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ついては「静電気原因の着火トラブルゼロの達成」のた

め、管理漏れをなくす活動を行っていきます。

また、廃棄物量、水使用量、PRTR対象物質排出量

については更なる削減を計画し、今後も継続して環

境保全に努めます。

安全と環境対応を重視しつつ「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

2019年度は、中期経営計画「Deeper & Higher 

2020」の2年目です。「差異化戦略の推進」、「成長戦略

の推進」、「経営基盤の強化」を基本方針としております。

これらの基本方針をよく理解していただき、中期的

な目標、長期的な目標を見据えて、確実にそれぞれ

のマイルストーンを目指していきます。

あらためて無事故無災害、安全安定な生産が最重

要であると表明します。JSPの安全衛生 · 環境保全

の 文 化 を 醸 成 するた めに 、今 まで 以 上 に 深く

(“Deeper”)掘り下げて改善策を検討し、より実効的

な対策実施の行動を起こします。

そして、経営方針“Deliver with WOW!”の考え

を具現化するために、過去の実績に加え、今後の継続

した活動により、他社にない性能·機能、サービスのレ

ベルなど、顧客に感動·驚きを与えることで、「JSPの

製品」というブランドを形成します。

「VISION 2027」の中でも触れていますが、長期

ビジョンを達成する上で、人材育成は重要な要素の

一つです。特に、ラインの長は部下を育て、組織のパ

フォーマンスを上げることが重要な役割です。各事業

部·本部で具体的な施策を立てていますので、周知徹

底を図ることにより人材育成を進めます。一人ひとり

の力を結集し長期的な視点を持ちながら、2年目の

マイルストーンを目指します。

また、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」および「社会との対話」各々について、今後

も3か年ごとに中期計画を定め改善活動を行っており

ます。2019年度は中期計画の2年目にあたり、「労働安

全衛生」についてはリスクアセスメント等の確実な実施

で、業務災害の未然防止対策を強化し、「保安防災」に
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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2019」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

2018年度（2018年4月～2019年3月）
※一部2019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

2019年10月
前回発行：2018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/
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断熱材「ミラフォーム」の生産強化で
環境負荷低減に貢献

住みよい環境を支える
「プラスチック・スマート」
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創造的行動力による社会への貢献。

企業理念

プラスチック製品の提供を通して、
豊かな社会と人々の生活を支えます。

事業紹介

会社概要

経営方針

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三丁目４番２号 新日石ビル
1962年1月
101億28百万円（2019年3月31日現在）
代表取締役社長 酒井 幸男
単独 775名／連結 3,154名（2019年3月31日現在）
国内9社 海外28社
https://www.co-jsp.co.jp/
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2019.3

3,154

2,379

775

売上高／営業利益 従業員数

（月期） （月期）

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。

生鮮食品の
鮮度保持

緩衝性を追求した食品包材を通して、
暮らしの安心・安全を
お届けします。

より快適な
暮らし

住宅建材など断熱性に
優れた素材を提供し、

環境に優しい社会づくりを
支えします。

自動車の
燃費向上

自動車部品に要求される
軽量性を兼ね備えた材料・技術の

開発を進めています。

交通機関、
工事の振動を軽減
防振性の高い資材を提供し、
生活環境向上のお手伝いを

しています。

工事の
騒音の抑制

環境問題を意識しながらも
遮音性を備えた素材を提供し、

快適な生活に
貢献しています。

住宅 食品

建築

自動車

交通

ディスプレイ

2017.3

2,855

2,111

744

2018.3

2,943

2,187

756

2015.3

2,036

719

2,755

2016.3

737

2,743
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※ZEH:Zero Energy Houseの略。断熱・省エネルギーと再生可能な太陽
光発電などの創エネルギーによって年間エネルギー消費量の収支ゼロ
を目指した住宅のこと。

断熱材「ミラフォーム」の生産強化で
環境負荷低減に貢献

JSPが掲げる長期ビジョンにおいて成長エンジンの一つとして定めている「ミラフォーム」。
その生産強化のために増設した新工場の概要や特長などをご紹介します。

　現在JSPは二次加工の内製化に注力しています。
二次加工とは、顧客の要望に合わせた断裁などの加
工を施すことで、建築現場の作業効率が格段に向上
します。
　さらに、建築現場では断裁すると産業廃棄物になっ
てしまう端材も、工場では原料として再利用できるた
め、コストと環境の両面でメリットがあります。そこで
新工場では二次加工用設備を充実させています。

　2030年パリの協定達成に向けて、住宅の省エネ化
が求められている中、従来省エネ化が遅れていた関
西以西の地域でも、住宅省エネ対策等級の最高水準
であるZEH※の普及が急速に進み始めています。
　そこでJSPは、西日本向けに断熱材「ミラフォーム」

「ミラフォームラムダ」の生産を強化するため、関西工
場敷地内に新工場を建設しました。これによって断熱
材の生産能力は50％拡大したほか、高性能断熱材で
あるミラフォームラムダについては、鹿沼ミラフォー
ム工場に続く第2の生産拠点となりました。

