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C O N T E N T S

1997年から当社の環境への取り組みや社会との関わりを報告し、今年で21年目となり
ます。
昨年発行の報告書から、タイトルを「ＣＳＲ報告書」に改めました。
ステークホルダーの皆様に、当社のＣＳＲ（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ：企業の
社会的責任）活動について、よりご理解いただくためのコミュニケーションツールとして
本報告書を発行しております。
内容については、環境省発行「環境報告ガイドライン（2012）」を参考にし、
分かりやすさ、読みやすさを心がけて作成いたしました。

編集方針 対象分野
環境側面、社会的側面

対象範囲
関西ペイント及び主要な国内関係会社《関西ペイント販売（株）、（株）カンペハピオ、日
本化工塗料（株）、宇都宮化工（株）、三好化成工業（株）、久保孝ペイント（株）、（株）カン
ペ赤穂、関西ペイントマリン（株）》の取り組みです。なお、当社事業所内の関係会社の環
境パフォーマンス集計結果等は関西ペイント各事業所の集計結果に含まれます。

報告期間
2016年4月1日～2017年3月31日のデータを記載

次回発行時期
2018年６月（日本語）予定　2018年8月（英語）予定 （Corporate Reportとして）
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2017年6月　代表取締役社長

ご あ い さ つ

　塗料は、私たちの暮らしのなかで様々なものに塗られ、
保護、美観、特別な機能の付与といった役割を果たしてい
ます。
　保護の役割によって、素材を腐食から護り長持ちさせる
環境保護の一役を担い、社会に貢献しています。加えて美
しい色やデザインで塗られたものの価値を高めたり、生活
空間を快適にする、安心や安全を創り出す、楽しさや癒しを
生みだすといった役割も果たしています。
　またときには、その機能で人の生命を救うこともありま
す。つまり塗料は、我々の生活に寄り添い、その発展のため
に必要不可欠なものだと思っております。
　このような塗料の魅力や特長をわかりやすく伝え、より環
境や人にやさしい塗料を幅広く使っていただくことにより、
人と社会の発展を支えるという我々の使命を果たすことが
できると考えています。
　この使命を果たすために、当社グループは2016年度か
ら3か年で推進する第15次中期経営計画を展開しておりま
す。この中期経営計画では、「グローバル化の加速」、「収益
力の向上」、「グループ経営基盤の強化」を重点施策として掲
げ、グローバル規模で取り組みを推進し、広く社会に貢献す
ることを目指しております。
　そのなかでCSR 活動の推進を最優先課題と位置づけ、
様々な課題の解決にチャレンジし、社会のなかで必要とさ
れる存在であり続けるために努力してまいります。　

塗料事業を通じて人と社会の発展を支え、
必要とされる存在であり続けるために努力します

　事業環境や地域展開が多様化する中、社会における様々
な課題の解決と発展に寄与していくためには、常に変化へ
の対応が求められます。
　この実現のため、適切なガバナンスを実践するとともに、
中長期的な展望を見据え、当社グループの事業競争力を高
めるための持続的なビジネスイノベーションに取り組んでま
いります。
　当社グループはグローバルかつあらゆる塗料分野で事業
展開しており、様々なビジネスモデルを有しています。これ
らをグループ全体で共有し、良いものは素直に学び、より良
いものに改善していくベストプラクティス活動を推進するこ
とで、ビジネスイノベーションを加速させていきます。また
ベストプラクティスの推進にあたり様々な背景を持つ相手と
の信頼関係を築くためには、お互いを理解しあうことが不
可欠です。そのために大事なのは、相手の立場、個性、文化
などを理解し、敬意を払い、相手の良いことを素直に認め、
それを謙虚に学び、不足することは補い合うことであり、そ
のような企業風土の醸成に努めます。
　この企業風土の醸成を通じ、お客さま、取引先、地域社会、
株主など、当社グループを取り巻く全てのステークホルダー
とより強固な信頼関係を築き、社会からの信頼を高め、永
続的に事業活動を行ってまいります。

