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対象期間

編集方針

SDGs
（持続可能な開発目標）
への取り組み

JNC グループは、
“ 企業活動そのものが CSR” である

2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日の活動および

2018 年度より
「JNC は、
SDGs を世界共通の目標と

と捉え、化学メーカーとしての事業活動に加えて、レス

集計データ（一部に対象期間前後の活動内容も含まれています）

認識し、企業活動を通じて、その達成に貢献していく」と

ポンシブル・ケア、コンプライアンス、人権・労働慣行、地

取り組み方針を決定し、
取り組みを実施しています。

域貢献などによる社会との関わりを、具体的な活動や各

具体的な取り組みとして SDG Compass ※
（SDGs の

参考にしたガイドライン

種データを用いながら、ステークホルダーの皆さまに

企業行動指針）を参考に社員の理解を深めることからは

CSR レポートやホームページを活用し、分り易く情報発

● JIS

信するように努めています。

● 環境省
「環境報告ガイドライン 2012 年版」

Z 26000：2012「社会的責任に関する手引き」

CSR レポート 2019 では、事業プロセスとして繊維事

じめ、CSR レポート 2017 から事業領域や各種活動に
ついて SDGs とのマッピングを開始しました。
併わせて、社内向け情報紙「CSR コミュニケーション」

業について、研究開発から製造、品質管理、物流を経てお

による情報発信や事業所での説明会を通して、SDGs へ

対象範囲

客様に製品をお届けするまでの各工程における重要課
題と取り組みについて説明しています。

の理解促進を図っています。

JNC 株式会社と別冊の関係会社および事業所を CSR

SDGs への貢献をより効果的に推進するにあたり、一

2018 年からは SDGs
（持続可能な開発目標）に対する

対象範囲として定めて報告しています。また、レスポン

人ひとりが日々の業務が SDGs のどの目標に関係して

取り組み方針を決定し、事業活動を通じた貢献を目指し

シブル・ケア活動については、JNC 株式会社と共に活動

いるのかを考えることが、身近にできる最初の取り組み

活動を推進しています。

に取り組んでいる関係会社および事業所を対象範囲と

であると捉えています。そして優先課題を決定し、取り

定めて報告しています。

組みをさらに深化させるためには当社グループの強み、
弱みを改めて考え、評価することで、社会課題に対する
視点で行動していくことが重要であると考えています。
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を親会社と想定した計数を示しています
表紙と本文デザインは
「よろこびを化学する」
事業活動を推進し、
持続可能な社会の実現に貢献するイメージを表現しています。
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Top Message

新たな覚悟と特徴ある CSR で
社会課題の解決に貢献していきます
中期経営計画と経営課題
2016 年 度 か ら 2018 年 度 ま で の 中 期 経 営 計 画
「NC-

職場の構成員一人ひとりが職場の強みや弱点を認識し、次

ミュニティー活動を進め、社会的責任を果たしてまいりまし

に起こすべき行動を考える習慣が身につけば、個人の
「働き

た。
さらに2018年度からSDGs
（Sustainable Development

がい」を向上させると同時に職場の
「経済成長」が実現されま

SCRUM Ⅱ」を振り返ると、事業を取り巻くマーケット環境

Goals；持続可能な開発目標）に対する取り組みを開始し、

す。このことによって、社会の包括的かつ持続可能な経済成

の変化が激しく、これに打ち勝つだけのアクションが遅れ、

CSR の社内浸透と合わせて、SDGs についても理解を深めて

長の促進につながるという考え方は、中期経営計画
「Think

2018 年度には非常に厳しい状況となりました。企業の持続

まいりました。

＆ Act 2021」にも通じることであり、紙面を使わせていた

可能性が揺らぐことは CSR の根幹である「企業における信頼

SDGs には 17 の目標が示されていますが、示されている

性の構築」から逸脱したことを意味し、現在、JNC グループ

社会課題の解決に貢献することによって、当社グループの信

社員全員が全力で社会的責任を果たすべく、新たな覚悟を

頼性を回復し、企業の持続可能性を実現させることが可能に

持って業務に励んでおります。

なると考えます。特に、目標 8 ※ の「働きがいも 経済成長も」

この新たな覚悟を具体化したものが 2019 年度からの中
期経営計画「Think ＆ Act 2021」であり、基本方針に「利益

が特に重要であると捉えており、他の社会課題の解決と共に
精力的に取り組んでまいります。

率拡大を重要事項と捉え事業構造の再構築を行い、2021 年

約 20 年前に出版された
『まず、ルールを破れ
（マーカス・

度までに事業収益構造を再構築する。」と掲げています。まず

バッキンガム＆カート・コフマン、日本経済新聞社、2000

注力して実施すべきことを以下の 3 項目と定め、社会的責任

年）』の中に「職場の強さを測る 12 の質問」が紹介されていま

の具現者たる企業として、早期に足元を固め持続性の安定化

す。出版間もない頃、水俣製造所や戸畑工場の課長時代に、
5

に努めてまいります。

段階評価でのアンケートを実施したところ、評価結果どうこ

❶ 競争劣位にある事業の再編と整理
❷ マージンが小さく量的拡大が見込めない商材の整理
❸ 事業規模に見合った組織・要員体制
事業運営において見栄えのする新しいテーマへいかばか
りかの資源を傾斜投入し、数年経過することによって稼げる
イノベーションが完成するといった都合の良いことは絶対
にありません。
がんじがらめになった規制やしがらみを執念深く解きほ
ぐしたその結果として、社内外に埋もれていた創意工夫の種
がいくつか芽吹き、当事者の懸命な努力の甲斐あって、よう
やく実を結ぶという実にじれったくはありますが、イノベー
ションとは本質的にそのようなものであり、本物であればあ
るほど長い時間を必要とします。
2019 年度は当社グループの信頼性回復の礎を築くため
の重要な年と位置づけ、覚悟をもって中期経営計画に取り組
んでまいります。

当社グループにおける CSR・SDGs と
12 の質問
企業は CSR を軸に一連の企業活動を全うしながら、
信頼性
の構築と維持に努め、社内の機能強化と外部への情報発信を
継続することが極めて重要です。当社グループは “ 企業活動
そのものが CSR である ” と捉え、事業活動に加えてレスポン
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うではなく、ほとんどの課員の意識が変化したことを実感で
きました。とても良く考えられた 12 の質問で、顧客満足度、
収益性、生産性、労働移動率との相関があり、チームビルディ
ングにも役立ちました。
少し長くなりますが、
12 の質問全てをご紹介します。

だきました。
※包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用
（ディーセントワーク）
を促進する。

よろこびを化学する事業運営
当社グループの CSR 活動は今年度で 7 年目を迎え、社内の
CSR 活動は一定のレベルを達成し、外部とのコミュニケー
ションに関しても、未だ改善余地があるとは言え、質・量共に
増加傾向にあります。また、
SDGs についても各事業や開発
部署の活動との紐付けを行い、構造的には整いつつあり、
確実に浸透してきています。
しかしながら特徴的な活動という点では CSR、
SDGs 共に
各拠点らしさを出し、深化させていくことが大事です。社内
ではメーカーとしての生産性向上や新技術によるオペレー
ション改革、社員の育成機会など、そして社外ではステーク
ホルダーの各階層との関係性強化や製品開発におけるコン

Q 1 仕
 事の上で自分が何をすべきか、要求されていることが
わかっているか

セプトの共有など宝の山です。
2019 年度も “ 企業活動その

Q 2 自
 分の仕事を適切に遂行するために必要な材料や道具類
が揃っているか

2021」を推進し、技術開発段階から CSR や SDGs の目標を

Q 3 毎日最高の仕事ができるような機会に恵まれているか
Q 4 最
 近一週間で、仕事の成果を認められたり、誉められたり
したことがあるか
Q 5 上
 司や仕事仲間は、
自分を一人の人間として認めて接して
くれているか
Q 6 仕
 事上で自分の成長を後押ししてくれている人がだれか
いるか
Q 7 仕事上で自分の意見が尊重されているか

も の が CSR で あ る ” こ と を 肝 に 命 じ て、
「Think ＆ Act
織り込み、
「優れた技術で社会の進歩に貢献する先端化学企
業」を目指してまいります。
そして、
全ての事業領域や国内外の各拠点において経営資
源を生かした特徴ある CSR 活動を推進し、
化学の可能性を追
求し
「よろこびを化学する」
事業運営を展開してまいります。
引き続き当社グループへのご指導、ご支援を賜りますよう
どうぞよろしくお願い致します。

Q 8 会
 社のミッション／目的を前にして自分自身の仕事が
重要だと感じられるか
Q 9 仕
 事仲間は責任を持って精一杯クォリティーの高い仕事を
しているか
Q10 仕事仲間にだれか最高の友だちがいるか
Q11 最
 近半年間で、自分の進歩に関してだれかと話し合った
ことがあるか
Q12 仕
 事の上で学習し、自分を成長させる機会を与えられた
ことがあるか

代表取締役社長

出典：マーカス・バッキンガム＆カート・コフマン
『まず、
ルールを破れ』 日本経済新聞社 2000 年
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中期経営計画

Think ＆ Act 2021
当社グループは
「優れた技術で社会の進歩に貢献する先端化学企業」との理念のもと、
今後ますます不確実性を増す市場環境の中でも確実に事業機会を捉えると共に、
中長期的視点での「事業セグメント強化」および収益構造を改革する「事業構造の再構築」を両輪に業績を
回復させることで、当社グループの将来のあり姿「人々の精神的・物理的な生活を豊かにするため、
新たな素材の開発を通して、社会に貢献する」企業を目指してまいります。

取り巻く事業環境
世界経済の緩やかな回復、企業の設備投資意欲の高まり、雇用所得環境の改善などが推進力となり、
日本経済も緩やかな回復を続けています。しかし、米中間の通商問題など海外経済に関する不確実性が高
まる中、
当社を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。
コア事業として利益創出をけん引してきた液晶事業では、中国の液晶メーカーの価格攻勢等によって

中期経営計画「Think ＆ Act 2021」の概要

※ JNC グループ全社を対象とする 2019 年度から 2021 年度の中期経営計画

市場での競争優位性回復に向けて、利益率拡大を最重要事項と捉え、選択と集中による事業構造の再構築、
収益構造の再構築を行ってまいります。
Think ＆ Act 2021 では、
「利益率の拡大を最重要事項と捉えた事業構造の再構築を行う」との視座で、収益構
造の改革を最大のスピード感をもって推し進めます。

販売拡大に遅れが生じました。
繊維事業では、中国メーカーの活発な事業開発活動により不織布の特殊化が急激に進み、プレーン不織

区分

布の競争が激化したため、
当社の不織布の生産能力は増加するも顧客のアクセプタンスが遅れました。

セグメント
機能材料
液晶、有機 EL、周辺材

各事業分野の目標
（あり姿）

基幹セグメント

電力

市場

セグメント強化の考え方
●デ
 ィスプレイ市場のトレンドの先取りと

有機 EL を基軸とした収益構造の確立

● 計画損益の確実な達成とリスク・ヘッジ

Think ＆ Act 2021 では、機能材料、化学品、加工品および電力の 4 つのコア事業分野を中長期的な
繊維（原綿）

視点で強化していきます。
■ 機能材料

市場環境の変化を先取りしたディスプレイ材料の開発とお客様へのタイムリーな提供を通して、

繊維（不織布）

当社グループをけん引する安定的な収益基盤の構築を目指します。
■ 化学品

戦略的拡大セグメント
肥料
（アグロ技術）

シリコン系 LED 封止材といった新しい商材を軸に収益の安定化を図ります。
■ 加工品

● 絶対的な技術競争優位性を確立

● 顧客への付加価値提供型ビジネス・モデル
● 生産性を大きく改善

●農
 家のニーズを把握した商品開発・

施肥技術の開発

● 海外事業展開を基軸とした成長戦略

原綿から不織布までの一貫メーカーの強みを生かし、新しい価値を生み出す繊維のサプライヤーを
シリコン

目指します。また肥料事業では、ニーズを先取りした商品・技術開発を通して国内トップの肥料会社とし
ての地位を堅持すると共に、
グローバル展開を目指します。
■ 電力

既設の水力発電所の FIT 化工事を完成させて安定な収益基盤とすると共に、ポスト FIT 化の再生エネル
ギー市場を遠望し、
水力発電所のリニューアル事業への展開や運転管理技術の事業化を目指します。
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● LED 封止材等、
高付加価値品へのシフト

重点育成
セルファイン

●イ
 ンド等成長市場への展開による成長戦略

※矢印の向きは市場の成長性をあらわしています。
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価値創造プロセス
JNC グループは豊かな暮らしと産業に貢献し、地球環境と調和したモノづくりと技術の創生を
行っていくことをミッションとして企業活動を展開しています。常に時代のニーズを先取りする技術と
製品、
サービスを創り出していくことが、JNC グループの企業価値の源泉です。
SDGs などの社会課題と連動する経営環境の変化への理解を深め、ステークホルダーの皆さまに新たに
創造し提供する価値によって、サステナブルな未来の実現に貢献してまいります。

社会課題

JNC
経営ビジョン

気候変動
自然災害リスク

機能材料
有機 EL、
液晶、
液晶関連材料

人口増加

プリンタブル・エレクトロニクス

CSR コンセプト

食料、
水、
エネルギー資源の不足

加工品

社会の持続的な発展に貢献します。

および労働力不足

SDGs へ の 貢 献 を 推 進 し、

環境やニーズが目まぐる

豊かな環境を未来に引き継

しく変わる中で、私たちは

ぐため、環境調和型の製品・

何をするべきか。一人ひと

技術を社会に提供します。

● レスポンシブル・ケア

● コンプライアンス

● 人権・労働慣行

● 地域貢献

世界経済のシフト

ペイントプロテクションフィルム
フィルター
樹脂加工品
化学品
高級アルコール、
可塑剤、
溶剤

海洋プラスチックゴミ

研究開発

環境安全品質

生産技術

社会の未来を変える新

レスポンシブル・ケア

モノづくりの将来を見

しい価値を発見し、社

方針（基本理念、行動指

据え
「生産技術開発機

内外の技術を活用して

針）を基に社会課題の

能の強化」
「
、設備管理

価値創造のビジネスモ

解決に取り組みます。

体制の強化」
「
、継続的

デルを継続的に提案し

（p21）

な人材育成の実行」
の3
本柱で生産技術革新に

ます。

に向けて、一つひとつ取り
組みを続けます。

りが
「考え」
「行動する」
、
。

有機酸、
シリコン誘導品

新興国、
途上国の成長

サステナブルな未来の実現

被覆肥料、
高度化成肥料

常に基本に忠実に、社会に必要とされる素材、製品、サービスを提供し続け、

AI、
日本における高齢化

Think ＆ Act
2021

ES 繊維、
不織布

『企業活動そのものが CSR』

働き方改革

社会課題の解決

事業活動・主な製品

「優れた技術で社会の進歩に貢献する先端化学企業」

生物多様性への影響

中期経営計画

取り組みます。
（p37）

ポリプロピレン、
高密度ポリエチレン
ポリプロピレン特殊コンパウンド
ライフケミカル製品
エネルギー・環境
水力発電、
太陽光発電

持続可能で豊かなくらしを
一人ひとりの変革によっ

思い描き「よろこびを化学

てお客様や市場のニーズ

する」を合言葉に、化学の力

を先取りし、提供する価値

で人々のよろこびをつくり

の
「質」
を高めます。

ます。

負極材、
セパレーター
自然浄化法リアクターシステム
商事事業、
エンジニアリング事業

ステークホルダーとの対話
お取引先

社員

地域社会

お客様

相互発展的な関係構築に努め、公正・透明な取引

多様な人材が公正に扱われ、能力を最大限に発揮

環境保全・安全確保に配慮し、積極的なコミュニ

「安全・安心・満足」
な製品・サービスと適切な情報の

と CSR 調達の取り組みを推進します。

できる安全で健康的な働きがいのある職場づく

ケーションで良好な共生関係を築いていきます。

提供により、
長期的な信頼関係を築いていきます。

りを進めます。

7
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くらしの中の JNC
JNC グループの技術や製品は、最終製品として使用されるモノや、
お客様の元で最終製品の素材として使用されるモノなど、世界中のあらゆるシーンで、
私たちの快適で豊かなくらしづくりに貢献しています。

機能材料事業

加工品事業

ポリオレフィン複合繊維、
被覆肥料、
高度化成肥料等、
電子部品の加工販売

化学品事業

高級アルコール、可塑剤、
溶剤、
有機酸、
シリコン誘導品、
ポリプロピレン、
ポリエチレン、
ポリプロ特殊コンパウンド他

電力事業

水力発電、太陽光発電

商事事業

各種化学工業製品の販売

その他の事業

9
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液晶関連材料の製造販売
電子情報材料他

各種化学工業設備の設計・
施工他
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特集

事業プロセス

繊維事業

JNC ファイバーズ株式会社

守山工場における

守山工場は複合繊維原綿とスルーエア不織布を生産する工場です。複合繊維の生産開始
は1970年代に遡る長い歴史があります。
複合繊維の生産能力は日本でも最大級であり、

原綿・不織布事業

を行っています。守山工場で育った人材は、海外の生産拠点（中国：3 拠点、タイ：2 拠点）
でも活躍し、
JNC グループの繊維・不織布の生産を支えています。

JNC ファイバーズ
（株）
守山工場 工場長

大森 光治

説明

研究・開発

製造

品質管理（検査）

物流（出荷）

繊維開発センターは、複合繊維の開発を行う
「ESFV グ
ループ」、複合繊維を原料とするスルーエア不織布の
開発を行う「TA 不織布グループ」、繊維技術を複合さ
せて新たな製品開発を行う「複合加工品グループ」か
ら構成されています。

当社が製造している複合繊維「ES 繊維」は紙おむつや
ナプキンなど衛生材料に適した原綿として多くの製
品に使用されています。守山工場ではスルーエア不織
布製造ラインが 2 年前に導入され、原綿から不織布ま
でを一貫して生産しています。海外の生産工場のマ
ザー工場として製造技術の向上に注力しています。

守山工場で生産される原綿・スルーエア不織布が製品規格
内の製品として安定した品質であるかをチェックし、お客
様に出荷する製品を保証しています。主に衛生材料として
人の体に触れる製品に使用されるため、製品への異物混
入、汚れの見落としがないよう、特に気を付けています。私
たちは、最大限の注意を払い検査を行っています。

原綿はベール状
（俵状）
、不織布はロールの形態で梱包され
トラックで出荷されます。主な用途が衛生材料であるた
め、トラックやコンテナの床面、側面は段ボールなどで養
生し、積載します。物流協力会社とも定期的に協議を行い、
製品をより良い状態でお届けできるよう改善を重ねてい
ます。