西日本への供給を大幅に増加 顧客のニーズに合わせた生産を実現

地域のシンボルとして、近隣住民との交流を大切に

ミラフォームラムダ

　省エネ住宅・省エネマンションを建設するため、薄
厚で断熱性に優れたミラフォームとミラフォームラ
ムダの需要は拡大しています。
　ミラフォームは、2013年度に省エネ法の改正に
より「建材トップランナー制度」の対象になった製品
で、高い断熱性と気密性によって暖・冷房効率を上
げて省エネを推進し、CO2の削減に貢献します。一
方のミラフォームラムダは、ミラフォームに特殊技術
を加えて開発した高性能断熱材です。限界値とされ
てきた熱伝導率を超え、0.022W/m・Kという最高
ランクの断熱性能を実現したことで、大きな注目を
集めています。

断熱材「ミラフォーム」「ミラフォームラムダ」の特長COLUMN

ミラフォーム 出典：EDMCエネルギー・経済統計要覧（2015年版）

で自社製品を使用したEPS土木工法を採用しまし
た。これによって走行量を1/12に削減し、渋滞を軽
減しました。
　また、工場稼働音を抑えるため、吸音率の高い材
料を壁に採用するとともに、扉も二重にし、近隣住宅
への防音効果を高めました。

　災害時には避難所として利用してもらうため、
室内は白を基調に気持ちを和ませる色合いを採
用しています。また、食堂は憩いの場として使っ
ていただけるように広々としたレイアウトにした
ほか、シャワー室、多目的トイレ、女性トイレには
着替え用の足場やおむつ交換台なども用意しま
した。
　このほか、非常電源として60軒を3日程度まかな
える250kWの非常発電機も設置しています。

　新工場は、近隣の方々に親しまれることも、重要な
テーマに掲げています。工場への理解を深めてもら
うため、工場内に自社製品の紹介コーナーや見学通
路を設けています。

　一般的な土木工法では頻繁にダンプカーが行き
来し、近隣道路の渋滞が予想されたため、計画段階

と建設の意図を紹介。さらに、「地域に
密着した運営はもちろん、日本がパリ協
定で約束した高い省エネ目標の達成に
寄与するなど、社会に貢献できる拠点と
して歩んでいきます」と、今後の抱負を
述べました。

　JSPは新工場の完成を記念して、1月
29日に竣工式と祝賀会を開催しまし
た。社長の酒井が挨拶に立ち、「新工場
は、高性能断熱材として広く認知されて
いるミラフォームラムダの需要拡大に
対応する生産拠点として建設しました」

2019年1月29日に竣工式を開催しました。TOPICS

関西工場・増設！特集1 特集 1

地域のセーフティネットとしても

地域に愛される施設を目指して

渋滞緩和や騒音防止にも対応

「ミラフォーム」を使用した、
高断熱・高気密の家断熱性・気密性が低い家

住宅の
消費

エネルギー

暖・冷房用

給湯・厨房用

照明、その他
28%
36%

36%

夏夏
冷房の効きが
悪い

屋外の熱を
遮断し、冷房
効率アップ！

熱伝導率は
コンクリートの約1/50

冬
暖めた空気を
逃さず、暖房
効率アップ！

冬
足元が寒い
すきま風を
感じる
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鹿沼第二工場は、リサイクルできない規格外品
や顧客のもとで発生した端材などの廃プラスチッ
クを回収し、焼却炉で燃焼。焼却の際に発生した排
熱を利用してボイラーで蒸気をつくり、成形工程

（ビーズや成形品）で利用しています。2018年度は
2,127トンの廃プラスチックを焼却し、18,682トン
の蒸気発生に役立てました。

これに加えて、最終埋立量を削減することができ
ました。

廃プラスチックのサーマルリサイクル

排熱の利用1 最終埋立量の削減2効果

効果

PICK-UP

　通常、断熱材は建築現場でデザインに合わせて
断裁して使用します。しかし、断裁するとプラス
チック屑の粉が飛散する上、産業廃棄物にしかな
らないプラスチック端材が発生します。
　そこでJSPでは業界に先駆け、自社工場であら
かじめ断熱材を顧客の仕様に合わせた寸法に断

裁して出荷しています。これによって施工現場では
断熱材を断裁する必要がなくなり、プラスチック屑
の粉も端材も発生することがないため、環境負荷
の低減と廃プラスチック削減に貢献しています。
　なお、当社工場でプレカット時に出たプラスチッ
ク屑と端材は原料としてリサイクルしています。

断熱材プレカットによる廃プラスチック削減

賢いつきあい方”を国内外にアピールすることで、さ
らなる活動の輪を広げていくものです。
※Reduce（減らす）・Reuse（繰り返し使う）・Recycle（再資源化する）の頭

文字を取ったもので、環境に配慮した取り組みの考え方を示す言葉。

　ポイ捨てなど不適当に処分されたプラスチックご
みによる海洋汚染が、世界中で深刻化しています。
2010年度の推計流出量は500万～1,300万トンと
され、このままでは2050年までに魚の重量を上回る
と予測されています。こうした状況を改善するため、
環境省が進めているのが、「プラスチック・スマート」
キャンペーンです。これは、企業などによるプラスチッ
クの3R※活動を募集し、さまざまな“プラスチックとの

