開しています。

関連会社トピックス

ＪＳＰグループ安全表彰で「金賞」を受賞
　ミラックスの粟野工場は、1997年の工場操業から21年
間も無災害を続けており、ＪＳＰグループの安全表彰にて、

「金賞」を受賞しました。無災害日数は2018年4月1日で延
べ7,729日となりました。
　災害を起こさないために重要なことは、5Sの強化です。
当工場は主に農業用の緩衝材を製造しているため、夏場の
繁忙期は工場内が雑然としがちですが、徹底した5S強化
によって整理整頓が行き
届いた状態を維持してい
ます。

「金賞」表彰の様子

従業員全員参加で行う安全対策強化
　これまで当社は、安全推進委員会が中心となって安全対
策の啓発活動に取り組んでいましたが、2017年度は活動
方針を変更。「安全対策は社員全員が実施する」ことを徹底
するため、小人数グループによるグループ討論形式のKY活
動を導入し、従業員全員が日々の作業を見直す機会をつく
りました。結果、業務災害発生件数改善、特にカッターナイフ
による切創は2017年4月以降の発生が皆無と大きな効果
がありました。
　また、例年の消火訓練も
マンネリ化を避けるため、
改めて基本に立ち返っての
ボトムアップ活動を実施し
ています。

専門業者による安全教育で、労働災害ゼロへ
　2017年度は、専門業者によってリスクを伴う作業の安全
教育を実施。金型準備や予備発泡、金型交換で毎日使用す
るクレーンの取り扱いやフォークリフトの安全走行に関する
教育研修を実施しました。消防訓練やAEDの講習とともに、
今後も年間計画を進めていきます。2017年度は当社から
業務災害が2件発生しました。慣れない作業をする時は特に
注意が必要なことを今後の安全教育に活かしていきます。
なお、機械的な対策は実施
済みです。環境負荷軽減で
は、3月末に貫流ボイラー
を導入。また、省エネと作業
環境改善のために照明の
一部をLEDに変更しました。 フォークリフト教育の様子

安全衛生委員会を設置
　2017年度から「安全衛生委員会」を本社と白河営業所に
設置しました。毎月開催する安全衛生委員会では、ヒヤリ・
ハット報告や不安全箇所、改善要望事項などの意見が出る
と、委員会メンバーが現場に出向いて対策を検討し、すぐに
実施します。2017年度は機械設備の突起物の保護カバー
の設置、バーチカルカッターの刃のカバー、スライサーの惰
性回転がわかるパトライト設置などを実施しました。
　また、朝礼や作業ミー
ティングの際に通勤・営業
時の安全運転励行を呼び
かけているほか、衛生面に
おいても、安全衛生委員会
で情報を発信しています。 スライサーパトライトの設置

株式会社ミラックス
本社所在地

代表者
事業内容

〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町10-2
電話 0289-72-0377　FAX 0289-72-0378
代表取締役社長　大塚 一則
ポリオレフィン発泡製品の加工販売

NK化成株式会社
本社所在地

代表者
事業内容

〒304-0819 茨城県下妻市鎌庭字木千房2052
電話 0296-44-4980　FAX 0859-44-3041
代表取締役社長　内藤 秀樹
発泡ポリスチレン床下地材および断熱材の製造販売

セイホクパッケージ株式会社
本社所在地

代表者
事業内容

〒270-0237 千葉県野田市中里3102-6
電話 04-7127-8111　FAX 04-7127-8311
代表取締役社長　太田 透
総合包装資材の設計・加工・販売および梱包・資材などの卸売業

本州油化株式会社
本社所在地

代表者
事業内容

〒371-0853 群馬県前橋市総社町1-5-4
電話 027-251-6431　FAX 027-251-6412
代表取締役社長　飯塚 正
発泡ポリスチレン・発泡ポリオレフィンの成形、加工および販売

長砂工場の消火訓練

会社概要

社名
所在地

設立
資本金
代表者
従業員数

主要関連会社
ホームページ 

株式会社JSP
東京都千代田区丸の内３丁目４番２号
新日石ビル
1962年1月
101億28百万円（2018年3月31日現在）
代表取締役社長　酒井 幸男
単独 756名／連結 2,943名

（2018年3月31日現在）
国内9社 海外28社
httpｓ://www.co-jsp.co.jp/

営業所

事業所

研究所

営業所
事業所
研究所

本社（東京）、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

北海道工場、鹿沼事業所（鹿沼第一工場、鹿沼第二工
場、鹿沼第三工場、鹿沼ミラフォーム工場、鹿沼物流セ
ンター、再資源センター）、鹿島工場、四日市第一工場、
四日市第二工場、関西工場、北九州工場、九州工場

鹿沼研究所、四日市研究所

欧州
フランス
チェコ アジア

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）

北米・南米
アメリカ（５工場）
メキシコ
ブラジル

（月期）

（月期）
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