主な課題

●ユ
 ーザーニーズに合致した製品開発

●新
 たな観点で創出した新規製品の提案
●新
 たな製品物性を示す測定方法の確立

主な取り組み

●環
 境負荷の低い製品開発

●ボ
 タニカル由来の原料を使った製品開発
●柔
 らかさ・しなやかさなどの数値化
●既
 存製品にない機能性製品の開発

繊維開発センター
スルーエア不織布グループ
グループリーダー

担当者コメント

11

豊富な各種ノウハウを蓄積しています。また、マザー工場として海外の生産拠点に支援

●生
 産の安定化
（歩留まりの向上）
●生
 産性の向上

●測
 定要員の育成と技術の伝承
●測
 定方法の自動化

●安
 全生産

●海
 外生産拠点への技術支援

●設
 備トラブルの再発防止策実施
●人
 的教育の実践

●原
 材料・副資材のコスト削減
●情
 報の発信と共有化

●海
 外生産拠点との品質管理平準化

●測
 定要員教育とスキル維持確認の実践

●測
 定自動機器の導入による測定方法の統一化

●品
 質管理のレベルアップを目的とした品種別特性項目

の調査

製造課 課長

妹尾 巧

●汚
 れや破損が発生しない形態での輸送
●工
 場内保管の最適配置

●品
 質の現状掌握と対応

●コ
 スト競争力の向上

●ユ
 ーザー納期にマッチした物流

環境安全品質課 課長

古川 秀樹

●物
 流コストの削減
●在
 庫削減

●物
 流協力会社との協力

●事
 業部サプライチェーン・マネジメントグループとの情

報共有化の実施と生産計画への反映

事務課 課長

八木 満

岩田 淳治

私たちの製品は暮らしのあらゆるシーンで使用され
ております。ますます多様化する生活スタイルや高度
化する社会のニーズに対応し、皆さまの生活を豊かに
する製品の提供を目指し、さらなる研究開発を繊維開
発センター一同、着実に推進してまいります。

JNC GROUP CSR Report 2019

私たちの生産した製品は主に衛生材料用途に使用さ
れており、特に品質の安定化に注力しています。また、
「安全常に」をモットーに安全で安定した生産を目指
し活動しています。

人の体に触れることの多い原綿・スルーエア不織布の品質
を保証する要として、信頼が得られている品質管理を継続
して向上させてまいります。

衛生材料メーカー向け ES 繊維・TA 不織布や精緻な工業分
野向けフィルターなどは、製品荷姿の汚れや異物混入のな
い安心安全な取り扱い対応が特に求められており、担当者
一同、日々気を配りながら業務に取り組んでいます。
環境や安全にも十分に配慮しながら、業務効率化・コスト
ダウンを推進し、事業競争力改善にも努めてまいります。

JNC GROUP CSR Report 2019
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ガバナンス

コーポレート・ガバナンス
JNC グループは、企業価値の最大化を目的として、経

や子会社監査役との情報交換をするなど、グループ全体

営の健全性・公正性・透明性の確保を図るため、実効的な

の監査体制の構築に努めています。

コーポレート・ガバナンスの実現に取り組んでいます。

監理室

監査体制

整備を目的として監理室を設置しています。
監理室は、年度計画に基づき各部署に対して定期的か

監査役会

リスク管理体制

事業活動を行っていく上で想定される各種リスクに

内部監査および財務報告に係る内部統制システムの

1

2

対応するため、さまざまな角度から対応策を講じ、リス

しては、
共同研究契約や秘密保持契約を締結しています。
危機管理
会社の存続に関わるような重大な事象が発生した場

ク管理を実施しています。

合等に備え、当社グループ内で発生した危機に関する情

事業投資リスク管理

報の伝達、収集、調査等の取り扱い、対策本部の設置、報

つ必要に応じて臨時に内部監査を行っています。また、

事業投資に際しては、設備投資委員会、工事審議会、技

財務報告に係る内部統制システムの整備、運用に関し、

術検討会、事前協議等の場で検討を実施し、安全性確保、

成されており、各監査役は、取締役会その他の重要な社

独立的立場からその有効性評価を実施し、必要に応じて

適法性確保、採算性確保、環境への影響等を確認する体

内会議へ出席すると共に各部署およびグループ会社へ

その改善について助言、勧告を行っています。また、監査

制としています。

ことで、事業継続が脅かされる事態においても、重要な

の監査および調査を実施し、取締役の職務執行について

法人とは J-SOX に関して定期的かつ必要に応じて打合

与信管理

事業を継続あるいは早期に復旧することにより経営へ

監査を行っています。

せを行い、当社グループの決算財務報告に係る内部統制

監査役会は、4 名の監査役
（うち社外監査役 2 名）で構

の評価を行っています。

また、監査役会として監査法人から会計に関する監査

見交換を行っています。

査を実施しています。その他、社外取締役との意見交換

当社グループの取引の安全と債権の保全を図るため、
与信管理規程を定め、経理部担当役員を委員長とする与

監査役会および監理室は定期的かつ必要に応じて意

報告を受け、意見交換を行うなど、相互に連携を図り監

プの与信リスクを把握、
評価、
統制しています。
契約に際しては原則として法務部による契約審査を

■ JNC コーポレート・ガバナンス体制

株
選任

主

総

会

連携

会計監査人

監査

監査役会※3
監査役

会計監査

監査

監理室

経営会議※2

レスポンシブル・ケア会議

報告

報告

義務付け、
法的リスクの低減に努めています。

2019 年 4 月に第 4 回 BCP 訓練を実施しました。

輸出管理

今回は初動フェーズから事業継続フェーズへ切り替

適切な輸出管理を実施するため安全保障輸出管理規

えた際の対応として訓練を実施しました。各対策班は事

訓練に臨み、
訓練後

情報セキュリティ管理

の反省は事務局で

監査

事業部門・管理部門
子会社・関連会社

相談・通報/助言

取締役会：取 締役会は、取締役 7 名
（うち社外取締役 2 名）で構成され、法令・定款に従い取締役会の決定事項とすることが定められている事項
ならびに当社および当社グループに関する重要事項を決定すると共に、取締役および執行役員の業務執行状況を監督しています。
※ 2 経営会議：経営の基本的な目標、方針、計画ならびに特に重要な業務執行について審議、決定しています。この経営会議は、役付執行役員、特に議長が
指名する者で構成されます。
※ 3 監査役会：2 名の社内監査役および 2 名の社外監査役で構成されています。各監査役は取締役会への出席をはじめ、社内の重要な会議に出席し、厳正
な監査を行っています。
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BCP
（Business Continuity Plan）訓練

を実施しています。

顧問弁護士
※1

リスク対応訓練実施状況

の行動表を作成し

執行役員
諮問/報告

3

任者とし、環境安全品質部が安全保障輸出管理関連業務

人権労働慣行委員会
コンプライアンス委員会

Continuity Plan）
を策定しています。

取締役

諮問
指示

の 影 響 を 最 小 化 す る た め、事 業 継 続 計 画（Business

業継続フェーズ時

選定・解職・選任・監督

長

事業を遂行する上で必要な経営資源が被害を受ける

程を定め、代表取締役社長を安全保障輸出管理の最高責

報告

社

事業継続計画
（Business Continuity Plan）

取締役会※1

（業務執行）

CSR委員会
報告

選任

選任

道機関への対応を含む対応体制を備えています。

信管理委員会を設置し、当該委員会を通じて当社グルー
契約管理

13

また、
共同研究の実施や新規開発品のサンプル提供に際

当社グループにおける個人情報、会社保有情報および

集約して今後の改

情報システムの保護を目的として、情報システムセキュ

善に繋げています。

リティ細則を定めており、ネットワークへの ID および

メディアトレーニング

BCP 訓練

パスワードによるアクセス管理、ネットワーク接続可能

2018 年度は水俣製造所において、危機
（事故）発生時

デバイスの制限、
Web 閲覧の制限、記録媒体の取り扱い

のメディア対応を想定し、模擬記者会見を含むメディア

制限等、
各種の対応策を講じています。

トレーニングを

個人情報の保護

実 施 し ま し た。

社内外の個人に係る情報の漏洩等は、
当社グループの

ま た、訓 練 模 様

信用力低下に直結するとの認識の下、
社員等の個人デー

を DVD に 収 め

タを適切に管理するため、
個人データ管理責任者を選任

て各事業所で視

し、
個人情報への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、

聴 し、ど の よ う

改ざん、
漏洩に関し適切な安全管理対策を講じています。

な対応が適切な

知的財産権の保護

のか議論を深め

対外発表による技術公開は、
公知化に繋がらぬよう、
事
前に知的財産室によるチェックを受け、研究開発本部長
の決裁を経なければ公表できない仕組みとしています。

講師による事前レクチャー

る教育を実施し
ました。
模擬会見

JNC GROUP CSR Report 2019
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コンプライアンス
JNC グループは、コンプライアンスの徹底によって
得られる社会からの厚い信頼の下、
「優れた技術で社会

整備しています。その中心となる組織がコンプライアン
ス委員会です。

の進歩に貢献する先端化学企業」として事業活動を進め
てまいります。

コンプライアンス委員会は、原則として年に 2 回開催
され、各部門のコンプライアンス自己監査により判明し

2

コンプライアンス上の問題を
見逃さない制度

当社グループではコンプライアンス上の問題を見逃
すことのないよう次の制度を採用しています。

た問題について解決策や再発防止策を審議し、その結果

3

2018 年度の主な
コンプライアンス活動

コンプライアンス委員会事務局
（法務部）ではさまざ
まな活動を行っていますが、
2018 年度は社員のコンプ
ライアンス意識の底上げを図るため、次の活動に注力し

コンプライアンス体制の概要

を各部門にフィードバックします
（図 1 参照）
。報告され

当社グループでは
「コンプライアンス」の意義を以下

ついては、グループ全体にその内容を周知することで、

行います
（図 1 参照）
。監査項目は独占禁止法、下請法、労

のように定め、
コンプライアンス体制を構築しています。

グループ内で同種の問題が発生することを防止してい

働法、化学物質・環境に関する法令の遵守、国内外の公務

「社員一人ひとりがコンプライアンスについて意識を

ます。なお、緊急に審議すべき案件が発生した場合には、

員への贈賄禁止、反社会的勢力との取引遮断など、全 15

高く持つことが重要である」との考えに基づき、全社員

早期解決のために臨時の委員会が開催されます。

項目あります。

を対象にしたコンプライアンス e- ラーニングを実施し

1

た問題のうち、部門を越えて生じる可能性のあるものに

JNC グループの「コンプライアンス」
法令、
社内規則、
企業倫理の遵守とその違反防止

コンプライアンス自己監査

ました。

半期終了ごとに、各部門が半期を振り返り自己監査を

また、コンプライアンス委員会作成のコンプライアン

コンプライアンス e- ラーニング

ました。

スガイドブック、独占禁止法遵守マニュアル等には、コ
当社グループは、
JNC 株式会社社長を最高責任者と

ンプライアンスへの取り組み姿勢・心構えを謳った基本

し、事業部長・製造所長・研究所長・グループ会社社長等

行動指針や法令解説を記載し、グループ内のコンプライ

を各部門の実施責任者とするコンプライアンス体制を

アンス意識向上に努めています。

階層別研修
新入社員や若手社員、管理職などを対象に、コンプラ
イアンスを推進する上でそれぞれの地位・立場に応じて
求められる考え方や行動への理解を深めるため、階層別
にコンプライアンス研修を実施しております。階層別研

■ 図 1：コンプライアンス体制

修では参加者の理解を深めるため、講師（法務部員）との
JNC株式会社社長
（コンプライアンスの最高責任者）

コンプライアンス自己監査報告書式の一部

コンプライアンス・ホットライン
（内部通報制度）
2 JNCグループの
コンプライアンス状況の報告

委員長：法務部担当役員
委 員：事業部担当役員、監査役、
法務部長、
監理室長、総務部長、人事部長、
環境安全品質部長等

ています。2018 年度は 6 階層に対して、のべ 13 回実施
しました。

コンプライアンス・ホットラインは社員等がコンプラ
部門長
（コンプライアンス実施責任者）

イアンス上の問題を発見した場合やその疑いをもった
場合、図 2 のようにコンプライアンス委員会事務局およ
び顧問弁護士に対して直接通報できる制度です。通報し

1 自己監査報告
事業部長、
部長、
室長、
製造所長、
工場長、
研究所長 等

コンプライアンス委員会

ディスカッションを重視し、ケーススタディを取り入れ

たことを理由に通報者が不利益な待遇を受けることは
グループ会社社長

3 審議結果

ありません。
■ 図 2：コンプライアンス・ホットライン

4 周知・教育

法務部（コンプライアンス委員会事務局）
研修の様子

コンプライアンス委員会事務局
（法務部※）

その他の従業員、契約社員、派遣社員

顧問弁護士

※法務部はコンプライアンス推進部署としてコンプライアンス委員会の事務局業務を担当しています。

従業員（契約社員・派遣社員を含む）
通報ルート①：直接事務局に通報
通報ルート②：顧問弁護士経由で事務局に通報
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JNC グループの CSR

CSR マネジメント
JNC グループは事業を通じて社会に貢献することを
最大の責務と考え、社会から信頼され、全てのステーク
ホルダーと共に成長を続ける企業であることを目指し、
積極的に CSR 活動を推進しています。

3

推進目標

2018 年度は「CSR 推進の中核となる会議・委員会に
おける計画の確実な実行とその中での教育の強化」を推
進目標とし、各々の会議・委員会を運営しました。これら

1

推進体制

ンプライアンス委員会、人権労働慣行委員会、
CSR コ

での教育の拡充を図るため、重要課題の整理に向けて

ミュニティ委員会では、各々の活動の方針と目標の決

SDGs との整合性を重視し、社員一人ひとりが日々の業

定、進捗状況の確認および重要事項等の審議・決定を行

務と社会課題の関連性について理解を深めていけるよ

い、
その内容を CSR 委員会に報告します。

う、社内浸透策を推進しています。

社長を委員長とする CSR 委員会は、
CSR 推進の方針、

価と中核主題の視点での評価を集約することで、社会課

捗状況の確認と効果の検証を行うことで、全体調整を図

題との関わりを明確にしています。
（p19～20）
社会貢献活動では重要テーマとして取り組んでいる

りながら活動を推進します。

「KIDS サポート・アクション」の活動により、グループ内

長

ＣＳＲ委員会

社

（委員長：社長）

■ JNC グループ CSR 推進体制概念図

レスポンシブル・ケア会議
コンプライアンス委員会
人権労働慣行委員会
CSRコミュニティ委員会

CSR 基本方針

で、
2019 年度につ
いても方針を継続
することを 4 月の
CSR 委員会におい
て決定しています。
私たちは、
この基
本方針をグループ
全 体 で 共 有 し、行
動してまいります。

JNC GROUP CSR Report 2019

での求心力と発信力を高めています。出前授業やじゆう
ちょうの提供、スポーツ大会等の地域行事への協賛など
の支援活動も継続してまいります。

Message

「JNC は、
SDGs を世界共通の目標と認識し、
企業活動を通じて、
その達成に貢献していく」

事業を通じた価値創造

重点実施項目
1．休業災害ゼロおよび労働災害の削減に向けた
安全衛生活動の推進

JNC グループでは、基本的な考えとして「企業活動そのも

います。
2018 年度からは世界共通課題である SDGs への取
り組み方針を決定し、企業活動を通じた SDGs の課題解決に
JNCグループ

CSR基本方針

JNCグループは、
先進的で特徴ある技術により、
豊かなくらしと産業の発展に貢献し、

取り組んでいます。

SDGs への取り組みでは、
社員一人ひとりが日々取り組んで

いる業務と各ターゲットの関連性について認識を深めるため、
説明会の開催や社内向け情報紙の発行による情報発信を行

持続的な社会の実現をめざします。

い、
個々の気付きを促す活動を実施しています。
多くの社会課

1.

地球環境の保全

2.

安全の維持

3.

安全な製品の供給

4.

企業倫理意識の徹底

5.

社会との率直な対話

③挟
 まれ、巻き込まれ、
切創災害撲滅の継続的な
安全活動の推進
④ 熱中症予防の継続的な推進
2．環境保全活動の強化
①漏
 えい事故防止対策の
確実な実施と水平展開の
強化

レスポンシブル・
ケア会議

6.

働きがいのある職場づくり

7.

社会貢献活動の推進
2019年7月1日
JNC株式会社
代表取締役社長

ハラスメントの撲滅
●メ
 ンタルヘルス・ケアや

ハラスメント防止の動画視聴を推進

人権労働慣行
委員会

CSRコミュニティ
委員会

●パ
 ワー・ハラスメント防止の

e- ラーニングの継続実施

障がい者雇用への対応
●法
 定雇用率 2.3％を見据えた障がい者雇用の促進

働きがいのある職場づくり

によって、
貢献度を高めていくことが重要であると考えます。

● 年休の 5 日取得遵守

受け入れ、次世代育成支援としての
「KIDS サポート・アク

● 人権労働慣行意識調査の実施

ション」の活動など、事業所地域社会との連携を密に対話活

コンプライアンス
委員会

CSR
基本方針

●労
 働時間の適正管理、
インターバル制度の導入と

社外とのコミュニケーションでは、工場見学や教員研修の

階層別研修および e- ラーニングによる
コンプライアンス教育の継続

② 未熟練労働者への安全衛生教育の強化

題がある中、
それぞれの課題についてのリスクと機会を見極

め、
当社グループが貢献できる課題の絞り込みと活動の活性化

グループ会社従業員の
コンプライアンス意識の底上げ

①重
 量物取り扱い作業における
腰痛防止活動の推進

溝部 仰起

のが CSR」と捉え、
RC 活動を基軸とした各種活動を推進して

定めた CSR 基本方

基づき検証した上

SDGs への取り組み方針

取締役 常務執行役員

2013 年 7 月 に

17

活動実績の評価は、会議・委員会毎の目標に基づく評

目標および中核主題に係る重要事項を審議・決定し、進

会課題等の変化に

サステナブルな未来の実現に向けて、
事業活動に取り組んでまいります。

ことを CSR 委員会で確認しています。
また、SDGs への取り組み方針を決定し、各部門・部署

針は、
活動実績や社

2019 年度 各委員会・会議方針

の活動は不変的なものであり、今後も注力して取り組む

CSR 推進の中核となるレスポンシブル・ケア会議、コ

2

4

適正な運用管理

次世代育成（支援）の継続と拡充
● KIDS

サポート・アクションの活動浸透

情報共有化の促進とニーズに対応した活動の実行
●ス
 テークホルダー・ダイアログの検討と充実

● 男性の育児休取得推進

動に積極的に取り組んでいます。

今後も、
さまざまな事業・開発への取り組みを推進し、
社会の

幅広い分野で化学の力を活かしたモノづくりによって、
持続可能

な社会の実現に貢献できるよう企業活動を進めてまいります。
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JNC グループの CSR

2018 年度の活動実績 評価
評価：◎ 目標を上回り達成

中核主題
組織統治

各委員会、会議方針
グローバルな事業展開への対応
グループ会社社員の
コンプライアンス意識の底上げ
ハラスメントの撲滅

人

権
障がい者雇用への対応

労働慣行

働きがいのある職場づくり

保安・設備・運転・輸送トラブル

2018 年度の取り組み（目標・アクション）
●海
 外事業場における国別チェックリストの運用状況確認とブラッシュアップ
● 階層別研修および e- ラーニングによるコンプライアンス教育の継続