　本書をご高覧いただき、関西ペイントグループのCSR活
動についてご理解をいただければ幸甚です。

変化に対応し、社会からの信頼確立を目指します

環境保全をはじめとする社会の課題解決と発展へ
積極的に取り組みます

　まずグローバル共通の社会的責務として地球環境の保全
が挙げられますが、法令やルールの遵守はもちろん、塗料
の製造、使用、さらには塗料が塗膜としての役割を終えるま
での全ての段階において、地球環境への影響に配慮してま
いります。
　事業活動の環境保全に加え、環境負荷の低減や生活環境
の向上に寄与する機能や付加価値を持つ塗料を開発し市場
展開することにより、病気の予防や省エネなどの社会的課
題に直接的に寄与する活動についても積極的に取り組み、
社会の発展に貢献してまいります。
　その一例として、本書でも紹介している漆喰塗料「アレス
シックイ®」は、日本古来の自然素材である漆喰の機能をそ
のままに塗料化した製品であり、抗菌 ・抗ウイルス、消臭、
調湿など、多くの機能を有しています。特に抗ウイルス機能
は、世界の多くの場所で社会的な問題となっている様々な
感染症に対して効果があることが実証されており、施設や
家屋の室内などに予め塗装しておくことで感染症そのもの
の予防効果も期待されます。
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会 社 概 要

　当社は、1918年の創業以来、各種塗料の分野において、
日本の塗料メーカーでは最も先進的なメーカーとして成長
し、今日では世界の代表的な塗料メーカーの地位を確立す
るに至っています。
　当社グループ製品群は、「保護」、「美観」、「特別な機能の付
与」、「環境への対応」という塗料の重要な役割を果たすこと
によって、幅広い分野において高い評価と信頼を得ていま
す。また、当社独自の先進的な研究開発力をコアに、生産・
物流・販売活動をグローバルに展開することにより、世界中
のお客様に比類のない顧客サービスを提供しています。

ALESCOは、ラテン語で「未来に向かってはばたく」という
意味のALESと「すばらしい会社」のイメージを持つESCOを
組み合わせたものです。さらにALESCO自体がラテン語で
「成長する」という意味を持ちます。私たちはALESCOで「翼を
広げ､未来に向かって､大空を飛翔する会社」を目指します。

コーポレートブランド

更なる飛躍を目指し1987年にコーポレートブランド｢ALESCO｣を制定

名 称 関西ペイント株式会社（英文名 KANSAI PAINT CO., LTD.）

本 社 所 在 地 〒541-8523 大阪市中央区今橋2丁目6番14号

創 立 1918年（大正7年）5月17日

資 本 金 25,658百万円

従 業 員 数 14,828人（連結）　

主 な 事 業 内 容

各種塗料の製造、販売
塗料関連機器装置類の設計、製造、販売
塗装工事の監理
配色設計

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.kansai.co.jp/

主な事業所
本 店 兵庫県尼崎市神崎町33番1号

本 社 事 務 所 大阪市中央区今橋2丁目6番14号

事 業 所 尼崎、小野、名古屋、平塚、鹿沼、東京、北九州

開発センター 平塚

 KNK COATINGS CO.,LTD.

子会社
持分法関連会社

関西塗料（中国）投資有限公司
関西塗料貿易（上海）有限公司

台湾関西塗料
股份有限公司

 KANSAI PLASCON AFRICA LTD.

KANSAI PAINT EUROPE LTD.

KANSAI PAINT(SINGAPORE)PTE.LTD.

KANSAI PAINT PHILIPPINES, INC.

PT KANSAI PAINT INDONESIA
PT KANSAI PRAKARSA COATINGS

広州関西塗料有限公司
中遠関西塗料化工（珠海）有限公司

PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES UK, LLP

KANSAI PAINT MIDDLE EAST FZCO

KANSAI ALTAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S. KANSAI PAINT(AMERICA), INC.

PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES CANADA, LP

中遠関西塗料化工（天津）有限公司
湖南湘江関西塗料有限公司

重慶関西塗料有限公司
重慶阿麗斯科関西塗料有限公司

関西塗料（瀋陽）有限公司

天津永富関西塗料化工有限公司

KANSAI-ALPHANAM PAINT CO.,LTD.
KANSAI RESIN（THAILAND）CO., LTD.

