
当社グルーブは、事業を展開する地域社会の皆様との共存共栄を重視し、安全な操業を第一に掲げるとともに、環境負

荷の低減に向けた取り組みを加速しております。また、地域の方 と々連携してさまざまな社会貢献活動を展開するなど、

地域社会から信頼される事業所をめざしております。

基本的な考え方

労働安全衛生の主な目的は、従業員の安全と健康を保持するとともに、災害および事

故を未然に防止することです。

当社グループは、労働安全衛生法および関連法令を遵守することはもとより、従業員

の健康増進を推進していきます。その結果、従業員が健康で組織が元気になり、労働

生産性の向上につながるため、従業員の健康増進や組織風土の改善に取り組んでい

ます。

基本的な考え方

地域社会とのかかわり労働安全衛生

金沢工場 主力工場として安全向上と環境負荷の低減を追求

当工場は、1981（昭和56）年に第二工場として操業を開始し、現在は主力工場に成長しています。工場から望む霊峰白山の恵みにより、生
産活動における地下水を有効に活用しながら、最先端の技術を駆使して事業を通した社会貢献をめざしています。
また、省エネルギーや環境負荷の低減に向けて、生産プロセスの改善をはじめ、省エネルギー機器の導入、再生可能エネルギーの活用など
の取り組みを積極的に進めることで、持続可能なモノづくりを追求しています。
さらには、地域におけるさまざまな社会貢献活動を通じて、地域の皆様と交流を深めています。

2020年度は、新型コロナウイルスの感染が広がる中、従業員の健康
保護を最優先とし、部署間および取引先との移動制限を徹底するこ
とで、事業所内でのクラスター発生リスク低減に努めることが、結
果として地域の皆さまの健康保護につながると信じ、感染拡大防
止に配慮を行い、可能な限りの活動を行ってまいりました。また、
新型コロナウイルス感染症対策寄付金として、各事業所のある地
域へ合計1,000万円寄付を行いました。

奨学金制度（一般財団法人エス・シー・ビー育英会）
当社では、社会奉仕の一端として人材育成のため育英事業に着目し、その実現の方
法として育英会を設立しました。一般有為の子弟のうち心身健全、成績優秀で向学
心旺盛であるにもかかわらず、経済的理由で修学することが困難なものに学資を貸
与しその修学を助けて社会に貢
献する優位の人材を補導育成す
ることを目的としております。2020年度保安防災教育実施結果（当社グループ）

対象期間：2019年12月～2020年11月

金沢工場（金沢研究所含む）
●所　在　地　：　石川県白山市松本町1600番1

●設　　立　：　昭和56年6月
●従　業　員　：　233名（2020年11月30日現在）

●主力製品　：　半導体用材料、塗料・粘着材料樹脂原料 など

当社グループにおける

休業災害件数

0件
（2019年12月～2020年11月）
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高圧ガス教育
衛生教育
リスクアセスメント
緊急・救急・保護具教育
がん原性指針教育

端末水路管理等教育
予防規程

緊急時対応テスト 
（漏洩・臭気など）

消防用設備教育
（消火栓・自火報など）

化学物質による健康障害
リスクについて

プラントは有機溶剤を触るの
でペットボトルではなく紙
コップで随時飲用可能に

通常メニュー：およそ800kcal
(白米、肉と揚物が主菜の食事)
ボリュームがあり、腹持ちがいい！

ヘルシーメニュー：およそ500kcal
(十六穀米、魚と野菜が多い食事)
魚は骨が抜いてあり、食べやすい！

酒田工場 神港有機

以前より配備していた航空消防車の放水能力を有した大型化学消防車（右）
に加え、多機能小型化学消防車（左）を新規に導入し大規模火災への対応と
初期消火活動を迅速に行う機動力を考慮した化学消防車を配備していま
す。2020年11月に、新規導入した化学消防車の訓練を実施しました。

夏場の熱中症対策

熱中症対策グッズ、塩飴、タブレット配布、水分補給用ペットボトル飲料無償提供
（金沢工場、酒田工場、神港有機）、月、水、金は食事に乳製品追加（金沢工場）

【酒田工場】ゼロ災に向けた取り組み：ゼロ災達成　3498日

酒田工場では、毎月1回安全衛生委員会を実施してお
り、委員会の中で、ヒヤリハットを各課から報告、情報共
有を行うことで、注意喚起につなげています。また、重要
なヒヤリハットが発生した場合、リスクアセスメントに落
とし込み、改善テーマに挙げて、工場全体で取り組んで
います。このように災害につながるかもしれないヒヤリ
ハットまで意識を向け、従業員の安全はもとより、地域の
皆さまにも安心を提供できるよう日々活動しております。

海岸愛護活動「クリーン・ビーチいしかわinはくさん」は、毎年5月に海
岸清掃を実施してきましたが、今年はコロナ禍の影響で延期し、10月
に実施しました。

白山市より植樹の話をいただき、CSR活動の一環として2010年より「大阪有機未来の森づくり」活動を実
施しています。これまでにミズナラ・ブナ・ヤマハンノキの苗を約1,000本植樹してきました。今では2ｍぐ
らいの木まで成長しています。10月は植樹した木の肥料やりを行いました。

大規模火災および初期消火活動（金沢工場）

労働安全衛生マネジメントシステムの国際認証資格であるOHSAS18001
が2021年3月廃止にともない、酒田工場では第三者機関の審査を経て、
2020年12月、ISO45001に移行しました。