○ 目標達成

△ 目標にやや及ばず

× 目標に大きく未達、
または未実施

2018 年度の活動実績

評価

● 自己監査報告との区別が明確となるよう国別チェックリストの書式を改定し、
各国対象会社へ展開。

○

❶ 階層別研修を 6 階層
（新入社員／若手社員／E3 職／係長／E2・E1 職／F3・F2・S3・S2 職）
に対して実施。

○

❷ コンプライアンス e- ラーニングを実施。

● ハラスメント防止研修の継続実施
（管理職層）

● 管理職層向けパワーハラスメント防止研修を実施
（受講率 90％）。

△

●パ
 ワー・ハラスメント防止の e- ラーニングの実施
（全社員）

● e- ラーニングによるパワーハラスメント防止教育を実施。
全社員 3,567 名を対象とし、
受講者 2,628 名
（受講率 74％）
。

△

●障
 がい者雇用率 2.3％を見据えた障がい者雇用の促進
（2018 年度 法定雇用率 2.2％）
● 支援事業
（チャレンジルーム）
の環境整備

❶ 雇用義務数は JNC 石油化学
（株）
で 1 名不足。
その他の事業場は雇用義務数を達成。
❷ JNC ファイバーズ
（株）
がチャレンジルームの活用を開始し、
法定雇用率 2.2% を達成。
❸ 水俣で特別支援学校からの実習生を受け入れ、
支援学校との関係強化を推進。

△

●長
 時間労働の削減
（業務改善）、労働時間の適正管理、インターバル制度の導入

● 36 協定限度時間の法対応を実施。
勤務間インターバル制度導入を 2019 年度から運用実施。

○

●年
 休所得率の向上
（年休取得奨励期間の拡充：ゴールデンウィークおよびシルバーウィークを設定）

● 年休の年 5 日取得を遵守するため、
2019 年度から計画年休
（全社一斉型と個人型）
で確保する体制を実施。

○

●子
 育て支援制度の拡充

● 子の看護休暇の使用上限日数を子の人数にかかわらず年 20 日に引き上げることに制度改正。

○

●男
 性の育児休取得推進

● 実績として CSR レポート 2018 にて、
男性社員を含む育児休取得者の声を掲載。

○

●積
 立年休の取得要件の拡大

● 子の臨時休園、
学校・学級閉鎖時に積立年休を使用可能とすることに制度改正。

○

●半
 日年休制度の拡充

● 当該年度に保有する年休日数の範囲内で半日年休を使用可能とすることに制度改正。

○

●女
 性の活躍推進
（カムバック制度の検討）

● カムバック制度について、
2019 年度より制度導入。

○

●ラ
 イフキャリアプランセミナーの実施

● ライフキャリアプランセミナーを開催
（受講者数 169 名）
。

○

● ランク区分 A・B のクレーム・トラブルゼロ

● 全 12 件発生

A級4件
（水俣：ボヤ、
市原：プロピレン漏洩、
オフガス戻りラインの PP 詰まり、
宝塚：スプロケット軸折れ）
B級8件
（水俣：LN 配管への逆流、
C 液滴下不良、
市原：抜出配管閉塞、
混錬機先端軸受オイル漏れ、
守山：異物混入
宝塚：散水設備故障とその再発、
インバーター故障）

×

● 全 15 件発生

休業 3 件
（蘇州 : 腰痛 2 件、
戸畑 : 腰痛）
不休 7 件
（台南 : 捻挫、
広州 : 指挟まれ、
戸畑 : ガラス切傷、島根 : 右手挟まれ、市原：左目上部切創、
水俣：自転車転倒、
宝塚：人差し指 挫滅）
微傷 5 件
（市原 : 薬傷、
水俣 : 転倒、
開発 : 指切傷、
守山 : 腕巻き込まれ、
水俣：腰痛）

×

労働災害

● 全ての労働災害ゼロ

健康増進

● 有所見者率の低減

● 各事業場にて有所見者率を確認し、
所見率が高い項目について社内セミナー等の情報提供により改善を推進。

〇

● 取り扱い物質の安全教育とリスク低減

● 各事業場にて安全データシートを利用した安全教育および取り扱い物質のリスクアセスメントを実施。

〇

❶ 行動災害撲滅の為の安全活動の推進

● 標準作業手順書に Know-Why や技術基準を追記し教育を実施。
● 危険予知、
指差し呼称、
ヒヤリハット活動を各事業場で推進。

〇

❷ 未熟練労働者（3 年未満）への安全教育の強化

● 各事業場にて、
入構者および転入者教育の充実やスキルマップによる力量評価等を推進。

〇

❸ 熱中症予防強化

● 各事業場で注意喚起の放送や健康状態の確認等熱中症対策を実施。
熱中症の発生なし。

〇

● 漏洩事故防止策の確実な実施と水平展開

● 不要アラームの削減による監視強化を推進。
● 市原のプロピレン漏洩事故の対策としてガスケットの取り付け方法を仕様書に明確化。
他部門に水平展開を実施。

△

● 手回し、
チョコ回しによる挟まれ、巻き込まれ災害撲滅活動の推進

● 各事業場で攪拌機巻き込まれ災害事例の再教育を実施。
●「挟まれ、

巻き込まれ撲滅」
の誓いを見直し、
開口部のハード対策を実施。

〇

● 各事業場で攪拌機巻き込まれ災害事例の再教育を実施。
●「挟まれ、

巻き込まれ撲滅」
の誓いを見直し、
開口部のハード対策を実施。
● 回転体近接作業、
挟まれ、
巻き込まれ箇所の再度見直しとリスクアセスメントを実施。
● 刃物取り扱いの教育を実施。
＊ 2018 年度刃物による切創災害なし。
● 巻き込まれ不休災害
（人差し指 挫滅）
、
挟まれ不休災害
（親指の骨折）
の発生。
● 巻き込まれ微傷災害
（右腕 打撲）
、
挟まれ不休災害
（右手 打撲）
の発生。

△

● 再資源化率を 70％以上

● 再資源化率 65％。

△

●埋
 立率／総廃棄物量を 0.2％以下

● 各事業場の平均埋め立て率 0.1％。
7 年連続で 0.5％以下を維持。

〇

●P
 RTR 対象物質排出量を 2020 年度までに 2015 年度比 40％削減
（n- ヘキサンを除く）

● 2018 年度の排出量は 37.7t となり、
2017 年度
（39.5t）
から約 5％削減。

△

● CO2 排出量／2020 年までに 2005 年度比 10％削減

● 2018 年度は 2005 年度比、
35.6％削減。

〇

●省
 エネ推進によりさらなる削減を推進

● 5 カ年計画で各事業場の水銀灯の LED 化を推進中。

○

●エ
 ネルギー原単位を年平均 1％以上改善

● 2018 年度は 2017 年度比、
5.0％改善。

〇

●ラ
 ンク区分 A・B のクレーム・トラブルゼロ

● 環境トラブルの発生なし。

〇

● 下請法遵守など従来活動を継続。

〇

● 製品情報の見直しと提供

● 安全データシート、
ラベル作成のための新システム構築中。

〇

●ラ
 ンク区分 A・B のクレーム・トラブルゼロ

● 該当クレーム・トラブル ゼロ。

〇

● 工場見学・出前授業・インターンシップなどを通じた学習機会の提供

● 各地にて工場見学・出前授業・インターンシップの受け入れを実施。

〇

●地
 域ニーズに応じた活動の継続

● 年間計画に沿って活動。
新規活動として水俣にてバスケットボール大会を実施。

〇

●じ
 ゆうちょう寄贈活動の継続および高学年バージョンの完成

● 表紙デザイン更新を行い従来品と併用し寄贈を実施。
年間寄贈総数 540 冊。

〇

●事
 業場近隣小学校への図書室備品寄贈の実施

● 寄贈先との具体策協議を継続中。

△

● ホタルの夕べ
（守山）
、
教員研修
（水俣、
市原）
で意見交換を実施。
地域とのダイアログは未実施。

△

● 各地活動実績を集計し共有。
（総数：245 件）

〇

化学物質管理

1．労働災害ゼロに向けた安全活動の推進

労働安全衛生
保安防災

2．業態別強化項目
社長指示事項
製造工程における運転操作に関する根拠
（技術水準）を手順書に反映させること。
また、その製造工程に関する根拠
（技術水準）の教育を実施すること。

❶ 化学系事業場

❷ 加工系事業場

● 挟まれ、
巻き込まれ、切創災害撲滅活動の推進

ゼロエミッション
環

境
地球温暖化防止
環境クレーム・トラブル

公正な
事業慣行
製品情報

顧 客
消費者課題

コミュニティ
参画および開発

品質クレーム・トラブル

次世代育成（支援）の継続と拡充

情報共有化の促進とニーズに対応した ● ステークホルダー・ダイアログ（対話活動）の充実
活動の実行
●地
 域貢献活動分類一覧表による見える化の促進と活動検証
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レスポンシブル・ケア活動

レスポンシブル・ケア
（RC）
マネジメント
RCとは
「化学品を取り扱う企業が、化学品の開発から

また、各事業場の活動状況は環境安全品質担当役員を

製造、
物流、
使用、
最終消費を経て廃棄に至るすべての過

リーダーとした RC 監査実施時に現地で確認し、それぞ

RC 活動の対象組織と対象期間

■ 2018 年度 RC 監査

当社グループは次の事業場を RC 活動の対象としてい

JNC 石油化学（株）市原製造所

2018 年 10 月 11 日

JNC 石油化学（株）市原研究所

2018 年 10 月 12 日

JNC（株）水俣製造所、水俣研究所

2018 年 10 月 25 日

JNC ファイバーズ（株）守山工場

2018 年 10 月 18 日

JNC マテリアル（株）戸畑工場

2018 年 9 月 27 日

JNC 石油化学（株）四日市工場

2018 年 10 月 19 日

JNC（株）横浜研究所

2018 年 9 月 19 日

市原製造所
［JNC 石油化学
（株）
、
日本ポリプロ
（株）
］

サン・エレクトロニクス（株）

2018 年 10 月 24 日

水俣製造所
［JNC
（株）
、
ジェイカムアグリ
（株）
水俣工場］

JPF（株）

2018 年 9 月 14 日

守山工場
［JNCファイバーズ
（株）
、
JNCフィルター
（株）
］

JNC 開発（株）

2018 年 9 月 26 日

千葉ファインケミカル（株）

2018 年 9 月 13 日

オージェイケイ（株）

2018 年 9 月 21 日

テヅカ工業（株）

2018 年 10 月 5 日

程において、
環境・健康・安全を確保し、
その成果を公表し、

れの事業場への活動支援や他事業場への水平展開など

ます。本誌に掲載するパフォーマンスデータは 2018 年

社会との対話・コミュニケーションを行う自主活動」
です。

にも取り組んでいます。

度（2018 年 4 月～2019 年 3 月）の国内事業場の実績を

JNC グループでは RC 活動を推進するために、社長を

製造工程における運転操作に関する根拠
（技術基準）
を手順書に反映させること。
また、
その手順書
（技術基準書）
が、
安全面も含めて現状
の運転条件を反映しているかを作業者と検証すること。

当者会議」にて活動組織を構成し、グループ内の方針決
定や重点事項の徹底、
情報交換などを行っています。

レスポンシブル・ケア基本理念

当社は、常に社会のニーズに応え、且つその発展に寄与すべく、
次の基本認識の上に立って事業活動を推進する。

レスポンシブル・ケア行動方針

■ PDCA サイクル

RCフォロー監査（2月）
RC監査における指摘事項への
対応を追跡します。
第1回 RC会議（11月）
RC監査結果、社内品質監査
結果及び本年度上期実績を
報告し、対応を検討します。
第2回 RC担当者会議
（12月）
次年度の実施項目案を協議
します。

RC方針

P
P

A

A

（2）
安全について
①安全は、社長以下全ての職責・職務にあって、最高の優先度
を持つ。
②
「安全常に」
を合い言葉に、
無事故・無災害を目指す。
③従業員各人は、
常に危険の存在を意識し、
保安防災に努める。
④地域住民を含めた人々の、
安全と健康の確保に努める。
（3）
製品安全について
①製品の基本は、安全・品質・コストであることを十分に認識
する。
②顧客及び市場の信頼と満足に応える製品とサービスを提供
する。
③高品質且つ安全な製品を安定に供給するため、品質保証活
動を強力に推進する。
④顧客に、使用法・供給方法等について、適切且つ十分な情報
を提供する。

D

C

RC実施項目進捗
計画に従いRC実施項目を推
進します。
第1回 RC担当者会議
（6月）
過年度の実績をまとめ、
解析
します。

（4）
コミュニケーションについて
①行政関係、市民を含む利害関係者への関心を常に維持する
よう努める。
②利害関係者に、
RC 活動の正しい理解が得られるように努める。
③社内のコミュニケーションの維持・改善に努める。

RC監査
（9･10月）
RC実施項目に従い監査します。

P

A

D

制定 1999 年 2 月 1 日

C

【国内事業場】

戸畑工場
［九州化学工業
（株）
、
JNC マテリアル
（株）
、
ジェイカムアグリ
（株）
戸畑工場］
四日市工場
［JNC 石油化学
（株）
、
日本ポリプロ
（株）
］
サン・エレクトロニクス
（株）
横浜研究所
［JNC
（株）
］

2018 年 8 月 31 日

（タイ）タイ工場

2018 年 11 月 3 日

（ベトナム）ベトナム工場

2019 年 1 月 18 日

JNC 開発
（株）
千葉ファインケミカル
（株）

Message

オージェイケイ
（株）
テヅカ工業
（株）

鈴木 正康

【海外事業場】

本社環境安全品質部長

広州工場
［広州 ES 繊維有限公司］
玄谷工場
［韓国 JNC
（株）
］

JNC グループでは、保安・安全の確保が最重要課題の一

台南工場
［台湾捷恩智股份有限公司］
常熟工場
［捷恩智無紡材料
（常熟）
有限公司］
タイ工場
［JNC Nonwovens
（Thailand）
Co.,Ltd.］
ベトナム工場
［JNC FILTER VIETNAM Co.,Ltd.］

■ RC 推進体制図

つであると考え、さまざまな施策を実施しています。近年
化学メーカーでは、危険への感性低下に伴う行動災害や技
術伝承不足によるトラブルが多い傾向が見られることか
ら、社員の危険感受性向上を図るヒヤリハット活動、KY
（危険予知）活動の活性化や危険体感教育の充実に努めて
います。これに加えて、設備管理や運転方法の技術伝承を
推進するための Know-Why 教育や保安管理・安全管理の

長

観点からの職場内コミュニケーションの向上にも取り組
んでいます。今後も過去の労働災害やトラブル事例を教訓

CSR委員会

として、再発防止と水平展開を徹底し、安全安心な企業を
目指してまいります。

RC会議

化学物質管理については、新規化学物質の製造・輸入に

［議長］
社長

事業場

事業部

（台湾）台南工場

JPF
（株）

蘇州工場
［捷恩智液晶材料
（蘇州）
有限公司］
社

海外

（1）
環境保全について
①事業活動のあらゆる段階において、
環境負荷の低減に努める。
②省資源・省エネルギー及び廃棄物削減を目指した技術開発
に努める。
③製品及び技術の開発にあたっては、その開発段階から環境
保全の確保を得る。
④従業員は環境保全に関する認識と理解の向上に努める。

（1）地球環境の保全は、人類の幸福のための条件である。
（2）安全は、会社の存続と社会貢献の基盤である。
（3）安全な製品の供給は、企業の社会的責任である。
（4）
社会からの理解と信頼を得るには、
率直な対話が不可欠である。

国内

議長とする「RC 会議」
、各事業場の担当者による
「RC 担

第2回 RC会議
（3月）
次年度の方針・目標・重点項目
及び実施計画を承認します。

集計したものです。

2019 年度 社長指示事項

実績

おける化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
（化
審法）の届出、労働安全衛生法に則った化学品のリスク評
価と情報提供、化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）に
よる排出量管理・削減検討など、国内外の法規制にしっか

品質監査
［リーダー］
環境安全品質
担当役員
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化学物質
管理監査
［リーダー］
環境安全品質
担当役員

RC監査

RC担当者会議

［リーダー］
環境安全品質
担当役員

［議長］
環境安全品質
担当役員

りと取り組み、人々の安全と健康確保、環境保全に努めて
います。当社グループでは、こうした活動を通じて SDGs
の達成に貢献してまいります。
台南工場 RC 監査
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レスポンシブル・ケア活動

環境保全
JNC グループは、環境保全を地球規模の課題と捉え、
「ゼロエミッション」
「
、省エネルギー」を具体的な RC 方
針に掲げ、環境への化学物質・廃棄物等の排出量削減や

500

省エネルギーに積極的に取り組んでいます。

300

（発生量：千トン）

400
200

エネルギー使用状況・
二酸化炭素排出量

1

■ 産業廃棄物発生量

■ 大気への排出

（トン）

100
0

2000

2014

2015

2016

■ SOx ■ NOx

2017

30

75 1.5

20

50 1.0

10

25 0.5

0

2018

■ ばいじん

2014

2015

■ 発生量

JNC グループでは、エネルギー源として重油や製造
施設から出る副生ガスや電気などを使用しています。こ

水域への排出量は、水俣製造所の排水管理強化により

れらの省エネルギー化を RC 目標に掲げ、各事業場で取

2001 年度と比較して COD が 75%、全窒素が 82%、全

り組んでいます。

りんが 35% 減少しました。最近 5 年間においても 2001

（再資源化率）（埋立率）

4

2016

2017

再資源化率

2018

0

0

埋立率

化学物質排出把握管理促進法
（PRTR 法）
による報告

2018 年度は基準年の 2005 年度に比べて、エネル

年度を上回ることなく維持しており、排出管理の機能が

当社グループでは、PRTR 法対象物質排出量削減を重

ギー使用量は 35.6％、二酸化炭素排出量は 38.5％減少

安定していることが確認できます。今後とも継続して排

しており、
今後も削減に努めてまいります。

出量削減を図ってまいります。

（COD･全窒素：トン）

250

300
250
200
150
100
50
0

200
150
100
50
0

2005

2014

2015

2016

2017

■ 二酸化炭素排出量

3

400

9

2014

2018 年 度 は 全 体 で

200

22,998 トンの廃棄物が

100

発生しました。また、分別
2005

2014

2015

2016

2017

2018

の徹底やリサイクルの推

大気・水域への排出

大気への排出量は、市原製造所のボイラー燃料転換等
に よ り 2000 年 度 と 比 較 し て 硫 黄 酸 化 物
（SOx）が
81%、窒素酸化物
（NOx）が 80%、ばいじんが 94% 減少
しました。
2018 年度の各排出量はグラフの通りとなりました。