THAI KANSAI PAINT CO., LTD.

PPG ALESCO AUTOMOTIVE FINISHES 
MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.
DNT KANSAI MEXICANA S.A.de C.V. 

KANSAI PAINTS NEPAL PVT.LTD.

KANSAI PAINT RUS LLC.

ASTRA INDUSTRIES LTD.

SIME KANSAI PAINTS SDN. BHD.
KANSAI PAINT ASIA PACIFIC SDN. BHD.

KANSAI PLC SDN. BHD.

肇慶関西聖聯粉末塗料科技有限公司

中遠関西塗料化工（上海）有限公司/中遠関西塗料（上海）有限公司

蘇州関西塗料有限公司

 KNK COATINGS CO.,LTD.

PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES U.S., LLC

KANSAI PAINTS LANKA PVT.LTD.

KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.

KANSAI PAINT MYANMAR CO.,LTD.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN. BHD.

POLISAN KANSAI BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
U.S. PAINT CORPORATION

KANSAI HELIOS COATINGS GmbH

Kansai Helios Coatings GmbH

関西塗料（瀋陽）有限公司/天津永富関西塗料化工
有限公司/広州関西塗料有限公司/蘇州関西塗料
有限公司/重慶関西塗料有限公司/重慶阿麗斯科
関西塗料有限公司/湖南湘江関西塗料有限公司/中
遠関西塗料化工（天津）有限公司/中遠関西塗料化
工（上海）有限公司/中遠関西塗料（上海）有限公司/
中遠関西塗料化工（珠海）有限公司/関西塗料（中国）
投資有限公司/関西塗料貿易（上海）有限公司/肇慶
関西聖聯粉末塗料科技有限公司
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.
KANSAI PAINTS NEPAL PVT.LTD.
KANSAI PAINTS LANKA PVT.LTD.
KANSAI PAINT MYANMAR CO.,LTD.
THAI KANSAI PAINT CO., LTD.
KANSAI RESIN(THAILAND) CO., LTD.
SIME KANSAI PAINTS SDN. BHD. 
KANSAI PAINT ASIA PACIFIC SDN. BHD.
SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN. BHD.
KANSAI PLC SDN.BHD.
KANSAI-ALPHANAM PAINT CO.,LTD.
KANSAI PAINT(SINGAPORE)PTE.LTD.

【 中　 国 】 

【 イ ン ド 】
【 ネ パ ー ル 】 
【 スリランカ】
【 ミャン マー】
【 タ イ 】

【 マレーシア】

【 ベ ト ナ ム 】
【シンガポール】

台湾関西塗料股份有限公司
KANSAI PAINT PHILIPPINES, INC.
PT KANSAI PAINT INDONESIA
PT KANSAI PRAKARSA COATINGS
KNK COATINGS CO., LTD.
KANSAI PAINT MIDDLE EAST FZCO
KANSAI PAINT EUROPE LTD. 
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES UK, LLP
KANSAI HELIOS COATINGS GmbH
KANSAI PAINT RUS LLC.
KANSAI ALTAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
POLISAN KANSAI BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
KANSAI PAINT(AMERICA), INC.
U.S. PAINT CORPORATION
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES U.S., LLC
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES CANADA, LP
PPG ALESCO AUTOMOTIVE FINISHES 
MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.
DNT KANSAI MEXICANA S.A.de C.V. 
KANSAI PLASCON AFRICA LTD. 
ASTRA INDUSTRIES LTD. 