JSPは「プラスチック・スマート」に賛同し、
2019年3月よりキャンペーンに参加しています。

JSPの
サーマルリサイクル

廃プラスチックの
サーマル
リサイクル

断熱材
プレカットによる
廃プラスチックの

削減

規格外の品や端材

発生した蒸気成形工程

プラスチック
ビーズの
飛散防止

再生原料の
使用

廃プラスチックの
マテリアル
リサイクル

住みよい環境を支える「プラスチック・スマート」

PICK-UP

減」をはじめ、廃プラスチックを製品に
リサイクルする「廃プラスチックのマテ
リアルリサイクル」、自社製品に再生プ
ラスチックを使用した「再生原料の使
用」などを紹介しています。

　JSPは、各種製品の生産に伴って発
生するプラスチック端材などを有効活
用してきました。このキャンペーンにも
賛同し、当社が取り組んでいる「廃プラ
スチックのサーマルリサイクル」「断熱
材プレカットによる廃プラスチック削

JSPの取り組み

プラスチックと賢くつきあう特集2 特集 2

プレカット図面
図面の番号と照らし合わ
せて、その場所にミラ
フォームをはめ込みます。

施工現場での
廃プラスチックの
発生を阻止1 プラスチック屑に

起因する
環境負荷低減2 廃プラスチックを

原料にリサイクル3

納品されたミラフォー
ムには小口に付番が
されています。
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選任/解任 選任/解任 選任/解任
報告

報告

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

※国内グループ会社を対象に外部の通報窓口を設置しています。

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

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

■ 取締役会
　当社の取締役会では、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、法令で定められた事項

およびその他経営に関する重要な事項について審議、決定

しています。

■ 取締役
　当社は、2019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おり、業務執行を監督し

ています。また取締役が株主から毎年の信任を受けること

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
　監査役会は、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、監査役会は、代表

取締役、監査法人、内部監査部門それぞれとの間で定期

的に意見交換を開催しています。

■ 執行役員会
　当社は、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

経営課題は代表取締役社長を議長として、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
　当社は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を行っています。

■ 監査役
　監査役は、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。また監査役は、

当社グループの業務や財産状況の適法性、妥当性につい

て業務監査を行っています。

　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し、危機
管理担当部署がリスクヒアリングを実施し、対応を優先す
べきリスクを抽出し、リスク・コンプライアンス委員会で対
応の実施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。当委員会は、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、再発防止策の審議を行っています。

■ 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
認の調査を行い、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、内部通報を行ったことを理
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。内部通報の状況については定期的に取締
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。

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

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
監査グループ

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
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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。

RCマネジメント

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監査を行っています。

　2018年度は11事業場（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各事業場を対象とした「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」「環境安全現状把握」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。

　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。

　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

RC活動におけるスパイラルアップ

RC監査

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）

継続的な
改善活動

RC推進体制

P

D

C

A

P

D

C

AＲＣ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

レスポンシブル・ケア監査

環境安全現状把握

環境安全グループ長会議
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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） 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静電気原因の着火トラブルゼロの達成保安防災

「製品裏面の帯電」など管理外の要因にて着火トラブル発生

静電気原因の着火トラブル２件（静電気原因以外2件 計4件）

環境保全

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 エネルギー消費原単位の解析を月次の会議などで実施している
事業場もあるが、5年度間平均原単位変化は99.3％であり未達 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

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）

鹿沼ミラフォーム工場で代替発泡剤は計画通り使用されてい
るが、着火トラブルが発生した

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）

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

他工場担当者が出席する会議、設備管理システム（プランティ
ア）を用いて情報の共有化を図った 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を継続

Ⅱ）代替発泡剤への転換を準備（その他ミラフォーム生産工場） 計画に従い実施した 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）

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　

水資源の効率的使用の推進 水の使用量削減方策は計画通りに継続実施した（水使用量は
適正に管理されている） 水の使用量削減方策を継続し実施⑤水使用量の適正管理（2017年度使用量の

継続）

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

埋立量を削減する活動よりも、産業廃棄物削減の活動への認
識が薄い事業場があった（廃棄物削減について具体的な計画
のない事業場もあった）

2017年度実績に対し産業廃棄物排出量を10%以上削減する

③2017年度実績に対し産業廃棄物排出量を
20%削減する（再資源センターへの移動量
および鹿沼第二工場の焼却炉稼働による
産業廃棄物の排出量は除く）

産業廃棄物のリサイクルにより埋立量削減を継続 埋立量削減を継続埋立量の削減を継続し、計画に従って進行中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）

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）

労働安全
衛生 JSPグループ(国内）休業業務災害ゼロの達成

Ⅰ）休業業務災害に的を絞ったリスクアセスメント
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事業場によっては、マニュアルに沿った運用をしていない