2017

2018

2018

■ 2018 年度 PRTR 法対象物質（1 トン / 年以上の物質名を表示）

政令
番号

物質名

排出量
（トン）
大気

水質

土壌

合計

点課題と位置づけ、設備改善等により排出量削減に取り

3.1

53 エチルベンゼン

3.1

0.0

0.0

3.1

組んでいます。

80 キシレン

3.1

0.0

0.0

3.1
2.6

開始され、18 回目の報告を行いました。当社グループに
おいて環境への排出があった対象物質は 16 物質でし

3

いて右に実績を示します。

186 ジクロロメタン

2.6

0.0

0.0

232 N,N-ジメチルホルムアミド

3.5

0.0

0.0

3.5

262 テトラクロロエチレン

6.6

0.0

0.0

6.6
15.0

300 トルエン
392 ノルマル - ヘキサン
－

その他（8 物質の計）
合計

15.0

0.0

0.0

338.5

0.0

0.0 338.5

0.6

0.9

0.0

376.1

0.9

0.0 377.0

1.4

当社グループでは PRTR 法対象物質排出量削減を重
点課題と位置付け、設備改善等により排出量削減に取り
組んでいます。

■ 2018 年度

産業廃棄物処理内容

事業場内
焼却

発生量、最終処分
（埋立）

埋立
事業場内
リサイクル

外部
焼却

量の削減および再資源化
率の向上に努めてまいり
ます。
■ ゼロエミッション（0.5％以下）

7 年連続達成

発生量
22,998トン
外部
リサイクル

保安防災・労働安全衛生
JNC グループは、安全が会社存続と社会貢献の基盤

また、社員の危険に対する感受性向上と安全に対する

であるとの基本理念の下、
「ゼロ災」
「ゼロトラブル」を
、

意識改革を目的とした危険体感教育設備を国内 3 事業

具体的な RC 方針として掲げ、保安の確保と無災害に向

場
（市原、水俣、守山）
、海外 3 事業場
（中国の常熟、広州、

けて積極的に取り組んでいます。

ベトナム）に導入しており、
2018 年度は前年度に引き
続き社員に対する

1

保安防災・安全活動

2 巡目の教育を行
いました。

保安防災・安全活動として、
従来から取り組んでいる防

さ ら に、個 人 の

災訓練等の防災活動、
危険予知訓練
（KYT）
、
ヒヤリハット

行動特性向上を目

提案
（HHT）
、計画段階チェックリスト、安全評価、機器

的とした
「ノン・テ

HAZOP、
リスクアセスメント活動を継続しています。

クニカルスキル向

者赴任前教育を行っています。
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2017

0.0

海外事業場に対しては、フォロー強化として海外管理

23

2016

0.0

た。この中で排出量が大きい物質（年間 1 トン以上）につ

0

2015

3.1

6

■ 全りん

進により埋立率は 0.1%
となりました。引き続き

2

2016

2014

各事業場より発生する産業廃棄物

300

0

2015

■ COD ■ 全窒素

2018

（排出量：千トン）

2001

（全りん：トン）

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

12 アセトアルデヒド

2001 年度から PRTR 法に基づく排出量の報告制度が

■ 水域への排出

■ エネルギー使用量
（原油換算）

（使用量：千 KL）

■ PRTR 法対象物質排出量

（トン）

上教育」の導入を
始めました。

横浜研究所での危険体感教育
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製品安全・物流安全

保安防災・労働安全衛生
2

安全成績（休業災害、不休災害発生
件数および度数率）

災害発生件数と休業災害度数率
（国内のみ、社員およ

企業経営者の産業保安に対するコミットメント
保安・安全の確保が最重要課題であり『安全常に』を
モットーに無事故・無災害をめざし、原点に立ちかえり

び協力会社の合計）を下に示します。
2018 年度は国内

基本事項の再点検および教育を徹底する。

事業場で 1 件、海外事業場で 2 件の休業災害が発生しま

産業保安に関する目標設定

化学物質管理

化学物質リスクアセスメント
（CRA）

合にはシステムを活用して当該物質を取り扱う事業場
に情報共有を行い、毒劇法に即した管理を直ちに開始す
るなど、
適切な法対応に取り組んでいます。

JNC グループでは、“一定の危険性・有害性がある物

近年、海外各国においても、化学物質を規制する法令

質 ” として、化学物質リスクアセスメント（CRA）の実施

の改正や新たな法令の制定など、厳格化が行われていま

した。不休災害を含む労働災害は国内外ともに前年度と

「労働災害ゼロ」、
「重大トラブルゼロ」を具体的な RC

が義務化された法定化学物質（673 物質）を取り扱う事

す。こうした動きに対し、当社グループでは海外拠点と

比較して減少し、特に国内においては前年度の 40％に

目標として掲げ、保安の確保と無災害に向けて積極的に

業場において、CRA の実施に着実に取り組んでいます。

連携を図り、各国の法令遵守に努めています。当社グ

減少しました。

取り組んでいます。

ま た、
“ 危 険 性・有 害 性 が 確 認 さ れ て い な い 物 質 ” で、

ループの製品が製造・輸入される国において新規化学物

産業保安のための施策実施計画の策定

CRA 実施が努力義務とされている一般化学物質につい

質に該当する場合などは、その国の法令に即した手続き

ても、
CRA 実施の方針を掲げています。

を適切に実施しています。

■ 災害発生件数

非定常作業に関わるリスクアセスメントの強化、
ヒヤリ

（件）

20

ハット活動の活性化、
具体的な指示と指示内容の理解の

現在、当社グループのスタンダードとなる CRA ツー

15

徹底ならびに相互注意による行動災害撲滅を進めていま

ルを開発しており、2019 年度中の稼働を目指していま

す。
また、
危険体感教育により、
危険に対する感受性向上、

す。ツール導入後は、取り扱い数が多い一般化学物質の

安全に対する意識改革、
組織風土改革を図っています。

CRA 実施をさらに推進してまいります。

10
5
0

他社事故事例については、データベース化によってグ
国内 海外
2014

国内 海外
2015

国内 海外
2016

■ 国内休業災害
■ 国内不休災害

国内 海外
2017

国内 海外
2018

■ 海外休業災害
■ 海外不休災害

■ 休業災害度数率（国内のみ）

IT システムによる化学物質管理

2

製品の安全性に対する取り組み

当社グループは、製品安全を確実なものとするため
「製品安全審議会」を設置しています。本審議会では、該

ループ内への水平展開を行い、情報の共有化、活用を

2002 年のヨハネスブルグサミット（WSSD）におい

当法令の他、法定ならびに業界標準および社内標準に基

図っています。また、重大事故予防のため、運転操作の

て 2020 年までに化学物質の悪影響の最小化を目指す

づいた安全性試験結果、安全性確認に関する行政および

Know-Why 事項の明確化と教育を推進しています。

化学物質管理の「2020 年世界目標」が採択され、2006

業界の動向・情報等を基に審議を行います。

高圧ガス設備の耐震性能については、昭和 56 年以前

年 の 第 1 回 国 際 化 学 物 質 管 理 会 議（ICCM）に て こ の

新規製品を上市する際、既存製品においても製造条

に設置された設備が全て昭和 56 年耐震設計基準に適合

「2020 年世界目標」達成に向けた世界行動計画として、

件、原料等の変更に伴い製品安全に影響を及ぼす場合ま

していることを確認しています。鋼管ブレースを有する

「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ」

たは用途の変更等に伴い法的対応が変わる場合には、本

2.0

球形貯槽 2 基についても、耐震性能を満たす貯蔵レベル

（SAICM）が策定されました。現在、SAICM の達成に向

審議会からの答申とそれに基づく経営会議での審議お

1.5

で管理を継続しています。

（度数率）

配管系の耐震性能については、
ウォークダウン法や許容

1.0

スパン法により引き続き耐震性能の確認を推進します。

0.5
0.0

2014
JNC

2015

2016

2017

2018

化学工業（厚生労働省 労災動向調査より）

3

産業保安の取り組み

石油化学工業協会制定の
「産業保安に関する行動計

当社グループにおいてもこれらの国際動向に対応し、

調査および評価

ました。2016 年度からは、化学物質管理を強化するた

保安管理システムの確実な運用・スパイラルアップに

めの専用 IT システムの構築に取り組んでいます。世界
行動計画に掲げられている
「化学物質の分類および表示

よび社長の承認が必要となります。
研究開発段階でのステージごとに行われる安全性試
験と併せて、開発の早い段階から製品安全の確保を図っ
ています。

3

物流安全

に関する世界調和システム」
（GHS）の実施に向け、この

製品の物流過程における安全性確保と事故時の適切

IT システムを活用し、各国の法令検索や輸出先国の法規

な対応を目的として、製品情報、通報・連絡方法、事故時

制に対応した多言語での安全データシート（SDS）およ

の応急措置等を簡潔にまとめた
「イエローカード」を輸

の、保安事故が 1 件発生しました。この保安事故につい

びラベルの提供を実施しています。

送業者に渡し、輸送中の携帯を義務付けると共に、
「イエ

ては、社内規定事項に基づき事故原因の調査・解析を行

国内外の法規制対応

ローカード」
に基づく教育を実施しています。

また、設備の老朽化対策は中長期計画を立案し、保安
上の優先度に応じて計画的に投資を行っています。
2018 年度は人的被害や設備損壊には及ばないもの

化審法は 2019 年 1 月 1 日に改正が行われました。当

製品を海外に輸出する場合には、外国為替及び外国貿

社グループでは、新規化学物質を取り扱う際は、この改

易法に即した安全保障輸出管理を実施しています。輸出

無災害（休業災害ゼロ）記録に応じ、社長が事業場を訪

正化審法に確実に対応し、製造・輸入を行っています。ま

する製品が経済産業大臣の許可を要するか該非判定を

問の上、表彰および現場視察を行い、社員とのコミュニ

た、毒物及び劇物取締法
（毒劇法）においては、毒劇物へ

行い、この製品の用途や仕向け先が確認できなければ、

ケーションを図っています。

の指定が急増しています。毒劇物への指定がなされた場

出荷できないルールを確立しています。

い、適切な事故防止対策を実施しています。

グループで実施している安全確保の取り組みは次のと

自主保安活動の促進に向けた取り組み

JNC GROUP CSR Report 2019

整備等の取り組みが進められています。
輸出先国の法規制を遵守するための取り組みを開始し

画・会員企業が実施すべきガイドライン」に基づき、当社
おりです。

けて日本、欧州、米国、東アジアをはじめ世界各国で法令

目標の達成状況や施策の実施状況についての

向けて活動を推進しています。
※度数率：100 万労働時間当たりの災害件数（1,000 人が約 5ヶ月働いて
1 回災害が発生した場合、度数率が 1 となります。）
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社会とともに

お客様とのコミュニケーション
JNCグループは、
国際規格
（ISO）
に対応した品質マネジ
メントシステム
（QMS）
を構築し、
これを活用することが、

お取引先とのコミュニケーション

標準化の促進と意思決定の迅速化などによる競争力向
上を図っています。

製品・サービスの品質とお客様満足度の向上に有効と判
断し、
QMSの確実な運用と継続的改善に努めています。

お客様との信頼関係の向上

2

また、
個々の QMS に基づくマネジメントレビューと内

1

購買物流に関する基本方針

2

CSR 調達への取り組み

JNC グループの事業内容は、石油化学や肥料などの

サステナビリティを維持していくためには、さまざま

汎用分野から、液晶や有機 EL などの最先端の特殊分野

なステークホルダーからの要請に応え、お取引先を含め

まで幅が広く、時代の移り変わりと共に取り扱う原料や

たサプライチェーン全体として取り組んでいくことが

設備も絶えず変化を続けています。

重要となります。

部監査等によるシステムの点検に加え、
本社環境安全品

お客様のサプライチェーン・マネジメントとして事業

質部による事業部室、
事業場への品質監査を実施し、
顧客

活動の評価のため、
CSR 調査票への回答を要請される機

また、事業の海外展開による国外事業所向けの納入や

要求への対応状況、
検査の信頼性等を検証することで、
事

会があります。調査票に回答することで、私たちの事業

原料調達のグローバル化による輸入品比率の上昇など、

ガイドライン」において、お取引先にご理解とご協力を

業部門の品質活動へのガバナンスを強化しています。
さ

活動の状況を明確にし、お客様との信頼関係の向上に努

購買の国際化が進んでいます。

お願いし、ステークホルダーの皆さまと共に成長を続け

らに、
社内外の情報共有や発生した課題に対する改善検

めています。また、CDP（気候変動）調査票への回答も開

このような変化の中、私たちが企業として幅広く信用

討などを部門の垣根をこえて行うべく、
事業部門を横断

始し、気候変動に対する取り組みについても、お客様と

を得てゆくためには、企業倫理の理解と実践がますます

した
「品質タスク」
による活動にも取り組んでいます。

共に取り組んでいます。

必要となっています。私たちはこのことを念頭に置き、
CSR の理念に沿った行動を心がけていますが、
その根幹

QMS の効果的な運用

当社グループは、製品の企画・開発から生産・販売とい

は購買基本規程と物流基本規程に定めています。購買基

うモノづくりの全ての段階において、お客様や社会から

本規程の第 4 条では
「購買業務にあたる者は、
（中略）
高い

ISO 9001/13485 の認証は、製品の製造事業場毎の

の要望の把握に努め、価値ある製品やサービスを提供す

職業意識を保ち、法令及び社内規程を遵守し、取引先と

QMS を基本としつつ、複数の営業所や工場、研究所を統

ることでお客様の満足を高め信頼を得ることを目指し

は公正な関係を維持しなければならない」
、物流基本規

合したマルチサイト認証
（統一認証）も進め、品質活動の

ます。

程の第 4 条では
「物流業務は、
提供条件、
物流安全、
法令遵

1

守、物流ネットワーク、環境負荷の取組み等を総合的に
■ ISO 規格

認証取得状況

（2019 年 4 月 1 日時点）

会社・事業所 （JNC グループ CSR 対象）

ISO 9001

JNC（株）本社 デ
 ィスプレイ材料事業部、
先端コーティング材料事業部
化学品事業部、ライフケミカル推進室

○

JNC（株）水俣製造所、水俣研究所

コンプライアンスと公平公正な取引を謳っています。

ISO 14001

OHSAS 18001

○＊ 1

―

―

私たちはこれらの精神を具現化した「4 つの基本方

○

―

○

○

針」を業務におけるあるべき姿勢とし、サプライヤーの

JNC（株）横浜研究所

○

○

―

―

JNC 石油化学（株）市原製造所、市原研究所

○

―

○

○

皆さまとの相互理解と信頼を築いてまいります。

JNC 石油化学（株）四日市工場

○

―

○

JNC ファイバーズ（株）守山工場／JNC フィルター（株）守山事業所

○

―

○

九州化学工業（株）戸畑工場／JNC マテリアル（株）戸畑工場

○

―

○

―

サン・エレクトロニクス（株）

○

―

○

―

JNC エンジニアリング（株）本社、水俣事務所

○

―

―

―

千葉ファインケミカル（株）五井工場

―

―

○

○

ジェイカムアグリ（株）

○

―

○

○＊ 4

オージェイケイ（株）／中国化成工業（株）島根工場

○

―

○＊ 5

―

JNC 開発（株）

○

―

―

―

テヅカ工業（株）

○

―

○

―

○

―

○

○＊ 6

台湾捷恩智股份有限公司

台南工場、捷恩智顯示技術中心

ISO 13485

勘案し、経済合理性に基づいて業務を遂行する」
として、

＊2

＊3

＊2

―
○

韓国 JNC（株）ソウル事務所、玄谷工場

○

―

○

○

捷恩智液晶材料（蘇州）有限公司 上海分公司、蘇州工場、TS センター

○

―

―

―

広州 ES 繊維有限公司

○

―

○

○

捷恩智無紡材料（常熟）有限公司

○

―

○

―

JNC NONWOVENS（THAILAND）Co.,Ltd.

○

―

○

―

JNC FILTER VIETNAM Co.,Ltd.

○

―

○

―

4 つの基本方針
◆ グローバルな視点とパートナーシップ
良好なパートナーシップの構築を心がけ、内外を
問わず広くパートナーを求める。
◆ 公明公正な取引
情報を公平に開示し、
国籍や企業規模を問わず、
信頼性、
技術開発力、
供給力、
取引条件等を総合的に勘案して、
合理的な判断に基づいて取引先を公正に選定する。
◆ 法令遵守と企業責任
コンプライアンスを遵守し、
法令及び社内規則に従い、
環境・安全・品質に配慮した物品を優先して調達する。
◆ 物流効率化と安全・品質の確保
モーダルシフトなど物流の効率化を推し進めることで
温室効果ガスの低減に努め、運送関係者に必要な
教育を行うことで物流の安全性と品質を確保する。

次に示す
「JNC グループサプライチェーン CSR 推進

る企業を目指しています。

JNC グループサプライチェーン
CSR 推進ガイドライン
1．
人権尊重と労働慣行
● 基本的人権を尊重し、
採用や処遇等で不当な差別を行わない。
● 適正な労働条件を確保し、
労働者の権利を保護する。
2．
法令遵守・企業倫理意識の徹底

● 国内外の法令を遵守するとともに社会規範を尊重する。
● 知的財産権を尊重し、
これを侵害する行為は行わない。
● 反社会的な団体や人物との関わりを持たない。

● 内部通報の仕組みを整備し、
通報者の権利を保護する。

3．
環境保全

● 化学物質排出量の削減、
省資源・省エネルギー、廃棄物の削減・

リサイクル推進に取り組み、事業活動による環境負荷の低減
に努める。

4．
職場と地域の安全

●無
 事故、
無災害の事業活動に取り組み、
従業員、
地域住民の安全

を確保する。

5．
安定供給と緊急時への対応
● 緊 急時
（大地震、災害等）の対応策の策定を行い、職場内での
緊急時の対応手順を周知・徹底する。
● BCP を構築し運用する。
6．
製品の品質・安全性の確保

● 製品・サービスに関する品質保証体制を構築し運用する。

● 製 品の環境・安全・健康面への影響に配慮し、
法規制等を遵守

する。

7．
社会との率直な対話と社会貢献の推進
●ス
 テークホルダーなどと広くコミュニケーションを行い、
地域・
社会からの期待を認識する。
●地
 域・社会貢献活動への自主的な参加を進め、
地域・社会の要請
に積極的に対応する。
8．
情報セキュリティ

● 顧客や第三者からの機密情報や個人情報を適切に管理する。

3

紛争鉱物への取り組み

紛争鉱物については調達上の重要な課題と認識し、
お
取引先と連携をとりながらサプライチェーンの透明化を
目指します。
紛争鉱物の使用が判明した場合は、
速やかに
不使用化に取り組み、
責任ある調達に努めてまいります。

＊ 1：ライフケミカル推進室のみ ＊ 2：日本ポリプロ（株）のスコープ ＊ 3：JNC マテリアル（株）のみ
＊ 4：水俣工場、
戸畑工場のみ ＊ 5：中国化成工業（株）のみ ＊ 6：ISO45001 へ移行済
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社会とともに