【 台　 湾 】
【 フィリピ ン】
【インドネシア】 

【 韓　 国 】
【アラブ首長国連邦】 
【 イ ギ リ ス 】

【オーストリア】
【 ロ シ ア 】
【 ト ル コ 】

【 米　 国 】

【 カ ナ ダ 】
【 メ キ シ コ 】

【 南 アフリカ】 
【ジンバ ブエ】

会社概要
沿　革 海外関係会社・合弁会社

グローバルネットワーク



5 6

C S R 報告書 2017
会 社 概 要

事業内容
従業員数（連結）

10,655

2011 (年度)2012 2013 2014 2015 2016

11,409 11,917 12,086 12,491

14,828
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■ 自動車  ■ 工業  ■ 建築  ■ 船舶鉄構  ■ その他  　 経常利益      EBITDA

経常利益（億円）売上高（億円）
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※EBITDAは、税金等調整前純利益から加減算し算出

EBITDA

工業塗料分野 建築塗料分野 船舶・鉄構塗料分野
自動車用塗料は、新車用と損傷部の補修用がありま
す。この分野では、環境対応への関心の高まりから水
性化の志向が強まっており、こうした動向を先取りし
て研究開発を重ね、ニーズに対応した各種製品を提
供しています。

産業機械・農機具・家電製品・飲料缶・カラー鋼板・
建築用資材など、工業製品に使用される塗料を提供
しています。要求される塗膜の性能、塗装方法や塗装
条件が異なることから、非常に多種多様な塗料の
供給及びサービスの提供を行っています。

住宅、商業ビル、公共施設等、すべての建物を対象と
する新築用塗料及び塗り替え用塗料があります。建
築物の劣化を防ぎ美観を創る、優れた建築用機能性
塗料を提供しています。

船舶、海上コンテナ、海洋構造物、橋梁及びプラン
ト向けなどを対象とする、船舶用塗料と鉄構用塗料
があります。厳しい自然環境から各種被塗物を護
り、美観を長く保持する塗料を提供しています。

自動車塗料分野

38% 6%25% 26%
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　当社は、全従業員に「企業倫理ポケットブック」を配布する
とともに、継続的にコンプライアンス教育を実施し、従業員
の意識の向上に努めています。

ポケットブックの配布
　当社では内部通報用窓口（ホットライン）を設けており、従
業員から通常の組織を経由せず、通報内容が、直接コンプラ
イアンス推進委員会に伝わる体制を設けております。
　当社ホットラインの運営については、監査役が適宜確認し
ており、経営陣から独立しております。また、情報提供者の
秘匿と不利益取扱の禁止は明文化されております。

内部通報制度

理　念

1. 会社の信用を重んじ、顧客に満足される製品を供給することによって社会に貢献する。
2. 英知を育て、技術の革新をはかり、つねに経営の前進につとめる。
3. 和と協調につとめ、総力を結集する。

社　是
（制定:1967年1月）

コーポレート・ガバナンス体制（2017年6月現在）

リスクマネジメント

CSRの考え方

　当社では、新入社員教育及び新管理職研修において、コ
ンプライアンス一般についての教育を継続して実施すると
ともに、営業部門や海外赴任予定者向けに、競争法や汚職
防止などに的を絞った研修も行っています。また、特にイン
サイダー取引については、年４回、社内のイントラネットで注
意喚起の周知徹底を図っています。

コンプライアンス教育の実施

　グループ各社の事業活動の適法性を維持し、効率的な運
営を図るため、事業活動を行うにあたって必要な情報を適
正に処理・収集し、その結果を法令などに基づいて正しく
記録し、保管しています。
　また、事業活動の透明性を高めるため、社会通念上、企
業秘密と認められるものを除き、法令などで定める事項、企
業経営に関する重要な情報、事業活動に関わる社会にとっ
て有益な情報を正確かつタイムリーに開示するよう努めて
います。

情報管理

　経営に重大な影響を及ぼす危機への対応や予防の徹底
を図るため、危機管理委員会を設置するとともに、想定され
る各種の危機に対応するため、「危機管理規程」、「危機管理
基本マニュアル」を制定し、危機管理体制を構築しています。
　また、事業の業態や特性などを考慮して抽出した危機に
備え「危機対応マニュアル」を準備し、国内外を問わず、各種
の危機情報をいちはやく入手し、状況の把握と適切な対応
を講じるべく、危機管理体制の運用と維持に日々努めてい
ます。
　2016年度は、昨年に引き続き、添付ファイルやURLへの
誘導によってウイルス感染等の危険があり得る、多数の怪
メールへの注意喚起を社内に向けて行いました。また海外
においては、政情等がめまぐるしく変わるため、従業員の安
全を考慮し、海外渡航の判断基準を見直しました。
　今後も、国内外を問わず、危機の事前察知と情報精査は
もちろん、状況に応じた対応を心がけ、引き続きBCP体制を
より強固なものとし、安定した事業運営を通じて、お客様と
社会よりさらなる信用をいただけるよう努めてまいります。