Ⅱ）JSPグループ全体に適用する安全基準の策定 JSPグループに適用する安全基準を制定し、社内ネットへ掲載
し周知を図った

Ⅲ）安全基準の運用状況を確認する

Ⅳ）潜在的なリスクにも着目した安全巡回実施

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JSP本体は休業災害が0件だが（不休業災害でも休業災害になり
える災害があった）、グループ会社にて４日以上の休業災害が3件

2018年度RC活動計画および実績とRC中期の目標(2018年度～2020年度)
および2019年度RC活動計画

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 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国内グループ会社を対象とした現地調査実施中、協議会の充
実案作成

ドライバーの拘束時間削減 ドライバーの拘束時間について、現状把握および対応を実施し
た（成果の確認は不充分であった） ドライバーの拘束時間削減（積み込み時間の削減）

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

構内における積み込み、積み下ろし時に対し、具体的な安全対
策が不充分だった 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 

Ⅰ）労働災害情報および環境データの着実な入手 Ⅰ）労働災害情報および環境データの入手継続労働災害情報および環境データの入手中

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 RC管理システムの継続的改善継続RC管理システムの継続的改善実施中

海外グループ会社から環境・安全データを入手し一覧にすると
ともに、休業度数率が高かった台湾の工場には環境・安全に関
して現地調査を実施した

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

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

物流および製品流通における環境・安全の
確保

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 化学物質のリスクアセスメントの対象物質が明確でない事業
場もあった リスクアセスメントを着実にする体制づくりを継続①化学物質リスクアセスメントの着実な実行

RC報告書の充実（度数率、強度率、環境会計などの掲載準備） 度数率、強度率の分母となる関連会社などの従業員数を把握す
るとともにRC報告書へ特集ページを設けて差別化を実施した 新しい内容を継続し取り入れRC報告書の充実する ①RC報告書の継続発行

CSR報告書へ移行する場合の差分明確化 CSR報告書とRC報告書の差分資料作成するとともに、CSR報
告書へ移行に向け、他部署へ協力依頼済み RC報告書にCSR報告書の要素を取り入れる ②RC報告書をCSR報告書へ移行する検討

関係団体および地域住民などとの対話機会の拡大を推進 関係団体および地域住民などとの対話機会の拡大を継続関係団体および地域住民などとの対話機会の拡大を実施中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

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

自然災害に対して、原材料・製品に関する漏洩および飛散に対
する対応実施済み

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
策継続

②原材料・製品に関する漏洩および飛散トラ
ブルゼロ

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中期(2018年度～2020年度)の目標 2019年度RC活動計画
2018年度

RC活動結果ＲＣ活動計画

RC活動全般

物流安全

社会との
対話

化学品・
製品安全
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INPUT OUTPUT

インプット／アウトプット
2018年度の事業活動で生じた環境負荷は下記の通りです。

5,639トン
廃プラスチック
リサイクル量

開発

研究

JSPの
事業活動

生産

販売

152,323トン
原料投入量

36,690㎘
エネルギー使用量

（原油換算）

1,003千m3
水使用量環

境
保
全

環境保全
環境負荷低減活動を計画的に推進しています。

環
境
保
全

（t）
最終埋立量の推移

2017

17

2018

13

2014

235

2015

196

2016

41

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

80,979

79.8

77,530

76.4
86,816

85.6

79,148

78.0

101,461

100

81,859

80.7

　ＲＣ中期計画では、2018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、各事業場
が計画的に削減活動を実施しました。
　2018年度は、地道な分別の徹底や処理業者を探索する
ことによって、2014年度対比では最終埋立量を88％削減
し、目標を高い水準で達成しました。
　今後もリサイクル活動に積極的に取り組み、最終埋立量
の削減を推進します。

　2018年度は、省エネ設備の導入だけでなく、LED化や
生産の効率化など地道な活動を行った結果、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
比は99.1％と良化しました。一方、5年度間平均原単位変
化は99.3％となり、エネルギー原単位を年平均1％以上向
上させる目標は達成できませんでした。
　「省エネ推進責任者会議」で、省エネルギー対策の水平
展開や優れた省エネ機器の情報共有に注力し、目標達成に
努めます。

■ 温室効果ガス（GHG）排出量の削減
　2018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、2005年度対比では約23.6％削減しまし
た。温室効果ガスの排出量が減少した要因として、エネル
ギー使用量が対前年度比0.9％減少したことや、電力会社
による化石燃料の効率がよい発電を使用していることが挙
げられます。

　当社は、限りある水資源を節約すべく、製造過程で一度
使った水を循環するモノづくりを目指し、生産活動を行って
います。
　2018年度は、北九州工場において水使用量と工場排水
量を削減するため活動を行いました。ボイラーからの水の
結露を抑制して水の再利用率を高める取り組みを行った結
果、北九州工場において水使用量は約44%減少し、また工
場排水量も約50%削減することができました。さらに鹿沼
第二工場と四日市第二工場においても、北九州工場と同様
の取り組みを実施しています。
　また、当社は工場の立地によって、地下水の汲み上げや
工業用水、純水の使用とさまざまです。各々配管にメー
ターを設置しているため、日々の使用量を管理し、使用量
に変動があった場合にはすぐ対応できるようにしています。     