地域社会とのコミュニケーション
1

KIDS サポート・アクション

2

じゆうちょう寄贈

4

教員の民間企業研修

5 「次世代育成」
に関する意見交換

JNC グループでは、従来から各事業所主体に各種地

2016 年から日経印刷株式会社との協働として、主に

当社グループでは、①化学企業としての企業活動の考

教員研修の中で、
「 次世代育成
（KIDS サポート・アク

域貢献活動を展開しています。
2017 年からの重点テー

小学生を対象にじゆうちょうをお渡ししています。ま

え方や環境への取り組みに対する理解を深める。②研修

ション）
」に関する取り組みを紹介し、双方にとってより

マとして「次世代育成」を掲げており、
2018 年からは、

た、イベントに来てくれた小さなお子さんにもプレゼン

で得られた知見を児童や生徒に伝えるなど、学校教育に

価値のある協働とするため、教育現場を取り巻く課題に

次世代育成活動の目的を明確にし、取り組みを推進して

トしています。表紙の裏面に環境教育として、リサイク

活かしていただく。この 2 点を目的とし、一般財団法人

ついての意見交換を行っています。教員の皆さんからは

いくため方針を決定し
「KIDS サポート・アクション」と

ル教育（残紙の有効活用）と再生可能エネルギー（流れ込

経済広報センター主催の「教員の民間企業研修」に協賛

次のようなご意見をいただいています。

して活動を行っています。

み式水力発電）の仕組みを簡単に解説しています。

し、市原製造所での受け入れを行っています。また、水俣

「JNC グループは、未来を担う子どもたちの健やか
な成長を支援するため、学習やスポーツなどを通じ
たさまざまな次世代育成活動に取り組みます」

2018 年 度 は 各

芦北地区の小中学校の教員を対象とした「教員研修」を

地で取り組んだ結

企画し水俣製造所で受け入れを行っています。

果 540 冊の寄贈と

市原製造所では 3 日間、水俣製造所では 2 日間のプロ

なり、
2016 年から

グラムで実施しています。

の 3 年間の寄贈実

会社・事業紹介、人事制度説明、工場見学、危険予知訓

績総数は約 3,040

練、危険体感教育などのプログラムで実施し、研修後の

冊となっています。

アンケートでは次のようなご意見をいただいています。
主な寄贈先

●水
 俣市内の小学校

新 1 年生

●事
 業所近隣小学校
（市原製造所）
●各
 地工場見学の児童
●近
 隣自治会子供会
（守山工場）
●教
 員の民間企業研修に参加いただいた小学校
（東京）

水俣第二小学校 5 年生危険体感教育

●各
 地イベント来場の子どもたち

け、
今回初めて社内の研修施設を使い対応したものです。

に授業づくりの参考になった。
●化
 学企業として多くの拠点でモノづくりが行われて

いること、研修や人材育成もしっかりとされているこ
とがよく分かった。
●人
 事評価制度は生徒への指導と一致する点や教育現

場でも取り入れたいことが多々あり、改めて考えさせ
られる内容で参考となった。
●資
 料や実習、
演習など実際に体験することで、記憶に

水俣第二小学校の5年生と保護者を対象に、
危険体感教
育を行いました。
これは同校PTAから出前授業の依頼を受

●危
 険体感は教育現場でも必要とされており、
KYT と共

3

ベルマーク収集

体感教育では①感電、②燃焼・爆発、③トラッキング現

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との協働に

象、
④静電気
（爆発）
のカリキュラムを準備し、
体感しても

より、ベルマーク収集活動に取り組む
「ベルマークサ

らいました。
子どもたちも保護者も、
カリキュラムの説明

ポーター企業」に参画し活動を実施しています。

と思う。
●企
 業で補習学校的な役割を担ってもらえるとありが

たい。
●学
 校でも防災訓練を行っているが、
企業の自衛消防隊

を模範に中学校に応用できないか感じている。
●子
 どもの貧困問題については、
企業がこども食堂を運

営していたりするケースもある。
●外
 国籍の子どもが増えつつあり、
教育現場でのサポー

ト体制に課題がある。
●企
 業がどのように地域と関わっていくのかという点

で、有意義な話し合いができた。企業と子どもたちが
接する機会が増えることを期待している。

今後も企業活動と連携した
「次世代育成」支援に向け
て、
教育現場の声を積極的に取り入れてまいります。

残る研修ができた。
ノづくりを見学できればさらに理解が深まったと思う。

これまで、約 80 名の教
員の皆さんを受け入れさ

収集したベルマークはあいおいニッセイ同和損害保

師たちのリズミカルな話や機材を使用した体感が始まる

険株式会社を通じて、主に自然災害の被災地の小学校な

ご意見をいただきました。

と緊張がほぐれ、
笑顔あふれる体感教育となりました。

どに寄付されています。

今後も、教員の皆さんに

感受性を高めるきっかけにつなげられればと思います。

聴かせることで、考える力に幅を持たせてあげられる

●モ
 ノづくりを生で見る機会がないため、
製造現場でのモ

を受ける時は顔がこわばり緊張した面持ちでしたが、講

この活動を通して、子どもたちの危険に対する知識や

●化
 学好きな子どもは多く、
モノづくり企業の人の話を

せていただき、
さまざまな

一人ひとりの身近な取り組みによって次世代育成に

化学企業としての活動を

寄与できる活動として、
継続して取り組んでまいります。

理解いただき教員の皆さ
んにとって参加
し や す く、成 果
の高い研修とな
るよう研修プロ
グラムを改善し
てまいります。
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社会とともに

地域社会とのコミュニケーション
6

JNC 開発
クリーンアップ作戦

地域貢献活動
「未来を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため」
さまざまな次世代育成活動に取り組んでいます。

韓国 JNC
清掃活動

水俣 水俣市スポーツキッズサポーター基金への協力

サン・エレクトロニクス 家族工場見学

市原 工場見学

市原 緑のカーテン事業への肥料寄贈

守山 家族工場見学
労働組合 海岸林再生プロジェクト

市原 家族工場見学

水俣 チェリーライン清掃活動

戸畑 献血への協力

大阪 打ち水大作戦

水俣 ヴォルターズドリームキャラバン

サン自動車興業 シルバードライビングスクール
水俣 ローズマラソン

水俣 JNC 杯少年野球大会

水俣 水俣川ふれあい体験

水俣 出前授業

戸畑
小倉祇園太鼓

市原
五井臨海まつり

JNC エンジニアリング
防災訓練

大阪
水消火器訓練
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水俣
中学校の平和学習

戸畑
職場実習受け入れ

守山 ホタルの夕べ

水俣 恋龍祭
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社員とともに

働きがいのある職場づくり
JNC グループは、社員がいきいきと活躍するために

2

働きやすい職場環境を整備し、持続的発展を目指しま
す。当社グループの中核会社である JNC
（株）の取り組
みを紹介します。

働きやすい職場環境づくり

ワーク・ライフ・バランス

主として、ゴールデンウィーク（5 月）とお盆（8 月）の
時期に年休取得奨励期間を設定し、まとまった休暇を取

外労働削減のための施策を講じ、健康に働ける職場環境
づくりに注力いたします。

得できるよう推進しています。また、次世代育成支援の

雇用の多様性

社員が仕事と家庭を両立し、安心して業務を遂行でき

観点も踏まえ、
2018 年 7 月には半日年休の年間取得回

るよう、育児・介護休制度を導入しております。特に育児

数上限を撤廃し、当該年度に保有する年休日数の範囲内

休に関しては、女性社員の育児休取得率はほぼ 100％と

で半日年休の使用を可能としました。
2019 年 4 月施行

当社グループでは、性別、国籍等を問わず、優秀な人材

なっており、育児休を取得しやすく、さらには復職後も

の働き方改革関連法により、年 5 日の年休取得が義務付

を積極的に採用しております。女性活躍推進の観点で

当社グループでは、
CSR 活動の中核主題である
「人権

継続して勤務することができる職場環境が整備されて

けられましたが、当社グループとしては全社一斉の計画

は、女性の採用のみに留まらず、女性が長く継続して働

の尊重」
「 適切な労働慣行の推進」に対応すべく、2013

いると考えます。2018 年 7 月からは、子の看護休暇の

年休 3 日分を従来通りとし、残り 2 日分は個人ごとに計

ける環境づくりも一層重要となります。今後も雇用の多

年に「人権労働慣行委員会」を発足させ、精力的に活動を

年間取得日数上限を子の人数にかかわらず 20 日に引き

画年休を設定することといたしました。年休取得率はグ

様性の確保に努めてまいります。

推進してまいりました。

上げました。また、仕事と介護の両立を支援するため、対

ループ全体としては高い状態を保っています。今後もさ

再雇用制度

象家族 1 名につき 365 日間まで介護休を取得できる制

まざまな施策を講じ、社員が年休を取得しやすい職場環

度としています。

境づくりに取り組んでまいります。

で業務を遂行してもらえるよう、再雇用前と同じく職務

積立年休制度

行動評価制度を取り入れております。また、ワーク・ライ

1

人権労働慣行委員会

今後も人権・労働慣行のテーマを設け、
人権教育、
働き
やすい職場環境づくり等を推進してまいります。
この委員
会活動が企業の持続的な発展につながると考えています。
強制労働の禁止

今後も、育児・介護休を取得しやすい職場環境づくり

前々年度分で残余となり失効した年休を 1 日単位で

に努めてまいります。

3

定年退職者の再雇用については、高いモチベーション

フ・バランス等の観点からシニアタイム勤務制
（短日・短

また、
社員が生活と業務の調和を図りながら効率的に働

最大 40 日まで積み立てることができます。使用目的に

時間勤務制）
も導入しています。

おります。当社グループは不当な手段によって社員に労

くことができるよう、
フレックスタイム制を導入しています。

ついては、本人の傷病、子の看護や家族の介護、ボラン

カムバック制度

働を強制することは決していたしません。

年次有給休暇（年休）取得の奨励

ティア活動、地域貢献活動、再雇用前のリフレッシュへ

2019 年 4 月より、結婚や育児等により退職した社員

と拡大してまいりました。
2018 年 7 月からは、子の学

を再雇用するカムバック制度を導入しました。これはや

校・学級閉鎖時にも使用可能とし、仕事と育児の両立を

むを得ない事情で当社グループを退職された方に、在籍

一層後押しする制度となりました。これらの使用要件に

中および退職後に培ってきた経験や知識を生かしてい

該当すれば、通常の年休よりも積立年休を優先して使用

ただくことを目的とした制度です。

できることが特徴です。

障がい者雇用

労働基準法により、企業による強制労働は禁止されて

年次有給休暇（年休）の計画的付与、年休取得奨励期間
の設定等の取り組みを行っています。
■ 年休取得率
（JNC グループ）
2017 年度

71.6％

2018 年度

73.8％

管理職

2017 年度

84.1％

2018 年度

86.4％

一般社員

■ 人権労働慣行委員会の役割

JNCグループの持続的発展

★ 働きがい

★ 多様な価値観

★ 新たなる価値の創造

成長

会社
●
●

人権尊重 ● 働きやすい職場環境づくり
キャリア形成支援

成長

制度運用・サポート
スキル・モチベーションの向上

社員
●

自己実現

自己啓発 家庭生活
余暇の活用

時間外労働削減・36 協定遵守
従来から時間外労働の削減に取り組んでおり、年間時

当社グループは、障害者の雇用の促進等に関する法律
で規定される法定雇用率を遵守するに留まらず、さらな

間外労働時間数の平均は、全産業平均と比べて低い水準

る雇用率向上を目指して採用活動に取り組んでいます。

に収まっています。昨今、企業における長時間労働が大

2017 年 11 月からはテクノインテリジェンスサービス

きく問題視される中、さらなる時間外労働の削減・時間

（株）市原事業所で障がい者雇用支援事業
「チャレンジ

外および休日労働に関する協定（36 協定）遵守を徹底し

ルーム」の実働を開始し、安全に配慮した上で障がい者

なければならないと認識しています。働き方改革関連法

雇用の促進を図っています。

成立により 2019 年 4 月から時間外労働の上限規制が

技術系学生のインターンシップ受け入れ

導入されましたが、グループ全体で 36 協定を遵守すべ
く引き続き取り組んでまいります。

技術系学生を対象にインターンシップ生を受け入れて
います。
毎年夏から秋にかけて、
研究開発や生産技術に関

2019 年度より、長時間労働の抑制、ワーク・ライフ・

わる部署に学生を受け入れ、実際に社会人としての働き

バランス推進の観点から日勤者を対象とした勤務間イ

方を体感する機会を提供しています。実習期間は 2 週間

ンターバル制度を導入しました。これは、勤務終了後、次

以上のものが多く、
学生の主体的な職業観や就労意識の

の勤務までに 9 時間以上の休息時間の確保を義務付け

育成が図られます。
今後も将来の社会・産業界を支える人

ることで、社員の健康保持、過重労働の防止を目指す制

材の育成を産学連携の観点から推進してまいります。

度です。当制度の運用実態を注視しながら、今後も時間
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社員とともに

働きがいのある職場づくり
4

人材開発支援

5

階層別研修

社員の心の健康管理

加えて、各事業場においてハラスメント防止研修を実
施しています。2017 年度から「適切な指導」とパワー・

厚生労働省が示した「労働者の心の健康の保持増進の

ハラスメントの区別の理解促進を念頭に、管理職を対象

国際競争が一段と激化する事業環境の中で
「中核事業

ための指針（メンタルヘルス指針）」に基づき、セルフケ

として外部講師によるセミナーを各地で開催しており

の収益体質強化」
「 競争力の極大化と生産技術革新」
、
、

アを目的とした悩み相談窓口やカウンセリング制度等

ます。また 2018 年度には、e- ラーニングシステムによ

「収益向上に寄与する新規事業の創出」が当社グループ

を導入し、社員の心の健康づくりに取り組んでいます。

る全社員向けのパワー・ハラスメント防止教育を実施

の課題となっています。これらの課題を解決していくた

加えて、メンタルヘルス疾患のため欠勤・休職してい

し、パワー・ハラスメントに関する基礎知識の一層の浸

め、階層別研修では環境変化に適応できる
「組織革新

る社員の復職を支援するため、リハビリ勤務制度を導入

力」、
「リーダーシップ」
「
、戦略遂行力」を段階的に醸成す

しています。また、リハビリ勤務期間中は産業医や医療

る内容を実施しています。

スタッフが定期的にフォローを行い、本人の復職をバッ

また、現場の実務を担う立場の社員に向けた研修も実
施しています。

透を図りました。
■ 社員教育体系図

クアップするための体制を整えています。

階層

これらの体制を基盤としつつ、メンタルヘルス疾患防

教育区分

の健康のケア」に努めてまいります。
職席別

6
階層別研修の様子

ライフキャリアプラン研修

ハラスメント防止体制整備・教育

「ハラスメントを許さない」との方針の下、ハラスメン
ト防止体制整備に注力しています。セクシュアル・ハラ
スメント、パワー・ハラスメントおよびマタニティ・ハラ
スメント等の予防・解決を目的とした「ハラスメント防

活と定年退職後の継続勤務について考える機会を隔年

止規程」を制定しています。また、ハラスメント防止委員

に設け、公私共に生活の充実を図ることを目的にしてい

会を各事業場に設置し、苦情・相談処理体制を整備して

ます。具体的には、これまでのキャリアの棚卸しを行い、

います。相談窓口の利用促進が、社員の悩みの解決、ひい

今後のキャリアデザインを描くこと、公的年金等の仕組

てはより良い組織づくりに寄与します。
■ ハラスメント防止体制

キャリア採用
指導・管理

再発防止措置実施
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経営幹部
育成研修
キャリア採用研修
ブラザー・シスター研修
評価者訓練
ライフキャリアプランセミナー
グローバル人材育成研修

グローバル

語学学習支援
TOEIC IP TEST
教育研修用 DVD
通信教育
資格取得奨励
管理職
論文
国内外技術研修派遣
コンプライアンス研修

特定スキル
法務・
生産技術・
特許

PMO 活動
YTT 自主研究会
Pre FEED セミナー
技術・技能 e-learning
特許研修

安全教育

35

経営職

係長
研修

作業長研修

シニア

研修派遣

解決

顧問弁護士

ハラスメント防止委員会

労働組合

コンプライアンス
委員会事務局
（法務部）

社員からの訴え

防止委員

新任 P3 基幹実務
職研修
研修

論文
ヒアリング・
協議・判定

相談窓口

新入社員
教育

自己啓発・
OJT

みを理解し、今後の家庭経済プランを考えることを行い
対応の流れ

新任 E3
研修

若手社員研修

選抜

54 歳・55 歳の社員を対象に、定年退職までの会社生

ます。

新入社員教育

管理職・
高度
専門職
新任 F3S3 研修

階層別

上位
指導職

指導職

新任 E 1 研修

おります。これを徹底することにより、今後も社員の
「心

一般職

新任 E 2 研修

スメント防止体制整備・教育」への注力であると考えて

Eコース Pコース

止のための主要な対策は、
「時間外労働の削減」と「ハラ

研修職

危険体感教育
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社員とともに

生産技術と技術の伝承

JNC 労働組合におけるCSR 活動への取り組み

技術の伝承を絶やさぬために

う内容の濃いもので各事業所をテレビ会議でつないで

私たち JNC 労働組合は、組合ビジョ

行っています。当社グループは「ものづくり」の会社であ

ン「JNC LEAF Action」の「ActionL」

巷ではベテランの技術者が保有していた経験や勘な

り、研究者と生産技術者が連携して良い商品をタイム

でCSR活動への協力を掲げ、
「ActionE」

どのいわゆる
「暗黙知」の技術が団塊の世代の引退と共

リーに市場へ出し続けなければならないという使命の

で、安心・安全な職場環境の構築を掲

に失われ、技術の伝承がうまくいっていないという声も

下、部署を超えた技術者同士の交流を図っています。名

げて活動しています。

多く聞かれます。

称こそ変わりましたが、
1974 年に第 1 回を開催して以

1

私たちは、2 点の大きな柱（①組合員

渡邉 雅美

中央執行委員長

JNC グループ内の製造部門でもいくつかの職場で同

来 40 年以上も続く非常に歴史のある会です。この交流

一人ひとりが活動の源泉であることを確認し、協働する

様の問題を抱えていました。例えばある加工部門におい

会の特徴は、若手社員に運営を全て委ねていることで

人・組織を目指す。②イメージアップにつながる活動や

て従来は 90％の合格率を出していた製品が、ベテラン

す。全事業所から 30 歳前後の若手社員が運営委員とし

広報活動を充実させる提言をおこなう。）を中心に組織

運転員の引退と共に徐々に合格率が下がり、一時は合格

て選出され、運営会議を行います。彼ら自身が発表テー

全体で CSR 活動に取り組んでいます。JNC グループで

率 70％を下回る時期が続きました。運転条件の見直し

マの依頼や選定を行い、交流会が円滑に進むよう知恵を

働く全員が幸せを実感できるよう、積極的に活動を推進

や機器メンテナンスの充実等で若干持ち直したものの、

出し合っています。これらは次世代への技術伝承を大切

してまいります。

大きな改善は見られませんでした。

にしてきた当社グループの DNA の一つの表れです。

技術の伝承を大切にしている当社グループではこれ

安全衛生部会の活動

1

を問題視し、外部コンサルタントの力も一部借りなが

戸畑支部

脇田海水浴場清掃ボランティア

富士支部

地域クリーン作戦

市原支部

一宮海水浴場清掃ボランティア

収集
ボラン
ティア

アルミプルトップ 864kg
ペットボトルキャップ 1,554kg
使用済み切手 20.9 万枚

3

（延べ換算）

社会貢献活動

化学総連の年末社会福祉カンパに協力しました。カン

ら、ベテランの「暗黙知」はどこにあるのかを調査・分析

JNC 労働組合では安全の確保を最優先の組合活動と

パ金は化学総連を通じ、
「日本赤十字社」
「子供の未来応

しました。調査段階ではタブレット端末を初めて採用

位置づけ、安全意識の向上に取り組み、実現可能な安全

援基金」
「 あしなが学生募金」
「 セーブ・ザ・チルドレン・

し、現場データを積極的かつ効率的に収集することと最

対策を提案しています。安全衛生部会の活動方針として

ジャパン」
「 日本ユニセフ協会」
「 オイスカ子どもの森」

新の解析技術を用いてベテラン運転員の
「暗黙知」を具

「内部活動
（事業所巡思活動）
「外部活動
」
（他社の安全活

「海岸林再生プロジェクト」
「止揚学園」などへ寄贈しま

体的に示すことに成功しました。これにより合格率は以

動）
「労使協議
」
（会社との協働）
」を 3 つの柱として掲げ、

した。また、カンパ金の一部は、各支部近隣の民間福祉施

前の 90％まで回復しました。その後さらなる改善の余

積極的に活動を展開しています。安全に安定に運転する

設や自治体社会福祉協議会へ寄付しました。今後も継続

ことが全ての基本であり、安全こそが企業活動の基盤で

的に取り組んでまいります。

地が認められたため、現在は過去最高の合格率を達成す

全社技術交流会

ることを目指しています。

あることを周知する活動を行っています。
今年度は守山工場を
「巡思」
し、
不安全箇所の指摘を行い

Message

ました。
また、
安全衛生部会のメンバーで危険体感教育を
受講し、
挟まれ、
巻き込まれなどの危険性を体感しました。

国清 義紀

各支部執行部や青年部、化学総連主催のボランティア

生産技術部は製造の現場に密接に寄り添いつつ、
経営方

針を受けて数年先のビジョンも考えながら行動していく

部門です。従来から「生産技術開発機能の強化」
「設備管理
体制の強化」
「継続的な人材育成の実行」を 3 本柱としてき
ましたが、
2016 年に設立された生産技術開発センターは
製造条件のチェックと記録