危機管理

ステークホルダーの皆さま方との関わり方

　2015年9月25日に定めました「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の方針及び取組」の中で、ステークホルダー
の皆様との関わり方の基本理念を表明しておりますが、具体的には以下のように考えております。

理　念

　「地球環境に優しい、付加価値の高い塗料」の開発を進め、
お客様に満足していただける製品とサービスを提供するこ
とにより、社会に貢献していくことを社是としています。塗
料を新たなる世界に広げていくため、社員一同が果敢に挑

戦し続け、一人一人の叡智を結集した製品づくりを基本理念
においています。その真心をこめた製品とサービスの提供
という使命を果たすことにより、社会の持続的な発展に貢
献することを目指しています。

コンプライアンスの推進

　当社では、法令等の遵守はもとより、企業としての社会的
責任を果たすため、「企業倫理規程」、「企業行動規範」、「企業
行動基準」を制定し、「利益と公正」を企業活動の基軸とする
行動指針を明確に打ち出しています。また、「企業倫理ポケッ

トブック」の配布や各場面に応じた教育を継続して実施して
います。コンプライアンス違反に対しては、相談窓口を設置
し、正確な情報収集と開示により、適正に対処しています。

CSRの考え方

　企業活動と環境保全活動の調和を基本に、高品質、高性
能、新機能、さらにはコストパフォーマンスに一段と優れ
た塗料を開発するとともに、コンプライアンス・危機管理
に高い意識を持ち、グローバルに事業展開を進め、世界で

最も信頼されるリーディングカンパニーを目指していきます。
その健全かつ継続的な事業活動を通じて社会の持続可能
な発展に貢献していきます。

以下のコーポレート・ガバナンス体制で経営の透明性と健全性を確保しています。
コーポレート・ガバナンス・コードに対する当社の方針及び取り組みは以下をご参照ください。

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選定・監督
監査

会計監査

連携 内部監査

監 査 役 会

会計監査人 審査室
執行役員

各部門、関係会社

危機管理委員会

情報管理委員会

代表取締役社長

取 締 役 会

経営会議

経営監理委員会

株 主 総 会

社内取締役 社外取締役

社内
監査役

社外
監査役

http://www.kansai.co.jp/finance/index.html

コンプライアンス推進委員会

● すべての取引先への誠意ある対応。
● 公正かつ適正な取引条件の設定と遵守。

● 国内既存事業の強化、新規事業の育成、海
外事業の拡大を通じた、継続的成長による
企業価値の向上。

● 事業活動に関わる有用な情報の正確な開示。

● 社会との共存・共栄。
● 地域社会との積極的な交流。

● 従業員のゆとりと豊かさの実現。
● 安全で働きやすい環境の確保。
● 人格、個性を尊重し、チャレンジ精神を生か

せる風土の醸成。
● 仕事を通じた人格、能力向上の支援。

● 塗料業界の一員として、業界との活発な交
流・情報交換の実施。

● 有害性物質の削減・低減の自主規制づくり
等への主体的な貢献。

● お客 様 のニーズにマッチした、コスト
パフォーマンスに優れた製品の提供。

● 付加価値の高い、環境への負荷が小さい、
安全な製品とサービスの提供。

従業員 お客様

業界団体

地域社会株主
投資家

取引先
関西ペイント
グループ

地球環境
● 地球環境に優しい製品の開発・提供。
● 環境保全への自主的、積極的な取り組み。

※コーポレート・ガバナンス・コード：上場企業が守るべき企業統治の行動規範

※BCP体制：災害などの緊急時に素早く復旧し、事業の継続を目指す体制のこと



主成分は消石灰 (水酸化カルシウム) 
で漆喰と同じ。漆喰の高い機能性は
そのままに、塗料として誰でも簡単
に、短い期間※で施工できます。

※塗料の場合、施工期間1～2日程度、左官による漆喰壁施工期間は約1～2か月

ウイルスを含む飛沫が「アレスシックイ®」の塗膜に付着
すると、主成分である消石灰によりウイルス周囲の環境
がアルカリ性に変化します。それにより、ウイルスのタン
パク質を変質させて、感染価が低下します。どんなウイ
ルスもタンパク質を有しているので、全てのウイルスに
効果があるのです。