最終埋立量の削減

エネルギー使用量の削減

水使用量の削減

※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
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。
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　熊本県は、保安に関する技術の向上と保安意識の高揚を
目的に、高圧ガスによる災害防止のために不断の努力を重
ね、著しい成果を収めた事業所、永年にわたって高圧ガス
等の保安に関して顕著な功績を挙げた個人に対し、知事表
彰を授与しています。
　2018年度も、経験が深く保安に関する管理技術および
教育指導、育成並びに保安活動に尽力した者に贈られる「高
圧ガス熊本県知事表彰（保安功労者）」と、高圧ガス関係保
安団体の保安活動において功労し公共の安全確保に貢献
した者に贈られる「熊本県高圧
ガス保安協会長表彰」におい
て、当社の九州工場から優良製
造保安責任者1名と優良従事者
1名が個人表彰を受けました。

　2018年9月6日には北海道胆振東部地震が発生し、北海
道全域が停電し、当社でも、札幌営業所、北海道工場、北菱
イーピーエス（株）が数日間臨時休業しました。このように、
ここ数年で想定していなかった地域での大きな地震が発生
しているため、当社は全工場で地震保険に加入しています。
　加えて、JSP本社では大規模地震が発生した際に本社従
業員全員と来客分を含め、5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ています。ま
た、従業員にはヘルメット・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て災害に備えています。
　さらに、各事業所において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るほ
か、本社・大阪営業所・鹿沼事業所・鹿島工場・四日市第一工
場および対策本部員（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、本社で
は非常用蓄電池も設置するなど、
災害時の非常用連絡手段を確保
しています。

　台風は毎年全国各地に大きな被害をもたらしていま
す。そこで、四日市第二工場では台風が発生した際に迅速
かつ的確な対応を取るための「台風対策マニュアル」を運
用しています。これは台風の予想される規模と進路によっ
て独自に危険度ランクをつけ、そのランクごとの対応策を
マニュアル化したものです。これによって台風への対応が
事前に把握でき初動を迅速に取ることができます。
　また、従業員の行動の方向性を合わせることで、災害の
危険だけでなく、混乱も避けることができます。さらに、従
業員の出退勤の判断、出荷の判断だけでなく、倉庫に収
納する製品の優先順位
や飛散物の回収作業を
どのタイミングで行う
かも明確なため、工場
周辺への影響も最小限
にすることが可能となり
ます。

　当社では、事故・災害が発生した場合に備え、各事業場
で定期的な防災訓練を計画・実施しています。
　鹿沼第一工場では、消防設備を保守管理する会社や鹿
沼消防の協力を得て、「震度5強の地震により工場内に火災
が発生・延焼し、自衛防災組織を発動。さらには負傷者を救
出」というシナリオに基づき、消防および救急への通報を訓
練する総合防災訓練を実施しました。その後の消火器消火
競技と消火栓放水競技では、実際の火を使用して、消火活
動を体験しました。訓練後には、参加者の意見をもとに改善
点を討議し、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。
　このように不測の事
態に直面した際に迅速
かつ的確に対応できる
訓練を実施することに
より、事故や災害の拡大
防止に努めています。

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およびリスクアセスメント進捗管理表
は2017年度に改訂し、それに基づき2018年度は各事業
場がリスクアセスメントを実施し、業務災害の未然防止に
努めました。その努力が実り、JSP本体としては休業災害
ゼロを達成することができました。
　一方、グループ会社を含
めたグループ全体では、依
然として休業災害が発生し
ています。今後はグループ
全体として「休業災害ゼロ」
を目指していきます。

　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活動の中期目標
(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。
　2018年度は、労災が発生してから対策を検討するの
ではなく、リスクアセスメントの計画的な実施を通じてリ
スクを低減させることに注力しました。また、工場・研究所
では、休業災害につながりかねない事案もあったことを踏
まえ、今後も先取り安全をJSPグループ全体に根づかせ、

「休業災害ゼロ」の活動を継続していきます。

　安全衛生活動の推進や社員一人ひとりの安全衛生へ
の意識の向上を目的とし、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。厳選な審査の結果、鹿沼
研究所と（株）ミラックス粟野工場が安全衛生表彰の金賞
に選ばれました。
　鹿沼研究所は、毎年新入社員が配属される一方で主任
クラスが他事業所に転勤していくため、経験不足の若手
社員が多いというのが課題でした。そこで若手社員の労
災予防のために、先輩社員の指導のもと時間をかけて安
全教育を実施しているほか、外部の安全講習会にも参加
しています。さらに、ほぼすべての設備と作業に対して年
2回リスクアセスメントを実施し、2018年度は40件のハ
ザードを抽出し、リスク低減措置を実施しました。こうした
地道な活動を継続して安全意識を高めてきたことが、金
賞につながりました。
　一方、鹿沼研究所を含め当社全体を見ると、休業災害に
は至らなかったものの重大事故につながりかねない事案も
発生しているため、今後も常に危険は隣り合わせという意
識を持って安全衛生活動に取り組んでいきます。