全社技術交流会

当社グループでは毎年
「全社技術交流会」を開催して
います。特別講演や口頭発表、新入社員現場改善検討発
表や社長表彰案件の講演等、若手からベテランまでが集
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活動に参加しています。
本

部

新規プロセス開発拠点として期待されています。

設備管理においては IoT・AI をはじめとする最新技術を

2

ボランティア活動

2

生産技術部長

利用した工場管理システムなどが新聞等で紹介されるこ

水俣支部

とが増えてきました。
JNC グループにおいても異常予兆

海岸林再生プロジェクト、
海洋プラスチック清掃活動、
海岸清掃ボランティア
化学総連熊本地連ボランティア活動：
水俣駅周辺清掃ボランティア
地域貢献活動：水俣市スポーツキッズ
サポート基金活動

システムの検討を進めています。
現場の安全安定運転を確

保するために従来とは異なる管理手法を積極的に導入す
ることも肝要だと感じております。
実用化へ向け努力を重
ねております。

海岸林再生プロジェクト

水俣市社会福祉協議会

Message
坂口 博之
中央執行委員
（安全衛生部会担当）

「安全常に」
をモットーに、
安全かつ効率的に仕事ができ

る職場環境を構築することを目標とし、
安全衛生活動を推
守山支部

福祉施設清掃ボランティア

進します。また、他社が取り組んでいる安全衛生活動を学

び、
JNCグループへ水平展開すると共に、
多くの組合員さん

からの声を集め、
安全衛生部会の活動に生かしていきます。
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用語解説
ISO26000

社会的責任に関するガイドライン。社会的責任として取り組むべき中核主題は
「組織統治」
「人権」
「労働慣行」
「環境」
「公正な事業慣行」
「消費者課題」
「コミュニティへの参加及びコミュ
ニティの発展」の 7 つ。

ステークホルダー

直接的、間接的に利害関係を有する者。
「 利害関係者」と訳され、
JNC グループでは
「社会」
「顧客」
「株主」
「社員」
の 4 つに分類。

パリ協定
SDGs

（持続可能な開発目標：
Sustainable Development
Goals）

SDG Compass

（SDGs の企業行動指針）

第 21 回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で合意され、全体目標は世界の平均気温上昇
を産業革命前と比較して 2℃未満に抑えること。
加えて、
1.5℃に気温上昇を抑制する努力目標
を決定。各国の温室効果ガス排出量削減目標の設定が検討され、日本の目標は 2013 年比で
2030 年までに 26％削減。
ミレニアム開発目標
（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連サミットで採択された
2016 年から 2030 年までの国際目標。
貧困を撲滅し、
持続可能な世界を実現するために 17 の
ゴールと 169 のターゲットからなる。
GRI
（Global Reporting Initiative）
、
UNGC
（The United Nations Global Compact：国連グ
ローバル・コンパクト）
、
WBCSD
（World Business Council for Sustainable Development：
持続可能な開発のための世界経済人会議）の 3 団体がまとめた、企業が SDGs に取り組むにあ
たってのガイダンス。

生物多様性への取り組み

あらゆる遺伝子や生物種による生態系が共生する社会を目指す地球規模の取り組み。

CDP

2000 年に英国で設立され、世界の機関投資家に代わって、世界の大企業に対して気候リスク
と低炭素機会に関する情報公開を要求し、環境問題についてグローバルな情報公開を行って
いる NGO 団体。

RC 活動

（レスポンシブル・ケア活動）

コーポレート・ガバナンス

（企業統治）

化学品を取り扱う企業が、化学品の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄に至る
すべての過程において、
環境・健康・安全を確保し、
その成果を公表し、
社会との対話・コミュニ
ケーションを行う自主活動。
企業が利害関係者すべてに対して責任を持ち、不正行為の防止と競争力・収益力の向上を
総合的に捉え、長期的な企業価値の増大に向けた企業経営の仕組み。

事業を遂行する上で必要な経営資源が被害を受けることで、事業継続が脅かされる事態に
BCP
おいても、
重要な事業を継続あるいは早期に復旧することにより、
経営への影響を最小化する
（事業継続計画：
Business Continuity Plan） ための計画。

リスクアセスメント
PRTR

（化学物質排出移動量届出制度：
Pollutant Release and
Transfer Register）

職場にある様々な危険性・有害性（ハザード）を洗い出し、そのハザードがケガにつながる
可能性と、ケガになった場合のケガの大きさ
（リスク）
を見積もり評価すること。
有害性のある多種多様な化学物質が、
どのような発生源から、
どれくらい環境に排出されたか、
あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し集計し公表
する仕組み。

KY 活動

作業開始前にその作業について、経験と想像力を働かせ、起こり得る可能性のある災害を
想定し、その防止対策を立てることによって災害を未然に防止する活動。

ヒヤリハット

ヒヤリ、としたり、ハッとしたりするなど、
「あわや災害や事故になりかねない」
危険な事例。

Know-Why 教育

装置の設計思想や標準操作法の手順の背景にある原理原則などの教育。

ワーク・ライフ・バランス

仕事にやりがいや充実感を持ちながら働きながら、家庭や地域生活などにおいても、多様な
生き方がバランス良く選択・実現できること。

（仕事と生活の調和）

モーダルシフト

輸送手段を他の手段へ転換すること。
物流の効率化と共に、
温室効果ガス排出量がより少ない
輸送への切り替え。

化学プロセスを対象として、潜在危険性をもれなく洗い出し、
それらの影響・結果を評価し、
必
HAZOP
（Hazard and Operability Study） 要な安全対策を講ずることを目的として開発されたプロセス危険性の特定手法。
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JNC 株式会社
ご質問・ご意見は下記宛にお願いします。
〒 100-8105 東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号 新大手町ビル 9 階
URL：http://www.jnc-corp.co.jp/
総務部
（CSR・広報） TEL：03-3243-6370 FAX：03-3243-6487
mail：kouhou@jnc-corp.co.jp

CSR 対象会社

SITE REPORT
2019

JNC GROUP

JNC 株式会社 水俣製造所

JNC 石油化学株式会社 四日市工場
スローガン

生産性向上、運転安定化推進

災
意識を変えて取り組もう
 害ゼロから危険ゼロへ、
安全常に ヨシ！

● 系列最適化、
新規開発品への対応

試作への確実な対応

重点実施項目

1．労働災害ゼロに向けた安全衛生活動の推進

製造所長

北野 喜誠
事業場概要
所在地：熊本県水俣市野口町 1 番 1 号

水俣製造所は JNC グループの発祥となった製造所で、
1908

① 重量物取扱い作業における腰痛防止活動の推進
② 未熟練労働者への安全衛生教育の強化
③ 挟まれ、巻き込まれ、切創災害撲滅の継続的な安全活動
の推進
（前年は業態別強化項目）
④ 熱中症予防の継続的な活動推進行動
2．環境保全活動の強化
① 漏えい事故防止対策の確実な実施と水平展開の強化

トピックス

年に初代社長 野口遵が水力発電による豊富な電力と石灰石に
着目しカーバイドを製造したのが始まりです。その間、石油化
学、
ファインケミカルズへと技術革新の流れに沿って成長して
きました。現在は、液晶や有機 EL 材料、
ファインケミカル製品、
シリコンケミカル製品、
ライフケミカル製品等のバラエティー
に富んだ製品を製造しています。
また、
祖業である水力発電事業
にも注力し、九州に保有する 13 カ所
（熊本県 11カ所、宮崎県 1
カ所、鹿児島県 1 カ所）の発電所の設備改修を進め、長期にわ
たって安定した収益を生む事業へ転換させることを目指してい
ます。
水俣製造所は、
JNC グループの中核的な役割を担い、
関係
会社や協力会社と力を合わせて地域との共栄に努めています。

B2 リーグに所属する熊本ヴォルターズの

選手、コーチをお招きし、水俣市内外の小中

学生向けにバスケットボール教室を開催し
ました。小学生 76 名、中学生 42 名 計 118 名
が参加し、プロ選手の技術を学びました。
水俣川親子ふれあい体験

次世代育成支援として水俣川漁業協

同組合の皆さんと水俣川親子ふれあい

体験を開催しました。子どもたちや保
護者に水俣川に生息する魚やエビ類に

触れ、観察してもらい、豊かな水俣川を体験してもらいました。

RC 年度方針
モットー

熊本ヴォルターズバスケットボール教室開催

トピックス
工場長

上山 和希

む）による総合防災訓練を実施しま

所在地：三重県四日市市霞 1-21

した。

この 3 者での総合防災訓練は、年

四日市工場は、
三重県四日市市の第

1 回行っておりますが、毎回、全員が

3 コンビナ－ト内に立地し、ポリプロ

本番さながらの緊張感を持って取

ピレンを生産しています。
ポリプロピ

り組んでおります。

レンの生産設備としては 1 プラント
ではありますが、
独自プロセスと高性能触媒との組み合わせに
より、
付加価値の高い製品を数多く生産しています。
当工場は、
1998 年 10 月の発足以来、
20 年間無事故・無災害
を継続中です。今後も「安全常に」を合言葉に、安全安定運転の
継続を目指してまいります。

「ステージアップ」、
「ノントラブルの継続」

径木などの伐採を行いました。

JNCファイバーズ株式会社 守山工場／JNCフィルター株式会社 守山事業所
重点実施項目

重点実施項目

執行役員 製造所長

長濵 英樹

事業場概要
所在地：千葉県市原市五井海岸 5-1
市原には市原製造所と市原研究所があり、JNC グループに
おける生産および R&D の主要拠点となっています。製造所で
は液晶をはじめとする高付加価値製品、ポリプロピレン・高密
度ポリエチレン、オクタノールや可塑剤（DOP 他）の石油化学
製品などを生産しています。また、市原研究所では、フラットパ
ネルディスプレイ用途の高性能液晶材料、有機 EL 材料、電子部
品向けプリンテッド・エレクトロニクス用材料、自動車保護
フィルム、二次電池材料の負極材などの研究開発を積極的に進
めています。
2019 年 10 月には、年産 15 万トンのポリプロピ
レン製造設備が商業運転を開始します。

社内空気呼吸器装着競技会開催

当競技会は、高圧ガスの取り

扱いにおける訓練の一環として
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推進

● 環境保全活動の強化

● 作業者への声掛けと作業指示書
（定常・非定常）
の確実な運用

工場長／事業所長
繊維開発センター長

大森 光治

事業場概要
所在地：滋賀県守山市川田町 230 番地
守山工場は、衛生材料用途を中心に日本初となる原綿製造

毎年開催しております。今年参

からスルーエア不織布製造までの一貫生産を行っております。

はじめ多く観客の声援を受け、

に、繊維事業のマザー工場として中核の役割を果たしてまいり

加した 10 組 20 名は製造所長を

守山事業所の化学工業向けカートリッジフィルター事業と共

日頃の練習の成果を披露しまし

ます。

た。優勝した動力係の橋本・蒔平

社員ペアは、10 月 15 日に千葉
県消防学校で開催される「第 43

回空気呼吸器装着訓練」に製造

所代表として出場します。市原製造所ではこれからも安全安定
操業に向けた取り組みを推進してまいります。
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● 休 業災害ゼロ及び労働災害の削減に向けた安全衛生活動の

1．網羅的な危険源の抽出とリスクアセスメントの強化
2．特定要求事項の見直しと周知
3．トラブル再発防止対策の徹底強化
施工管理不良によるトラブル撲滅
4．技術基準に基づく Know-Why 教育の継続
5．新技術導入による保安力向上

トピックス

第 3 コンビナート全体で 45 名が

集まり、市内の南部丘陵公園におい
て、専門家から指導を受けながら小

労災事故ゼロ、保安事故ゼロ、環境事故ゼロ
● 体質強化

RC 年度方針

「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」への参加

里山保全活動への参加

「安全常に」、
「基本に忠実に」

重点実施項目

JNC 石油化学株式会社 市原製造所

四日市工場では、第 3 コンビナートの各社と共同で、環境ボ

ランティア等を推進しています。

第 3 コンビナート全体で 80 名が集まり、四日市市に隣接す

● 安全・安定・安心運転の追求

安全常に

地域コミュニティ活動

る川越町の高松海岸の清掃活動を行いました。

RC 年度方針
スローガン

四日市北消防署および第 3 コンビ

ナート内共同防災の指導のもと、四
日 市 工 場 全 社 員（ 協 力 会 社 社 員 含

事業場概要

モットー

総合防災訓練

スローガン

トピックス
守山工場・守山事業所は自然

環境豊かな琵琶湖東岸の滋賀
県守山市に位置し、豊富な伏流

水を工業用水として利用して
います。また、敷地内にはビオ
トープがあり、生物多様性の保
全に取組み、守山市のシンボル

である「ゲンジボタル」の飼育
展示を行っています。

RC 年度方針
モットー

● 災害事例の水平展開

安全常に 品質第一 人にやさしく

「油断」

「手抜き」
「思い込み」
慣れた作業に危険がひそむ
ルール順守で安全職場

毎年 6 月には
「ホタルの夕べ」

というイベントを開催してお

り、
「ゲンジボタル」を通じて河川や周辺の自然環境を守ること
の大切さを学び、地域の方と共に調和の取れた環境保全に取組
んでいます。

SITE REPORT 2019

2

九州化学工業株式会社 戸畑工場

JNC 株式会社 横浜研究所
活動推進）

造、ε- ポリリジン、発光蛋白質、バイオプロセス用クロマトグラ

研究所棟

フィー担体、カラム、フィルターシステム等の製品開発、
用途開発、
テ

2．平時の備え
（自然災害・ユーティリティー不時停止等）

クニカルサービスを実施しています。また、ライフケミカル分野の新

3．心と身体の健康推進（有所見者率低減に向けて：健康診断、
ストレスチェック、
健康相談等）

内野 正純

トピックス
工場長

高見 剛
事業場概要

3 社参加による防災訓練、避難訓練、危険体感教育
（写
真）
、
健康チェック等を継続して実施しています。

規研究開発テーマの調査・探索も行っています。

研究所長

RC 年度方針

事業場概要

全社標語「安全常に」をモットーに、今年度 RC スローガンとして

「今日のヒヤリ、明日に生かして安全常に！」を採択し、
全員で取り組

所在地：神奈川県横浜市金沢区大川 5 番地 1 号

んでいます。リスクアセスメントと日常行動の中での KY 活動を継

私たちはライフケミカル分野という

続推進し、今年 6 月 6 日に第 8 次無災害（24 年間無災害）を達成しま

ドメインの中で、有機合成化学技術およ

所在地：福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜 46 番地 94

した。この実績が認められ、横浜研究所として日本化学工業協会の安

び生物化学技術を利用し、一部製品の製

（日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 九州製造所内）

全表彰特別賞を受賞しました。今後も取扱物質の危険性・有害性のリ

造と次世代の基盤となる技術開発・製品

戸畑工場は当初高度化成肥料を製造していましたが、のち

スク評価・教育と取扱方法の再確認による安全確保に努め、
無災害を

開発を行っています。具体的には、食品・

継続してまいります。

環境微生物検出用シート培地および動

にファイン化・高機能化を進め、現在は機能材料・機能性肥料を

ライフケミカル推進室
横浜分室棟

物・ヒト用体外診断用検査キットの製

中心とした製品を製造しています。当工場は液晶材料や液晶周
辺材料の製造を行う「JNC マテリアル株式会社」、高機能な

JNC フィルター株式会社

コーティング肥料や培土の製造を行う「ジェイカムアグリ株式
会社」
、管理業務を提供する「九州化学工業株式会社」の 3 社で
構成・運営されています。

を製造しています。

当社製品は自動車関連を含む塗装

RC 年度方針
モットー

分野に加え、半導体製造のメッキ工

安全常に

社長

「ルール遵守とリスク低減」

声掛け合って目指そう安全工場 !!
1．作業者の安全性の向上（重量物取扱い作業における腰痛防
止活動の推進、未熟練労働者への安全教育の強化、熱中症
予防対策の実施、挟まれ・巻き込まれ・切創災害撲滅の安全

小塩 俊一

スローガン

事業場概要

● 労働災害ゼロに向けた安全活動の推進

社長

正木 良典
事業場概要
所在地：熊本県水俣市丸島町 3-5-1
当社は JNC（株）水俣製造所の西側に隣接する電子部品加工
工場です。
液晶ドライバーIC の組立を主業務に、JNC
（株）の 100％出
資会社として 1989 年に設立されました。
現在の主な事業内容は、半導体ウェハへの金バンプ加工、鉛
フリー半田 / 金属積層バンプ加工です。
当社は、個人マニフェスト制度、リスクアセスメント、ヒヤ
リハット提案および、
安全パトロールなどの安全活動を展開し
ており、
全社員で無事故・無災害を 17 年間継続しております。

RC 年度方針
モットー

3

安全常に
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生産は守山、安城（テヅカ工業）、ベトナム（ハノイ）の 3 工場で行

組んでまいります。

ろ過フィルターを製造しています。

重点実施項目

1）
重量物取扱い作業における腰痛防止活動の推進
2）
未熟練労働者への安全衛生教育の強化
3）
熱中症予防の継続的な活動推進
4）挟まれ、巻き込まれ、切創災害撲滅の継続的な安全活動の
推進
5）
全員参加によるヒヤリハット報告書・KY 活動の定着

当社は ES 繊維を活用した CP フィルターの製造から始まり、現在

は CP フィルターを主要製品として、樹脂やメンブレン膜を使用し

た精密フィルター、フィルター取り付け用ハウジング等の周辺製品

地域中学校の部活動練習時などに活用していただける
よう、2L のペットボトル飲料水を水俣一中、水俣二中、緑
東中、
袋中の 4 校へ各 60 本
（計 240 本）
寄贈しました。
また、当社では災害などの非常事態を想定し、飲料水を
ストックするなどの対策を講じています。
当社は今後も地
域とのコミュニケーションを図りながら、
地域貢献活動を
進めてまいります。