インフルエンザウイルスやノロウイルスなど、ウイルスは
日々私たちの周りに存在します。世界でも、2014年の
西アフリカでのエボラ出血熱の大流行や、致死率40-50%
と言われる中東呼吸器症候群(MERS)は未だに流行が治
まっていないなど、感染症予防のために、世界中でウイルス
対策が求められています。
関西ペイントは、2008年から漆喰を塗料化した「アレス
シックイ®｣を販売してきました。消臭機能や抗菌機能をもつ

「アレスシックイ®」ですが、この度、ウイルス研究の第一人
者、長崎大学熱帯医学研究所 安田二朗教授監修の下、

「アレスシックイ®」が全てのウイルスに対し抗ウイルス機
能を発揮することが示されたので、ご紹介します。

健康・安全・快適な生活空間の
実現に向けて
全てのウイルスに抗ウイルス機能を発揮する「アレスシックイ®｣

特　集

1

南アフリカの医療施設で、アレスシックイ®の効果を実感!T O P I C S

南アフリカのHIV終末医療施設である、St. Francis Care Centre

の病室へ「アレスシックイ®」を塗装しました。塗装後、咳が少なくなっ

た、アレルギーが和らいだなど、患者さんやスタッフさんから高い評

価をいただいています。日経ビジネスオンラインで「命を救う塗料」と

して掲載されました。

消臭機能 体臭(ノネナール)や生ごみ臭（メチルメルカプタン化合物)など、臭いを吸着･分解 !

吸放湿機能 漆喰壁と同じように部屋の湿度を一定に保ち、快適な空間を作り出します。

主成分の消石灰の効果でカビや菌をやっつけます。抗菌機能

抗ウイルス機能 今回、「アレスシックイ®」が全てのウイルスに効果を発揮することが示されました !

シックハウス症候群の原因(ホルムアルデヒド等)も吸着･分解 !VOC吸着除去機能

アレスシックイ®の特徴 漆喰と同じ優れた機能性

「アレスシックイ®」は、日本古来の伝統建材である漆喰を塗料化したもので、漆喰の長い使用実績と安全
性は、多くの人が知るところです。これに加え、先にご紹介した抗ウイルス機能のように、近年、「アレスシッ
クイ®」の高機能性が明らかになり、感染予防や衛生環境向上を求める声に応えられるようになりました。
また、「アレスシックイ モンティアート®」のもつ高い柔軟性により、繊維業界やフィルム業界とともに従来
の想像を超えた製品をすでに共同開発中です。今後、皆様の周りにさまざまな「アレスシックイ®」製品が
見かけられることを目指していきますのでご期待ください。

「アレスシックイ®」は、日本古来の伝統建材である漆喰を塗料化したもので、漆喰の長い使用実績と安全
性は、多くの人が知るところです。これに加え、先にご紹介した抗ウイルス機能のように、近年、「アレスシッ
クイ®」の高機能性が明らかになり、感染予防や衛生環境向上を求める声に応えられるようになりました。
また、「アレスシックイ モンティアート®」のもつ高い柔軟性により、繊維業界やフィルム業界とともに従来
の想像を超えた製品をすでに共同開発中です。今後、皆様の周りにさまざまな「アレスシックイ®」製品が
見かけられることを目指していきますのでご期待ください。

伝統材料がもたらす安心を、より広い分野で使えるように
MHPプロジェクト　赤須 理紗子

Voice

1特  集
 

構造や特性などの観点から、代表的なウイルスを選定
し、試験を実施しました。全ての試験ウイルスに対し、
初期の感染価※から99%以上減少することを確認しま
した。 ※感染価:感染性ウイルスの数