　2018年度の労働安全衛生の取り組みは、RC活動計画
「休業災害に的を絞ったリスクアセスメント」に基づき、計
画の目標である「JSPグループ(国内)休業業務災害ゼロ
の達成」を目指しました。
　「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、そのリスクの低減対策
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

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。

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。

労
働
安
全
衛
生

保
安
防
災

台風対策マニュアルの運用 熊本県高圧ガス保安大会 安全衛生表彰

「休業災害ゼロ」に向けた取り組み

労働安全に関するリスクアセスメント

大地震への備え

防災訓練

台風対策会議の様子

表彰写真

表彰式の様子

無理な体勢での作業などをリスクアセスメン
トにより改善

蓄電池消火活動中の様子

■ 構内グループ会社 ■ 独立グループ会社■ JSP本体

休業度数率 前年度比較

休業業務災害の発生件数
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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

590.46

1.42

0.17

0.33

592.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

590.46

1.42

0.17

0.33

592.37

0.00

1.74

0.04

1.23

3.02

経済産業省の主導で構築された「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。

　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
ている分析機関において、定期的に製品の分析・確認をし、
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（10物質）に対応した分析を実施しています。

　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、業界団体である「ポリオレフィン等衛生協議会※１」
の正会員（業種：加工、会員番号：G11）となり、同協会の自
主基準※２に適合した証として発行される「確認証明書」を取
得（約90件）するとともに、継続的に維持・管理することに
より、当該製品の安全性、衛生性を確保しています。

　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
務づ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をしています。
　2018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。その結果、排出量の合計
は592トンで、前年度に比べ約4％（24トン）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、2019年度以降も継続して実施
します。

　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、

み、荷卸し待ち時間の実態調査をもとに、待機時間の改善
に向けた具体策を検討・実施しました。また、積み込み待機
時間については、各工場構内での待ち時間削減を図るため

「受注締切り時間見直し、配車業務効率化、荷揃え方法見直
し」を、また納品先での荷卸し待機時間については、営業と
ともに「待機時間短縮の趣旨に関して顧客の理解を得る」
等の努力をし、待機時間削減を図っています。

　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。 
　2018年度は、5年度間平均原単位変化は100.8%で
省エネ法における目標（99％以下）は未達でした。対前年
度比は98.3％、温室効果ガス排出原単位は98.4％と良
化しました。地域限定の共同配送便を新たに設定し積載
率向上に努めたこと、生産設備の拡充で納品先最寄りの
工場から輸送が可能になり、生産拠点の適正化につな
がったことが要因です。
　RC中期計画(2018年度～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。

　当社の製品輸送は、現在、トラックによる輸送が中心です
が、陸送トラック以外の運送手段の確保と環境対応・エネ
ルギー効率化を目指して、 2013年から関東・北海道間、関
東・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
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
よって部分的に継続不能となり、縮小しました。
　一方、関西工場の設備を増強し、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、CO₂の削減の実現を目指しています。

　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。会議では、各運送会社のドライバー教
育の現状や直近情報・問題点、改善策などを確認するとと
もに、運送業者への実態調査を実施しています。
　また、鹿沼事業所では、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を表彰するなど、運送業者
の育成、発展を推進しているほか、トラックへの荷役作業の
安全についてもヒヤリハットをもとに安全対策を実施し、無
災害を目指しています。
　今後も、運送業者とと
もに安全活動を推進し、
物流安全、物流品質の
向上を図っていきます。

　物流業界は、政府主導の働き方改革および国土交通省の
指導に従って、労働時間短縮等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を進めています。同時
に、運送業者はこの待機時間を費用化し荷主へ請求するこ
とを物流業界の労働環境改善の一環として進めています。
　これを受けて、2018年度は当社の全工場での積み込

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。

物
流
安
全

化
学
品・製
品
安
全

PRTR物質排出削減の取り組み

製品の安全管理

モーダルシフトへの取り組み

物流における環境負荷低減

運送業者とともに安全教育を推進

化学物質の安全管理

ドライバーの拘束時間削減への取り組み

会議中の様子

※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月よりJAMP（アーティクル
マネジメント推進協議会）が運営を行っている。

※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

※１ ポリオレフィン等衛生協議会：熱可塑性樹脂が食品用器具・容器包装用途で
大量に使用されるようになったことを受け、衛生安全面で個別樹脂ごとに一
層慎重な配慮が必要となったことから、旧厚生省の指導により、業界自主基準
の作成と自主基準の徹底を図るため、昭和48(1973)年に設立された団体。

※２ 自主基準：容器など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試験法を定
めた“衛生試験法”の２つで構成されている。

※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

■ 食品容器用途等の安全性確保

■ GHS※に対応したSDSの提供

■ RoHS指令への対応

※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

PRTR法届出 排出量の多い物質
(2018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)

■GHG排出量（t）

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

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
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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カ月目）
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）
執行役員　社外公開講座

考課
管理職
役員

JSP研修コース名対象者

概要制度名

看護休暇

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等のために、当該
子が1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