RC 年度方針
「顧客に安心・安全を提供して顧客の信頼を得る」の品質方針に基

づき、テヅカ工業（株）、JNC FILTER VIETNAM CO., LTD. を含め
た 3 社による統合品質体制を築き RC 活動を行なっています。

スローガン

摘み取ろう緩んだ気持ちと危険個所、
作り出そう妥協をゆるさぬゼロ災職場 ヨシ！

本年度の工場方針として「風土改革」を掲げました。職場のコミュ

社長

清水 健

1）
漏洩事故防止対策の確実な実施と水平展開の強化

地域貢献活動

て掲げ、さまざまな課題の解決に向けてグループ一丸となって取り

JNC 開発株式会社／有限会社サン自動車興業

● 環境保全活動の強化

トピックス

当社は、ろ過のイノベーティブカンパニーを目指すべく、
「もっと

高く、もっと広く、もっと先に、もっと早く、挑戦…」を社の目標とし

い、産業用フィルター、活性炭フィルター、浄水用フィルター等各種

 れるな ル－ルがあること守ること
忘
初心に戻って安全確認！

業、その他水処理産業、食品産業にも

当社は液体ろ過用カートリッジフィルターを主軸に、各種フィル

ター製品の製造と販売を行なっています。

スローガン

フィルムの塗工薬品ろ過等の電子産
その用途を拡大しています。

所在地：大阪市北区中之島 3 丁目 3 番 23 号 中之島ダイビル 8 階

サン・エレクトロニクス株式会社

程やフラットパネルディスプレイ用

事業場概要
所在地：熊本県水俣市汐見町 1-5-45

当社は、熊本県水俣市の南に位置し、親水護岸や竹林園、バラ園な

どを有するエコパーク水俣に隣接した環境に恵まれた工場でプラス

チックを原料とする生活・農業・水産用等の資材・製品を生産してお

ニケーションを密に行い、全員が変わる、何でも話せる風通しのよい
風土づくりを目指してまいります。

昨年度より若手を中心に活動しているプロジェクトも確実に成果

が出ており、これからも社会に対して「人」
「設備」
「品質」の安全を確
保してまいります。

トピックス
地域密着型の企業である当社は、さまざまな地域貢献活動を

ります。また、自動車学校、整備工場、ゴルフ練習場、保険代理店業務

行っております。

ます。

● 海と川のクリーンアップ作戦

においては、地元の皆様と深く関わりながら、事業活動を行っており

RC 年度方針
モットー

安全常に

● 地元高校生のインターンシップ
● シルバードライビングスクール開

催支援

● エコパーク周辺の清掃活動
（写真）
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オージェイケイ株式会社／中国化成工業株式会社

千葉ファインケミカル株式会社

オージェイケイ（株）の主力製品である食品包装分野では、消費者

市原ソーラー

当するクリーンエネルギーを供給しております。また、
市原不燃物処

合同会社

ニーズの多様化に対応した製品を提供しています。オージェイケイ

理（株）は一般・産業廃棄物回収で市原市の環境美化、
リサイクルに貢

（株）は、フードロスや環境負荷低減のニーズを取り込み、高機能・高
社長

内田 篤
事業場概要

所在地：
（本社

・宝塚工場）兵庫県宝塚市高司 4-4-1
（島根工場）島根県飯石郡飯南町上来島 23-1
おかげさまで、オージェイケイ（株）は 2019 年 4 月に設立 60 周年
を迎えました。
オージェイケイ（株）は中国化成工業（株）と一体の事業体です。
オージェイケイ（株）は「宝塚工場」
（フィルム）
「島根工場」
（シート）の
2 工場と「東京営業所」
「 大阪営業所」の 2 営業所を拠点として、PP
シート、PET シート、CPP フィルム、加工製品、機能性製品等を製造・
販売しています。また、中国化成工業（株）は「島根工場」を生産拠点と

献しおります。

付加価値製品の開発・販売に取り組んでいます。

RC 年度方針
モットー

安全常に

スローガン

職場環境の改善で、安全・安心・快適職場！

重点実施項目

「重量物取扱い作業における腰痛防止活動の推進」
「未熟練労働者への安全衛生教育の強化」
「挟まれ、巻き込まれ、切創災害撲滅の継続的な安全活動の推進」
「熱中症予防の継続的な活動推進」
「漏えい事故防止対策の確実な実施と水平展開の強化」

社長

吉賀 良

千葉ファインケミカル

事業場概要
所在地：千葉県市原市五井中央西 1 丁目 14-22

千葉ファインケミカルグループは市原市、長南町を中心に事業展

開し、各事業を通じて地域社会への貢献に取り組んでまいりました。
千葉ファインケミカル（株）はポリプロピレン製造時に副産物として
発生・排出されるアタクチックポリプロピレン（APP）の回収処理を

行い、有効利用しております。市原ソーラー（同）では 2014 年より太

陽光発電事業を開始し、一般家庭約 3,500 戸分の年間消費電力に相

RC 活動にはまだまだ改善の余地があります。
このため、以下の内容を重点実施項目として RC 活動に積極的に
取り組み、地球環境の保全に配慮した安全な会社から、より安全な製
1）職 場の 5S を推進し、堆積粉じんの削減、不要物の撤去、必要備品
の明確化を図る

当社は被覆肥料、高度化成肥料、園芸用培土、水稲育苗箱全量施肥
専用肥料等を、国内 6 工場および海外 1 工場で製造し、販売を行って

2）PCE ロスの削減を図る（2018 年度目標よりさらに 5％以上改善）
3）社有車運転の安全意識向上を図り、加害事故を撲滅する

います。当社は、被覆肥料を基軸とし、国内販売はもとより、台湾工場

社長

美濃 弘
事業場概要

に取り組んでいます。

当社は今後も化学・環境プラント分野で貢献する総合エンジニア

リング企業として地球環境の保全に積極的に取り組み、広く社会の

当社は、1965 年の設立以来、化学工業の先駆者として歩んできた

JNC グループの技術ノウハウを基盤とし、エンジニアリング技術を
活かし国内外の化学プラントの設計・調達・建設を主体に、ファイン
ケミカルや液晶材料、医薬、食品など他分野において実績を積み重ね
てまいりました。

当社開発の SECT（Skin Electric Current Thermo）法による電

気加熱設備は、安全で経済的なパイプライン加熱設備として国内外

トピックス
QMS（品質マネジメントシステム）の継続改善に取り組んで

います。完全ゼロ災を大きな目標として掲げ、安全ルールの徹
底とコンプライアンス徹底を図り、顧客満足度の向上と環境へ

の配慮、地域社会への貢献、働きやすい職場環境の充実を推進
してまいります。当社では「ISO9001/2015 年版」を運用して
おります。

タンク底部加熱用としても利用されるなど、お客様のさまざまな

しています。

JNC 環境株式会社

日祥株式会社

す。極めて衛生的な再利用水に処理できることから、
東京オリンピッ

と地球環境の保全に貢献する JNC グループのマルチプレーヤーと

クを控えた都市環境の維持に大きく寄与しています。

して成長を続けています。
当社は取り扱う商品の安全性に対する高い意識を持ち続け、サプ
社長

磐井 誠司
事業場概要
所在地：東京都千代田区神田須田町 2-3-1
NBF 神田須田町ビル 5 階

当社は、合成樹脂、化学品、樹脂製品、電子材料分野加工品、包装材
料等の卸売事業と加工品の企画製造販売を行う JNC グループの商
事部門です。昨今は Z クリーン、化粧品、ボディケア製品、マリンコ
ラーゲン等、独自製品の製造販売事業を拡充しており、人々の暮らし

社長

ライチェーンの質を向上させてまいります。当社のモットーは、
“Semper Paratus” です。多様化する社会に対応すべく、以下を重点
項目として “ 常に準備 ” してまいります。

RC 年度方針
モットー

Semper Paratus

重点実施項目
● ガバナンスの向上、
コンプライアンスの徹底、内部統制の強化
● 商品の品質保証と安全性に対する感性の強化
● リスクマネジメントの充実
● グローバル人材の育成
● 環境への配慮と職場環境の充実
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となり取り組んでいます。

発展に寄与すべく努力してまいります。

所在地：千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1 塚本大千葉ビル 8 階

で多く採用されています。この電気加熱設備は耐久性に優れ、LNG

を起点として海外事業展開を図り、成長するグローバル企業を目指

5

新たな事業の柱とすべく、
10

月稼働開始に向け全社一丸

環境エネルギー関連分野では、これまでの経験を活かし、
バイオマ

品を安定的にお客様にお届けするよう、努めてまいります。

ニッセイ神田須田町ビル 2 階

生事業を開始する予定です。

ス発電や水力発電所の工事受注をはじめ、事業拡大を目指し積極的

3 社合弁により設立した当社は今年度で 10 年目を迎えますが、

所在地：東京都千代田区神田須田町 2-6-6

し、同製品の生産と廃プラ再

ニーズにお応えしています。

RC 年度方針

事業場概要

（Z クリーン）
製造設備を設置

JNC エンジニアリング株式会社

ジェイカムアグリ株式会社

吉川 哲也

（株）長南工場に樹脂洗浄剤

これらの活動に積極的に取り組み、より良い製品をお客様に
提供し、災害ゼロを達成します。

し、
「大阪営業所」を中心に販売を行っています。

社長

トピックス

小池 悟

トピックス
昨年 7 月に受託した長生郡市広域市町村圏組合汚泥再生処

理センター長期包括運営管理業務は、これまで大きなトラブル

事業場概要
所在地：
（本社 / 千葉事業所）千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1
塚本大千葉ビル 9 階

（水俣事業所）熊本県水俣市丸島町 1-2-15

当社は排水処理設備の設計、施行、維持管理を行っています。自然

浄化法を工業化した
「自然浄化法リアクターシステム®」は、40 年近

く経った現在においても当社の技術の柱であり続けています。当社
は高濃度有機排水処理を得意分野とし、特にし尿、畜産排水、食品工

場排水などで工事実績を伸ばしています。悪臭を元から絶つ排水処

なく業務を遂行しております。1 市 5 町 1 村から収集されたし
尿および浄化槽汚泥は毎日

約 100 トンに上り、常に安
定した処理が求められま
す。これからも契約の 15 年

間を満了するまで地域の水
環境の維持に努めてまいり
ます。

理技術は都心のビル群の排水再利用システムにも利用されていま
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株式会社アール・ビー・エス
月浦センター

サンワ工事株式会社
本社事業所

トピックス

RC 年度方針
モットー

RBS ゴールドは、近隣農

家や家庭菜園者に好評で、

社長

社長

5 月に開催された水俣物産

松本 俊郎

展でチャリティー販売を行

事業場概要

いました。収益金は、昨年に
引き続き水俣市の「スポー

所在地：
（本社）

熊本県水俣市野口町 1-1

（工場）熊本県水俣市月浦 54-190 月浦センター

（保全事務所）熊本県水俣市丸島 1-2-15 JNC 環境（株）内

当社は、水俣芦北広域行政事務組合と第 2 期 15 年間の長期受託契

約を結び、JNC 環境（株）が保有する「自然浄化法リアクターシステ

ムⓇ 」
（天然微生物の分解力を利用したシステム）を用いて浄化槽汚泥
等の一般廃棄物を処理しています。処理工程で生成した微生物は脱
水・乾燥させ、有機質肥料「RBS ゴールド」として販売しています。

工場の屋根一面には 45Kw の太陽光パネルを設置し、自然エネル

ギーの有効利用を図っています。

ツキッズサポーター基金」
へ全額寄付しました。

ま た、当 社 は JNC 環 境

（株）の海外展開支援にも注
力 し て お り、昨 年 11 月 に
は、国 連 工 業 開 発 機 関

（UNIDO）より東南アジア

を中心に 16ヵ国の大使館関係者の工場見学を受け入れ、RBS
方式を紹介しました。

三浦 弘二

安全常に

安全意識は命綱 しっかり締めて 目指そうゼロ災

年間を通してゼロ災達成のため、
「安全常に」の決意を堅持しなが

ら、下記項目について、取組んでまいります。
● 関係法令および基本ルールの徹底遵守。

事業場概要

● 安全意識、
危険感受性を高める活動の推進。

所在地：千葉県市原市玉前西 3-5-11

当社は 1964 年にチッソ石油化学（株）五井工場（現 JNC 石油化学

（株）市原製造所）の工事と保全を担当する会社として設立された工
事会社で、市原製造所を拠点とする「五井事業所」と、外部工事および
高圧ガス検査業務を展開する「本社事業所」からなります。

現在、社員と常傭協力会を合わせて、約70名体制で運営しており、

外部にも積極的に展開し、関東を中心に公共浄水場、外資系食品工
場、火力発電所等、石油化学以外の分野へも業容拡大に取組んでい
ます。

今後も、①メンテナンス、②工事、③検査の 3 本柱を充実させ、お客

様に感動を与える総合メンテナンス工事会社を目指します。

JNC サービス株式会社

スローガン

● コミュニケーションの良くとれる快適な職場環境の形成を促進。
● 仕上り確認の徹底で、
品質トラブル

トピックス
● 市 原製造所の新ポリプロピレン製造設備
（6BC 建設）工事の

一部を受注しました。

● 公共の浄水場、
排水機場のポンプ整備を毎年行っています。

● ガ ス保安検査株式会社と基本契約を締結し、
水素ステーショ

ンの各
種検査
を実施
してい
ます。

これからも社員の働き方改革と地域との共生に貢献していき

陣内クラブ

ゼロを目指す。

ポンプ整備

非破壊検査
（磁紛探傷試験）

ます。

① 社宅、寮、社員クラブなどの管理
② 作業服・安全靴貸与

常務

③ 工場見学案内（2018 年度実績 104 件 1,729 人）

吉田 茂

④ 駐車場管理

所在地：熊本県水俣市野口町 1-1

当社は、主に JNC グループ水俣地区の寮・社宅・社員クラブの管理

や福利厚生事業を行ってい
野球場や陸上グラウンド、テ

1. Smile

笑顔をたやさない

3. Study

自己研鑽を忘れない

誰に対しても奉仕の心を持つ

4. Specialty 食等に対して専門性の習得

ニスコートは JNC グループの

5. Safety

社員だけでなく地域の皆様に

6. Speedy

も開放しており、社員の健康増

安全・安心の提供

迅速な対応を心がける

社長

岡 広太

として利用されています。

株式会社 JNC ヒューマンテック・サポート
RC 年度方針
スローガン
社長

濱田 憲治
事業場概要
所在地：熊本県水俣市野口町 1-1

当社は JNC（株）水俣製造所内に所在し、同製造所内の各種製品の

製造・検査等の業務に社員を出向・派遣しています。1959 年 1 月 21

日に肥後化成工業（株）という社名で設立され、JNC（株）の設立を機
に 2011 年 10 月 1 日に現在の社名に変更いたしました。現在の社員
は98名です。私たちは「暖かい心と不屈の精神を持った人間（ヒュー

マン）と顧客に満足される技術（テクノロジー）を提供（サポート）す

 る危険は予告なし 止める勇気に事故はなし
迫
皆で築くゼロ災職場 ヨシ！

和、作業現場での KY 実施により一人ひ
とりの安全意識を高めています。安全成
え、無災害を継続中です。また、全国安全

所在地：熊本県水俣市丸島町 1-2-15

当社は 1970 年に創立された社員 66 名の工事会社です。事業内容

は①機械装置の据付・メンテナンス、②配管工事の設計・施工、③電

に培った豊富な経験と技術を生かし、九州地区のみならず日本全国

塩浜グランド 航空写真

毎朝の全体朝礼での安全スローガン唱

績 は 2019 年 5 月 現 在、6,980 日 を 越

事業場概要

気・計装の設計・施工です。JNC グループの工事会社としてこれまで

進や地域の皆様との交流の場

SITE REPORT 2019

当社は「安全常に」のモットーのもと、

JNC サービス（株）6 つの理念
2. Service

ます。
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RC 年度方針

⑤ JNC（株）所有のグラウンド・テニスコートの維持管理業務

事業場概要

る集団」を目指しています。

JNC セントラル株式会社

において化学プラントやガス事業の関連分野で業績を拡大させてい

ます。今後も設計～工事～メンテナンスまで一貫した体制でお客様
の期待と信頼に応える企業を目指してまいります。

週間行事、春、秋の交通安全週間の街頭指導、地元地域の清掃活動に

も積極的に参加しており、安全で社会に貢献できる企業を目指して
います。

トピックス
水俣市水道局の水源地関係設備工事など、公共工事を通して

地域に貢献しています。

株式会社東京シンクサービス
語に対応した技術翻訳業務に加え、市原オフィスにて JNC グループ

重点実施項目

の知的財産に関する業務を行っています。会社は小規模ながら、
高品

毎年 5 月に行われる水俣物産展では「輪投げ」と「ストラックアウ

ト」のブースをつくり、多くの市民の皆さんに楽しんでもらっていま

社長

す。その際の参加費は募金として水俣市のスポーツキッズサポー

廣瀬 弘明

ター基金に寄付し、青少年のスポーツ活動に活用いただいています。

事業場概要
所在地：東
 京都中央区日本橋本石町 4-4-9 有隣ビル 3 階（本社）
千葉県市原市五井海岸 5-1（市原オフィス）

当社は 1970 年の設立以来、特許・技術調査、技術コンサルタント、

技術翻訳等に多くの実績を残してきました。現在は、神田駅近くにあ
る本社での日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語およびタイ

質で正確な翻訳文を提供することで、お客様から高い評価を受けて
おります。

近年では、翻訳業務や知財関連業務以外にも、先祖返りともいうべ

き技術情報調査や技術データの整理・入力等、業容の拡大を目指して
おります。

当社の業務は顧客の企業秘密に関わるものもあるため、情報の管

理には万全を期しております。

当社は設立当初から、年齢に関係なく生きがいをもって長く働け

る職場として運営されており、退職後も在宅勤務者として活躍でき
る特徴を有する会社です。

SITE REPORT 2019
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テヅカ工業株式会社

捷恩智（上海）企業管理有限公司
RC 年度方針
モットー
重点実施項目

社長

野間 毅
事業場概要

トピックス
コスタチ活動

安全常に

思い込み注意 ヨシ！

2017 年 3 月に第一次無災害を達成し、現在も無災害継続中です。また、
2018 年度は製品クレーム 0 件を達成しました。2018 年夏以降の大幅な受
注増加の中、安全と品質を確保し、生産性向上も併せて実施し、業績拡大に
向け社員一致団結し取り組んで

所在地：愛知県安城市里町森 41-3

当社は 1962 年に設立されました。2012 年に JNC フィルター

（株）の子会社となり、現在に至っています。主要製品は大手水処理
メーカー向けの浄水用フィルターです。また、当社は新製品の開発に

も積極的に取り組んでいます。主力製品の一つであるステム活性炭

叶 兆維

現 JNC グループの中国ビジネス開拓拠点として 2004 年に上海

おります。

に設立された当社は、本年で設立 15 年を迎えます。2016 年からは
「管理性公司」へ改組し、現在総経理以下 17 名の社員で中国国内の
グループ会社に対するシェアードサービスや間接部門の業務支援、
カプセラーRP の製造現場

の中で仕事に取り組んでいます。

内部統制支援を行うと共に、JNC グループのライセンス事業、新規
事業等の中国展開の業務を支援しております。
今後も中国における本社管理部門としての役割を果たし、JNC グ

JNC America,Inc.
当社は①新規市場開発の促進、②既存ビジネスの維持拡大、③情報

収集活動をミッションに掲げ、事業と情報収集活動を中心に運営し

New York 10580, U.S.A

当 社 は、北 米 初 の 事 業 拠 点 と し て 1986 年 12 月 に Chisso

ており、JNC グループのライフケミカル製品、シリコン、有機化学

た「Japan Cultural Festival/THE MATSURI 祭」を後援しました。

また、地域活動への貢献として、今年も地元ハリソン市で開催され

韓国 JNC 株式会社
RC 年度方針

社長

金洙玄
事業場概要
所在地：3
 3, Hyeongoksandan-ro 94 Beon-gil, Cheongbuk-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea
（本店・玄谷工場）