試験
ウイルス

イヌパルボ
ウイルス

インフルエンザ
ウイルスH3N2

水疱性口内炎
ウイルス

ウシ丘疹性
口炎ウイルス

ノンエンベロープ
ウイルス※

エンベロープ
ウイルス※

試験結果 ○ ○ ○ ○

一般的な
ノンエンベロープ

ウイルス

ヒトに感染する
最も身近な
ウイルス

感染力が
強い

乾燥や消毒薬に
強い

特徴
（選定理由）

ノロウイルス
ロタウイルス

アデノウイルス
ポリオウイルス

天然痘
ウイルス
ヘルペス
ウイルス

SARS・MERSコロナウイルス
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）

エボラウイルス
ジカウイルス

類似
ウイルス

抗ウイルス機能の検証 どうして抗ウイルス機能が発揮できるの?

アレスシックイ®のラインナップ

建物の中も外も「アレスシックイ®」におまかせ ！
「アレスアートシックイ厚膜型」では凹凸模様もつけられます。

建築用
アレスシックイ® 内装用
アレスシックイ® 外部用
アレスアートシックイ厚膜型

塗膜の柔軟性が高いタイプ。布や紙などの柔らかい素材にも
塗装可能で、より一層、「アレスシックイ®」の使用可能範囲が広が
りました ！

フレキシブル素材用 アレスシックイ モンティアート® 

沖縄産消石灰を用いた内装用の「アレスシックイ®」。
沖縄県推奨優良県産品登録済み。 

ご当地品 アレスシックイ琉球® 

「アレスシックイ モンティアート®」
を塗装した商品。
貼るだけ、掛けるだけで、塗装で
きない場所に最適 ！

塗装よりも簡単 タペストリー、しっくい丸シート

※ウイルスはノンエンベロープウイルスとエンベロープウイルスに大別され、
  ノンエンベロープウイルスはアルコール消毒が一般的に効きにくい。
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塗膜の平滑化によるパイプ内に流れるガスの低摩擦化により、ガスの輸送効率の大幅な向上を実現 ！
無溶剤化により塗装時のVOCを大幅に削減 ！

輸送エネルギーが削減。また、パイプの管径のサイズダウンも可能で
建設費用のコストダウンや省資源化に寄与。

表面抵抗による輸送効率差

パイプライン内面の粗度（Rz）と輸送効率

サハリンプロジェクトに代表されるような、パイプラインによる天然ガスの輸送プロジェクトが世界各国で
次々と建設が計画され、その中で輸送効率の向上は輸送コスト削減に大きく寄与するため、本FEC技術は
非常に重要と考えられています。
また2016年８月の新聞発表以来、国内外の多くのパイプメーカー等より反響・問合せがあり、高く注目さ
れています。AlesEpomir PTGを世界中のパイプラインオーナー、建設元請会社からの承認を得ながら、
海外及び国内に積極的に展開・普及させていきたいと考えています。

サハリンプロジェクトに代表されるような、パイプラインによる天然ガスの輸送プロジェクトが世界各国で
次々と建設が計画され、その中で輸送効率の向上は輸送コスト削減に大きく寄与するため、本FEC技術は
非常に重要と考えられています。
また2016年８月の新聞発表以来、国内外の多くのパイプメーカー等より反響・問合せがあり、高く注目さ
れています。AlesEpomir PTGを世界中のパイプラインオーナー、建設元請会社からの承認を得ながら、
海外及び国内に積極的に展開・普及させていきたいと考えています。

高品質塗料によるガスパイプライン輸送効率の向上
ＰＦＰプロジェクト・チーム プロジェクトマネージャー　本田 芳裕

Voice

天然ガス輸送効率UP及び
VOC削減に貢献　
無溶剤形パイプライン内面摩擦抵抗低減塗料「AlesEpomir PTG/PTG2.0」

特　集

2

2特  集
 

AlesEpomir PTG/PTG2.0（アレスエポミールPTG）

産油国を中心とするインフラ整備の増加に伴い、石油や
天然ガスを輸送するパイプラインの建設が次々と計画さ
れています。パイプラインは遠距離、大容量の輸送に適し
ていますが、初期投資として巨額の建設費用がかかること
や、石油や天然ガスの輸送効率が課題でした。