介護休業 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

育児休業 最長子が２歳に達するまで取得可能

慣らし保育のための
育児休業 子が保育所に入所した時から１ヶ月取得可能

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

■ 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
　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
　ステークホルダーの皆様に、JSPグループのことを正しく
ご理解いただくため、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、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、広告などでは、業界紙や
専門誌へターゲットを絞込み、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、中間決算後と本決算後の2回にわたってアナリスト
やファンドマネージャー向けの決算説明会を実施していま
す。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回程度個別ミーティングを実施しているほ
か、証券会社を対象にスモールミーティングと工場見学会
を開催するなど、より理解を深めていただけるように工夫し
ています。
　今後もIR活動を積極的に
推進し、株主・投資家とのコ
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
きます。

株主・投資家とともに

従業員とともにお客様とともに

決算説明会の様子

合防災訓練での公設消防による訓練検証について報告
を行いました。ご参加の皆様より「わかりやすい発表で
あった」との感想をいただきました。対話会は地域との交
流を図る重要な機会で
あり、よりよいレスポンシ
ブル・ケア活動のため、
今後も積極的に地域と
の対話を進めます。

■ 事業所清掃活動
　鹿沼地区の事業所では、工場周辺の落葉等の清掃活動
を行っており、地域の美化と歩行者・自転車がより安全・安
心して通行できるよう環境改善に取り組んでいます。
　また、四日市第一工場では、ゴミゼロ運動として工場周
辺の清掃活動に取り組ん
でいます。2018年度は
事業場内の協力会社の
協力もあり、100人近く
が参加する大きな活動と
なりました。

■ 鹿沼地区献血運動
　鹿沼地区の事業所では45年前から献血運動に取り組ん
でいます。2018年度は、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、鹿沼事業所の従業員やグループ会社である（株）ミ
ラックス、JSPモールディング（株）の従業員も含めて計
111名が参加しました。
　この長年にわたる取り組みが評価され、鹿沼地区の事業
所は2018年度に「栃木県献血推進協議会会長感謝状」を
受賞しました。今後も献血の推進に取り組み、献血事業に尽
力していきたいと考えて
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。

■ プルタブを集めて車いすを贈ろう
　JSPモールディング（株）は、従業員が気軽に参加できる
社会貢献活動として、2018年4月より（一社）環公害防止
連絡協議会が主催するアルミ資源回収運動に参加してい
ます。この運動は、飲料などのアルミ缶のプルタブを集め、
リサイクル資源として売却した利益で車いすを購入し、福
祉施設や個人に贈るものです。
　JSPモールディング（株）は「東京パラリンピックまでに、車
いす1台を贈ろう」を目標に、各工場や協力会社にも参加を
呼びかけ、開始から1年で重量約25㎏のプルタブを収集し
ました。しかし、車いす1台を贈るためには800㎏が必要な
ため、2019年度以降はJSPグループ全体にも協力を呼び
かけ、「東京パラリンピックまでに、車いす1台を贈ろう」とい
う目標の達成に向けて、継続的に活動を推進していきます。

■ レスポンシブル・ケア四日市地区地域対話
　四日市地区では、日本化学工業協会ＲＣ委員会と会員企
業１２社の主催により「レスポンシブル・ケア四日市地区地
域対話会」が２年ごとに実施されています。２０１８年度は第
７回となり、今回は「災害に強い工場づくりをめざして」を
テーマに、四日市市長以下官公庁職員、自治会の代表者約
２２０名ご臨席のもと開催されました。当社は四日市第一工
場で取り組んだＲＣ活動の内容を発表致しました。
　当工場は四日市コンビナートの塩浜地区にあり、保安
防災に力を入れています。地震や津波に対する備えや、総

地域社会とともに

調達先とともに

対話会の様子

感謝状

落ち葉清掃の様子表彰

社長表彰、事業本部長表彰、本部長表彰、事業
所長・部署長表彰があり、優れた功績を挙げた
者またはグループに賞状・賞金の授与を行う。
また、所定の無災害日数を達成した事業場ご
とに安全衛生表彰を行う

厚生活動 社内親睦等の目的でスポーツ、文化関係等の
レクリエーション行事費用を一部負担

育児短時間勤務 3歳未満の子がいる場合、短時間勤務が可能
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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）

中水処理設備

松山湖地区は自治体の排水規制が厳しく、東莞
工場も購入水量に対して一定量リサイクルするよ
うに求められています。そこで、2018年8月から従
来の汚水設備に追加して中水処理設備を導入し、
工場内で水の再利用を始めました。その結果、購入
水量を前年よりも約
21％削減することがで
きました。これからも地
域の環境に配慮しなが
ら、活動を続けていき
ます。

杰斯比塑料（東莞）有限公司（中国）

PICK-UP

排水リサイクルを開始することによって
購入水量・排水量を削減

全体朝礼・体操

台湾工場では、日本の事業場と同様に「月ごとの
安全目標の設定」「5S活動の推進」「全体朝礼・体操」

「職場単位の朝礼」などに取り組んでいます。労働災
害の再発防止だけでなく、さらなる5S活動を推進し、
今後は危険予知活動など労働災害の予防活動にも
注力していきます。ま
た、地域的に台風によ
る自然災害が懸念され
るため、事前の対応内
容を明確化し、保安防
災にも努めています。