当社はフラットパネルディスプレイ関連材料の開発、製造、販売を

行っています。特に最近では有機 EL 関連材料の販売も開始し、大手

顧客から注目されています。当社本店および玄谷工場はソウルの南

にある平澤市に位置し、当社の事務所および TS センターは、ソウル
市内にあります。玄谷工場は竣工以来ディスプレイ材料のオーバー
コートと配向膜を製造し、韓国国内の製造拠点として実績を重ねて

い ま す。本 工 場 は 環 境 安 全 品 質 活 動 の 確 実 な 実 施 で 2006 年 に
ISO9001、
ISO14001 認証を取得し、
2017 年に
は OHSAS18001 を取得しました。また、今年 3

月には 12 年間の無災害を達成しました。当社は

これからも社員の安全、
品質クレームゼロの製品
安定供給を維持する活動を続けてまいります。

員としての一体感
を高めるためにさ
まざまなイベント
を企画していく予
定です。

また、当社は繊維事業部の販売部門の最前線として、国ごとの制
総経理

添田 登

に立案・改正される法令に注視しながら、法令遵守に努めてまいり

所を開設しましたが、現在は事務所をニューヨーク州ウェストチェ

Su-hyun Kim

JNC グ ル ー プ 社

動を推進しております。

TSCA）」があり、この法令の遵守徹底を推進しています。今後も新た
ます。

玄谷工場

ています。今後も

中心とするアジア全域に販売し、事業拡大に向けた顧客への拡販活

米国には「有害物質規制法（Toxic Substances Control Act：

America, Inc. として設立され、2011 年 4 月に現在の社名へ変更い

たしました。当初はニューヨークの都心であるマンハッタンに事務

同士の交流を深め

捷恩智繊維貿易（上海）有限公司

どを輸入し、米州、欧州の顧客に販売しています。

所在地：555 Theodore Fremd Avenue, Suite C-206 Rye,

ループ会社の社員

てまいります。

品、高機能フィルム、プラスチック加工パージ剤、フィルター製品な

事業場概要

懇親会を通してグ

最適な業務基盤の構築と業務レベルの充実を図り、社員一同努力し

おいています。

野田 誠一

イベントを定期的に実施しています。2018 年度はバドミント

ループの中国事業の更なる拡大と強化につながる支援を行うべく、

スター郡ライ市およびカリフォルニア州シリコンバレーの 2 カ所に

社長

上海の JNC グループ各社合同で、コスタチ（コ：コミュニケー

ション、ス：スポーツ、タ：楽しい、チ：チームワーク）という社内

ン・卓球・ボーリングを実施しており、活動やイベント終了後の

事業場概要
Shanghai 200050, China

当社は面白い技術を持った、社
会に貢献できる会社を目指して

員 27 名（うち 21 名女性）のこぢんまりとした会社で、家族的雰囲気

SITE REPORT 2019

Ye Zhaowei

所在地：R
 oom 2402, The Crest, No. 500, Yan’an West Road,

います。

フィルターは、当社と JNC フィルター（株）との共同開発品です。社
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総経理

徐々にではありますが、社員の安全に対する意識は高まりつつあります。

本年度のスローガンは、
「作業前の安全点検があなたの命と家族を守る」
です。
【安全常に】をモットーとし、事故やトラブルがない現場を作るため、本
年度の重点実施項目として次の活動を実施しています。
① 重量物取扱い作業における腰痛防止活動の推進
② 未熟練労働者への安全衛生教育の強化
③ 挟まれ、巻き込まれ、切創災害撲滅の継続的な安全活動の推進
④ 熱中症予防の継続的な活動推進
⑤ 漏えい事故防止対策の確実な実施と水平展開の強化
重点実施項目の徹底した実施を通じて、
「 災害ゼロ」、
「 トラブルゼロ」
、
「クレームゼロ」が継続するよう、全員が一丸となって努力します。

トピックス
地域貢献活動
玄谷工場は 6 月 22 日、10 月 22 日に開
催された地元自治体主催の
「美しい産業
団地づくり」
に参加し、団地周辺の清掃活
動を行いました。この積極的な参加に対
し、
地元自治体から高い評価をいただきま
した。
私たちはこれからも地域社会とのコ
ミュニケーションを大切にし、
共存共栄の
精神で地域貢献活動を続けてまいります。 産業団地周辺の清掃活動の様子

事業場概要

度・基準に関する情報をいち早く収集し、コンプライアンスに則った
事業活動ができるよう、社内へのいち早い情報発信に努めており
ます。
これに加えて、社員旅行や関係部署との懇親会等を定期的に実施

当社は、拡大するアジアの衛生材料市場において、これらの主要資

し、社内の意志疎通と団結力の向上を図っております。

材となる複合繊維および熱風接着性不織布への多様な顧客需要に対

私たちはチームワークを大切にし、スタッフ一丸となって、顧客

応するため、繊維事業部の海外販売窓口として、2014 年 2 月に開業

ニーズに合った高品質で高機能な製品と最善のサービスの提供を心

いたしました。

掛けております。

スタッフは総経理以下、営業職 5 名、技術職 3 名、事務職 2 名の計
11 名で、JNC グループの不織布製品と ESFV 社の複合繊維を中国を

尼寿貿易（上海）有限公司
渡る業務を手がけています。また新規アクションとして中国半導体
ビジネスに参画し、日中間の原料・製品の輸出入に積極的に取組む予
定です。
総経理

賡山 拓也
事業場概要

当社は、日祥
（株）の上海支店として 2012 年に設立されました。一
般貿易業務の他、危険化学品取扱の認証を取得しており、JNC グ
ループと中国との架け橋を担っています。現在、総経理、営業職 3 名、
事務職 2 名の計 6 名で事業活動を行っています。

私たちは JNC グループの中国ビジネスの窓口として、今後もさま
ざまなご依頼に対し、誠心誠意取組んでまいります。

トピックス
当社は 5 月に広州で開催された Chinaplas 2019
（中国最大
のプラスチック展示会）に出展しました。
ブース来場者は過去最高を数え、Z クリーンの中国市場拡販
の弾みとなりました。

主な取扱製品は、ガラス長繊維強化樹脂
「ファンクスター」と樹脂
成型機用洗浄剤「Z クリーン」です。これに加えて、JNC グループ各
部門の製品販売、販売業務支援、原料・副資材の調達、輸出入と多岐に
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捷恩智無紡材料（常熟）有限公司

台湾捷恩智股份有限公司 台南工場
台南工場液晶棟

重点実施項目

活動指針

1．重量物取扱作業における腰痛防止活動の推進
2．全員参加によるヒヤリハット提案活動の強化

3．他事業所労働災害事例の共有及び社内リスクアセスメントの実施
総経理

香山 洋

所在地：N
 o.9 Xingda Road, Changshu Economic Technology

年間完全無災害の達成

当社は、上海の北西約 80km に位置し、長江に面した常熟経済技術開発
区にあります。紙おむつやナプキンなど衛生材料に使用されるスルーエア

しました。
中秋節のパーティーにて全社員で達成を祝うと共に、
会社の
仲間やそれぞれの家族のためにも安全への決意を新たにいたしました。

Development Zone, Jiangsu 215536,China

2018 年 9 月17日に当社としては初めて年間完全無災害を達成いた

不織布の中国 2 番目の生産拠点として 2010 年 11 月に設立され、
2012 年

社名と制服の変更

る生産活動を通じてお客様の笑顔が見える製品をつくり、社会の発展に貢

熟）有限公司から捷恩智無紡材料（常熟）

2 月から販売を開始しました。
「安全最優先 優れた品質とコストを追求す
献する」
という経営方針のもと運営しています。

RC 年度方針
労働災害、各種重大トラブル・クレームゼロを目指し、RC 活動計画の中で
も以下を重点実施項目として活動しています。

Hsueh Chih Hsiung

薛 志雄

5．行動クレームの削減

トピックス

事業場概要

工場長

4．役所指導に対する優先的な対応

2018年9月に社名を智索無紡材料（常

有 限 公 司 に 変 更 い た し ま し た。ま た、
2019 年には作業服も JNC グループで多
く使用されているデザインに近いものへ
変更いたしました。JNC グループの一員
としての一体感を醸成し、今後さらに責
任をもって CSR を推進してまいります。

事業場概要
所在地：No.3, Dali 3rd Rd., Shanhua Dist., Tainan City, 741, TAIWAN
台湾捷恩智股份有限公司台南工場は、台南科学園区内に位置する液晶ブ
レンド工場です。現在約 135 名が勤務し、台湾の大手液晶パネルメーカー
に製品を納入しています。
2006 年 12 月の竣工以来、無事故・無災害を継続
しています。また、2019 年 3 月には第 4 次無災害（12 年間無災害）記録を
達成しました。Display Technical Center 技術
棟は 2017 年 5 月の立ち上げ以来、設計開発から
量産・出荷までの全面的なサービスを迅速に提
供しています。当社は日々顧客からの信頼を獲
得できるよう、期待される技術力、品質、納期に
応え、
顧客満足度の向上に努めています。
DTC
（Display Technical

工場長

後藤 茂明
事業場概要

所在地：
（本公司）

江蘇省蘇州高新区鸿禧路 42 号 E-3
（分公司）
上海市延安西路 500 号 嘉寧国際广場 2404 室
当社は中国国内の液晶需要の拡大に対応するため、2014 年 12 月 16 日
に設立され、今年で 5 年目となります。本公司は上海の西約 100km の蘇州
に位置し、
テレビやモニター、
携帯電話などに使用される液晶の製造および
テクニカルサービスを行っています。分公司は、上海を拠点に中国全土にお
いて営業活動を行っています。当社は ISO9001、
ISO14001 に続き、
2018
年 4 月に ISO18001 を取得しました。社員約 100 名の力を結集し、品質、環
境、
安全面での更なるレベルアップを図り、中国からディスプレイ事業の発
展に貢献できるよう取り組んでまいります。

社長

樋口 陽三

安全常に

● 休業災害ゼロに向けた安全衛生活動の推進

昨年は 2 件の腰痛災害が発生しました。ヒヤリハットや KYT 活動、リス
クアセスメントに取り組みながらも災害が発生し、残念な結果となりまし
た。災害事例の全社員への教育やリスクアセスメントの再評価、改善などの
地道な活動を継続し、2019 年度こそはゼロ災害達成に向けて真摯に取り
組んでまいります。

トピックス
2019 年 1 月、
工場幹部参加の
もと、蘇州市内寒
山寺にて安全祈
願を行いました。

事業場概要
所在地：Tan Quang Industrial Cluster, Tan Quang Commune,
Van Lam District, Hung Yen Province, Vietnam
当社は現地パートナー企業との合弁会社として 2011 年に設立され、
2012 年より生産を開始しました。社員は、
4 月の時点で日本からの駐在を
含め 32 名です。
現在ベトナム工場では、ワインドフィルター、デプスフィルターの後加
工、QUICK-PACK の生産を行っています。生産された製品の 38％が日本、
21% が欧米へ輸出され、
残り 41% がベトナム国内に出荷されています。
当初、原材料は日本からの輸入がほとんどでしたが、ベトナムの経済成
長に伴い、
徐々に現地製品の品質が向上しています。
当社も現地調達比率を
上げ、
ASEAN 市場に合致した製品供給を目指してまいります。

質、
高機能な製品の供給を続けてまいります。

トピックス
消防訓練
地元消防署立会いで、火災発生要因の講習後、消
火器訓練を実施しました。
危険体感教育
巻き込まれの危険体感教育を実施しています。

RC 年度方針

THAI NISSHO TRADING Co.,Ltd.

RC 年度方針
総経理

ZHU JIPING

朱 吉平
事業場概要
所在地：No.1 Jinhua 3st., Jinbi Road GETDD, Guangzhou 510730, CHINA
当社は、広州市の南東に位置する経済技術開発区にあります。
1994 年に
設立され、
1997 年から紙オムツ等の衛生材料に使用される ES 繊維、
1998
年から ES 繊維を用いたスルーエア不織布の生産を開始しました。原綿と不
織布を生産する工場の強みを生かし、
短い納期で高性能な製品の開発・生産
をしています。
今年に入り孔開け不織布の本格的な生産が始まりました。
原
綿から孔開け不織布までの一貫生産工場として、さらなる安全、安定、高品
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ベトナムは 25 歳以下の人が人口の 60％近くを占め、平均年齢も 29 歳
と若く活気があります。若い社員が多い当社においても、
「安全を考える」
、
「品質を考える」
をキーワードに安全、
品質、
社会的責任について社員の意識
を向上させる取り組みを実施してまいります。
● 熱中症予防への取り組み
ベトナムは南北に細長く、
地域によって気候が異なります。
当社が所在す
るベトナム北部は、
夏は非常に暑く、
冬はダウンジャケットが欲しくなるほ
ど寒くなります。
夏場の屋外作業時にはスポーツドリンクを配布し、
熱中症
予防に取り組んでいます。

安全常に
品質第一

広州 ES 繊維有限公司

11

SCBA 講 習 会・CPR
& AED 講習会を毎年
開催し、実技テストな
ど資格認定制度を導
入しています。

JNC FILTER VIETNAM Co.,Ltd.

RC 年度方針
重点実施項目

トピックス

Center）
技術棟

捷恩智液晶材料（蘇州）有限公司
モットー

1. 資源・エネルギーの節約及び有効利用、廃棄物の減量、リサイクルの推
進、
グリーン消費運動を推進する。
2. リスクアセスメントを確実に実施し、職場の安全と社員の健康的な職
場環境形成を促進し、労働災害及び職業性疾病の予防を図り、ゼロ災を
目指す。
3. 法令及び当社が定める環境・安全衛生に関するルールを順守し、社会的
責任を果たす。
4. 環境及び労働安全衛生マネジメントシステムを徹底的に実施し、継続
的な改善活動を通して事業活動の質を向上させる。
5. 教育訓練を実施し、
社員の環境・安全衛生への自覚や貢献度を向上させる。

安全常に
安全面では、安全タスク活動による作業改善や設備自動化を継続し、徐動
運転での回転体近接作業の削減を進め、補助作業・非定常作業の安全管理を
強化しています。
モットー

品質面では、運転状況のデジタル管理強化や品質データの測定頻度見直
し、分析および管理の強化、新規測定項目の検討、運転条件の変更管理強化
を推進し、より安全、安定、高品質な ES 繊維・不織布の生産・供給を目指しま
す。また、他の原綿・不織布工場や繊維事業部技術部・品質保証部との連携を
より強化し、JNC グループ全体の品質レベル向上を図ってまいります。
環境面では、排出規制強化の流れに対応するため、ES 繊維ライン・不織布
ラインの排気エアーへの除去装置を設置し、より一層環境に配慮した工場
を目指してまいります。

ダイレクター

中浴 憲一
事業場概要

所在地：191 Silom Complex Building, 12th Floor, A-B1 Room,
Silom Rd, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
当社は拡大が見込まれる東南アジアマーケットへの進出を目的として
1998 年に設立され、
2000 年に現地法人となりました。
今年で設立 22 年目となり、現在は現地スタッフ 13 名と駐在員 1 名で業
務を行っています。

当社は東南アジアにおけるマーケティングとグループ会社製品の営業
を主として事業を開始いたしましたが、
現在は Z クリーンの生産と販売、
自
動車内装材向け不織布製品の生産、
成型、
開発にも注力しています。
また、東南アジアで拡大を続ける JNC グループの各事業部・開発室の製
品および副資材の販売や輸出入、タイにおける業務支援にも力を入れて取
り組んでいます。
2017 年より化学物質に関する新たな管理制度が本格的に始まり、すべ
ての化学物質において組成の開示や工業省への申請が必要となりました。
こうした制度に対応するため、当社は化学物質の管理に関する情報収集に
も努めています。
当社は ASEAN 共同体の設立を好機と捉え、東南アジアに拡大する JNC
グループの「ワンポイントサービス拠点」となることを強く意識し、東南ア
ジア事業の更なる拡大と最善のサービス提供に取り組んでまいります。
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JNC NONWOVENS（THAILAND）
Co.,Ltd.

主力事業場排出量データ
水俣製造所

ただける製品提供と環境に配慮した生産活動を目指していま
す。社員一丸となって地域貢献をはじめとする CSR 活動を推
進してまいります。
社長

Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
当社はラヨーン県のアマタシティラヨーン工業団地の一角
にあります。33,500㎡の敷地内に約 80 名の社員が働いてい
ます。
当 社 は オ ム ツ・ナ プ キ ン 用 の 不 織 布 を 生 産 す る 会 社 で、
ISO9001・ISO14001 を取得しており、お客様に安心、信頼い
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所在地：7/394 Moo6, Amata City Rayong Industrial Estate,

当社では 2019 年度重点項目として行動災害のリスク抽出
を行い、
災害防止強化を実施しています。
また、
全社員に対して
他工場で発生した災害事例の周知を行い、
KY
（危険予知）意識
の向上を図っています。
このような取り組みにより、
2019 年 6 月 14 日に第 1 次無
災害
（3 年間無災害）記録を達成しました。今年度は危険体感機
を導入し、より一層の安全意識の向上に努めています。当社は
第 2 次無災害（6 年間無災害）記録達成を目指し、無災害への取
り組みを進めてまいります。
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事業場概要

RC 年度方針

市原製造所

佐藤 敏昭

大気への排出
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守山
JNC ファイバーズ株式会社
JNC フィルター株式会社守山事業所

大阪
ES ファイバービジョンズ株式会社
JNC フィルター株式会社
JNC 株式会社

JAPAN

宝塚・島根

横浜

オージェイケイ株式会社
中国化成工業株式会社

JNC 株式会社

東京
JNC 株式会社
CS エナジーマテリアルズ株式会社
ジェイカムアグリ株式会社
日祥株式会社
株式会社東京シンクサービス

戸畑
九州化学工業株式会社
JNC マテリアル株式会社
ジェイカムアグリ株式会社

千葉

水俣
JNC 株式会社
JNC 石油化学株式会社
サン・エレクトロニクス株式会社
JNC 開発株式会社
ジェイカムアグリ株式会社
株式会社アール・ビー・エス
JNC サービス株式会社
株式会社 JNC ヒューマンテック・サポート
JNC セントラル株式会社
有限会社サン自動車興業

JNC エンジニアリング株式会社
JNC 環境株式会社
テクノインテリジェンスサービス株式会社

安城
テヅカ工業株式会社

市原
JNC 石油化学株式会社
千葉ファインケミカル株式会社
サンワ工事株式会社

四日市
JNC 石油化学株式会社

CHINA
CHINA
広州捷恩智濾材貿易有限公司
広州 ES 繊維有限公司

捷恩智
（上海）
企業管理有限公司
捷恩智繊維貿易
（上海）
有限公司
尼寿貿易
（上海）
有限公司
捷恩智無紡材料
（常熟）
有限公司
捷恩智液晶材料
（蘇州）
有限公司

WORLD

KOREA
韓国 JNC 株式会社

TAIWAN
台湾捷恩智股份有限公司
台湾傑康農業科技股份有限公司

U.S.A
THAILAND

JNC North American Corp.
JNC America,Inc.

THAI NISSHO TRADING Co., Ltd.
JNC NONWOVENS
（THAILAND）Co.,Ltd.

VIETNAM
JNC FILTER VIETNAM Co., Ltd.
※地図では本社所在地または主要事業場を示します