昼食の給食にヘルシーメニューを追加（神港有機） ISO45001取得（酒田工場）

白山市企業立地促進助成金交付式
積極的な設備投資により、地域経済およ
び雇用創出に貢献していきます。

金沢工場で湧き出ている温泉を地域の皆さまに
無料提供しております。

2013年春に建設された5階建て社員寮は、津波災害が想定される場合、地域住
民の皆さまの避難場所として提供しております。

JIS Q 45001：2018 JCQA-O-0101 2007年11月6日

適用規格 登録番号 取得年月

労働安全衛生の組織体制（大阪有機）

本社

社長

東京オフィス 金沢工場

消防部会・・・・・・・・・・工場の消防防災計画と推進消火設備、消火器、危険物施設などの維持管理他
環境衛生部会・・・・・・職場環境保持の立案・助言、安全衛生保護具の点検調査、救急用具点検指導他
健康推進部会・・・・・・健康増進を目的とし、全員参加のスポーツ大会などの企画推進
巡視部会・・・・・・・・・・構内巡視計画・実施とそのフォロー
ゼロ災教育部会・・・・ゼロ災チーム活動状況把握と総括、外部研修会参加計画他

各労働安全衛生組織

下部組織と主な役割

大阪事業所

管理本部

酒田工場 八千代事業所

冷蔵庫を開けると・・・
冷えているドリンク3種類を常備

冷蔵庫横
在庫置き場

冷蔵庫扉に
塩飴を常備

味に飽きない
よう3種類用意
しています。

詳細はWebサイトをご参照ください。
http://scbss.net/
一般財団法人エス・シー・ビー育英会
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酒田工場 恵まれた自然資本を大切にしながら生産活動を展開

酒田工場は、当社の将来の事業展開を踏まえて、2000（平成12）年に第三工場として操業を開始しました。当工場の特徴としては、地盤が

安定している上に地下水が豊富であるなど自然資本に恵まれている点が挙げられます。一方、生産活動によって、化学物質を取り扱い、CO₂
や廃棄物などを排出することから、環境負荷の低減に向けた改善や安全操業に努めています。また、美化運動などを通じて地域との共生を

進めることで、地域の皆様から信頼される工場をめざしております。

地域社会とのかかわり

大阪事業所 西日本の物流拠点と情報集約型研究所のハイブリッド型事業所へ

大阪事業所は1961（昭和36）年より柏原工場として操業を開始しており、当社

の経営基盤を築いた事業所です。敷地面積27,000m2で従業員は最大140名程

度を擁しておりましたが、他工場を建設するにともない生産拠点の再整備が進

んでいます。そして、2014（平成26）年に完了した製造拠点の再配置計画

「PLAN14」により、柏原工場から大阪工場へ、そして大阪事業所として名称変

更を経て現在に至っております。

従来、化学品の生産拠点として安全および環境に対する万全の体制で事業に臨

んでいました。近年、再配置計画により旧設備を一新したことで危険物の取扱量

が激減し、安全および環境の両面で安心感がさらに増しています。今後は、西日

本の物流拠点と情報集約型研究所の２つの機能を併せ持つ事業所として事業

を展開してまいります。

2020年秋完成した新
しい研究棟 「CREO」。
環境共生を意識した
「光と緑と創造を」を
コンセプトに 、研究開
発を加速させ、事業を
通じた社会貢献をめ
ざしています。

神港有機化学工業　本社工場 小粒ながら安全で最先端化学品の製造工場へ

当工場は、1969（昭和44）年に酢酸エステルの生産会社と

して操業を開始しました。工場の特徴として、臨海工業地

域に立地し、海運輸送の利便性を生かしながら、半導体用

途など最先端の化学品の製造を行っております。

1995（平成7）年における阪神・淡路大震災の経験を踏ま

えて、防災対策に取り組んできました。近年、台風の大型化

による風水害被害が増えている中、工場が海岸沿いにある

ことから、従業員の災害リスクに対する意識は高く、社内外

の活動に真摯に取り組んでおります。今後も危険物を取り

扱う工場として安全操業と製品の安定供給を推進してま

いります。

酒田工場
●所　在　地　：　山形県飽海郡遊佐町藤崎字茂り松157番23

●設　　立　：　平成12年7月
●従　業　員　：　37名（2020年11月30日現在）

●主力製品　：　液晶表示材パターン形成材料、化粧品材料、塗料樹脂原料 など

事業所だけでなく近
隣での火災発生にも
対応可能な消防用消
火栓

遊佐町 森林整備ボランティア(2019.12) 服部興野海岸清掃(2020.７)

企業研究セミナー(2020.2)
災害時の周辺地域の医療救護活動の充実に寄与するため、ドク
ターヘリの場外離着陸場に登録しています。

神戸市危険物安全協会会長表彰
(優良危険物取扱者)

近隣一般通行者の救護要望に応え
るため、救護用具の拡充（保温ブラ
ンケット、包帯など）

神港有機化学工業株式会社
●所　在　地　：　神戸市東灘区住吉浜町18-26

●設　　立　：　昭和44年4月
●従　業　員　：　41名（2020年11月30日現在）

●主力製品　：　電子材料用溶剤、化粧品材料、塗料/接着剤溶剤  など

大阪事業所 （大阪研究所・先進技術研究所含む）
●所　在　地　：　大阪府柏原市片山町18番8

●設　　立　：　昭和36年7月
●従　業　員　：　50名（2020年11月30日現在）
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