台寶樹脂化工股份有限公司（台湾）

さまざまな安全衛生活動の推進と
保安防災活動の実施

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

グループの活動報告

環境安全現地訪問の様子

JSPグループ環境安全推進協議会体制図

グループの活動報告

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。

　当社グループでは、RC監査を通して抽出された問題点・
改善点を毎年度末の経営層が出席する「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て定着化を図っています。また、国内
外での取り組みの中で、他事業所へ水平展開したい情報を
グッドプラクティスとして共有しています。

　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。2018年度は会議を2
回開催し、加盟する全8グループ会社の安全担当者が出席
しました。当日は、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、グループの情報を共有しました。
　2018年11月には、当社鹿沼第二工場の構内にあるJSP
モールディング（株）で工場見学と会議を開催し、同社での
安全対策の共有と技術情報の交換をし、さらなる安全意識
の底上げを図りました。

　環境安全部では、2019年3月に台湾工場を訪問し、安全
管理体制や安全衛生活動の状況を確認しました。台湾工場
では、台湾地区の環境や安全の法律に従い、日々作業環境
の改善に取り組んでいます。

　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。
　労働災害・着火トラブルゼロを目指して、今後も予防活
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が
ある事故が発生した場合には、
現場での特別安全査察を実施
しています。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
10ヵ国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従い、拠点ごとに取り組みを進め
ています。また、海外子会社における日々の努力の結果、
2018年は安全成績が向上した事業場も多く、中国の無錫
工場、アメリカのデトロイト工場、タイ、シンガポールなどの
拠点では休業災害ゼロを達成することができました。

環境安全現地訪問
環境安全推進協議会の活動

台湾工場現地調査の実施

RC活動を定期的に見直し

海外子会社の環境・安全の状況把握

関係会社への労働災害・
着火事故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

会長 （株）JSP総合技術本部長

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）

事務局 （株）JSP環境安全部

※2019年4月より、油化三昌建材（株）
から三昌フォームテック（株）へ社名
変更しました。
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独自の点検表に従って自転車の点検を
行い、安全な通勤ができるよう指導
〒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

グループの活動報告

JSPの各事業所、グループの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

安全衛生委員会を通じて「労災事故ゼ
ロ・着火トラブルゼロ」を徹底
〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町10-2

株式会社ミラックス

成形室の空調設備を省エネタイプに更新
するとともに作業環境の改善を推進
〒322-0026
栃木県鹿沼市茂呂901

株式会社KP

製品積高さを全種２ｍ以下とし、冶具の
使用によって高所作業のリスクを低減

〒067-0051
北海道江別市工栄町23-4

北海道工場

フォークリフトメーカーの安全講習と他
工場担当者を交えて安全巡回を実施

〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町10-2

鹿沼第三工場

安全カバーや警告板の設置、非常ボタン
の増設など全設備の安全面を見直し

〒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
工場内をLED照明に切り替え、省エネ化
と高所取り換え作業回数を軽減

〒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

屋根に遮熱塗装をしたことで、建物全体の冷
暖房効率が向上し、夏場の作業環境が改善

〒371-0853
群馬県前橋市総社町1-5-4

本州油化株式会社

新工場の建設が無災害で完工し、竣工式
を執り行い、近隣住民向けの内覧会も実施

〒679-4304
兵庫県たつの市新宮町下笹515

関西工場

発泡剤タンクの在庫量を遠隔で確認で
きるようにし、危険リスクを低減

〒322-8511
栃木県鹿沼市さつき町17

鹿沼第一工場
新建屋の建設に向けて事前に工事を想
定した避難訓練・放水訓練を実施

〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町5

鹿沼第二工場
小集団の安全職場懇談会を設け、社員の
意見から改善提案・ヒヤリハットを抽出

〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町13-1

鹿沼ミラフォーム工場

北九州市の「おたすけAED事業」に参加
し、万が一に備えて毎年訓練を実施

〒800-0229
福岡県北九州市小倉南区曽根北町2937-7

北九州工場
労災ゼロを達成、事業所内のJSPモール
ディング三重工場は安全衛生表彰を受賞

〒510-0955
三重県四日市市北小松町字扇廣1600

四日市第二工場
神栖市消防出初式をはじめ、地域で開催
される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

さまざまな条件で防災訓練を行い、抽出
された課題などに対して対策を実施

〒322-0014
栃木県鹿沼市さつき町10-3

鹿沼研究所

通路を確保し、機器設備に関しての注意事
項の表示および危険回避の予防処置を実施
〒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

「全員で考えるRC活動」を掲げ、抽出し
た問題点の確認と対策を実行

〒304-0819
茨城県下妻市鎌庭字木仙房2052

NK化成株式会社
日化協レスポンシブル・ケア四日市地区
地域対話会で、取り組みを発表

〒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
無事故無災害に向けて安全講習のほか
に感電体験や短絡実験を実施

〒861-0111
熊本県熊本市北区植木町宮原553

九州工場

※2019年4月より、油化三昌建材（株）から
三昌フォームテック（株）へ社名変更しました。
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