関西ペイントは、このたびイタリア Ｍｉｒｏｄｕｒ社より、パイ
プライン内面に塗装することで輸送効率を上げることが
可能なＦＥＣ技術（Flow Efficiency Coatings）を導入し、
上記課題に取り組みました。

「ＡlesEpomir PTG/PTG2.0」の特徴

表面の粗さを示す表面粗度（Rz)が2μという非常に平滑な値を達成
（ＩＳＯ4287：1997）

低摩擦を実現する平滑塗膜1

固形分 97％以上（ＡＳＴＭ Ｄ 2369）
超ハイソリッド2

API RP5 L2 (米国石油協会）
ISO UNI EN 10301：2003
ISO 15741：2001

各種国際規格に適合3

無塗装内面

粗い表面

ガス

輸送効率が低い

表面が粗い

塗装された内面（アレスエポミールPTG）

天然ガスとの摩擦抵抗低減により
輸送効率が大幅に向上

平滑な表面

ガス

表面が平滑

無溶剤形であることから、従来溶剤系に比べ、塗装時のVOC
発生を大幅に抑えます。

従来溶剤系 アレスエポミール PTG

300
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0
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(g/l)

アレスエポミールPTGは表面粗さ(Rz)2μを達成することで
未塗装パイプよりも33％、従来技術の最高水準技術塗料
に比べ更に４％の輸送効率が向上します。
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アレスエポミール PTG
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静電気火災対策教育の概要

従来から静電気対策をイラスト化したり、静電気体験教育を実施するなど、易しく判りやすい資料づくりと
教育に努めてきました。しかし、今回のテストと教育資料の作成過程で、従来の資料では説明が不足してい
た部分が多数見つかりました。
資料の行間を埋める指導ができるベテラン社員は退職されていきます。これまで積み上げてきた先輩方の
知見を確実に後輩へ伝えられるよう、今後も資料の見直しを繰り返し、新たな教育方法を模索していきます。

従来から静電気対策をイラスト化したり、静電気体験教育を実施するなど、易しく判りやすい資料づくりと
教育に努めてきました。しかし、今回のテストと教育資料の作成過程で、従来の資料では説明が不足してい
た部分が多数見つかりました。
資料の行間を埋める指導ができるベテラン社員は退職されていきます。これまで積み上げてきた先輩方の
知見を確実に後輩へ伝えられるよう、今後も資料の見直しを繰り返し、新たな教育方法を模索していきます。

静電気対策テスト作成の苦労話
生産本部 安全環境推進部 部長　藏方 伸

Voice

関西ペイントグループ
安全操業への取り組み
塗料製造業における静電気火災対策

特　集

3

3特  集
 

関西ペイントでは、引火性液体を大量に取り扱い、保有し
ているため、火災防止に関する様々な教育・訓練を行って
います。しかし、ベテラン社員が退職し、過去の重大事故の
記憶も薄れてきています。

２０１６年は、関西ペイントにおける過去最大の事故「東京
支店爆発事故」から６０年が経つこともあり、今一度、安全
の原点に立ち返るため、静電気火災対策教育に取り組み
ました。

東京支店　爆発事故の概要

６０年前の事故を無駄にしないために、私たちは当時の内容を語り継ぎ、
その教訓を守り、安全操業に努めています。

発生日時：昭和３１年（１９５６年）１１月１５日 午前８時２０分
災害状況：ドラム缶にシンナーを充填している工場で爆発が発生
被災状況：死亡６名、負傷１名　
着火原因：ロートに溜まった静電気が、ドラム缶との間で火花放電を起こし、
　　　　  シンナー蒸気に着火したと推定

撹拌機（停止中）

ラッカーシンナー
鉄製架台

コンクリート床ドラム缶
（165kg詰）

ロート
バルブ

金網使用

アース
クリップ

シンナータンク
容量：1000L
円筒形鉄製

静電気爆発事故の現場

この事故をきっかけに静電気対策の
研究を重ねてきました。まさに関西
ペイントの安全活動の原点です。

社長安全講話1
社内テレビ中継にて、社長自ら爆発事故の内容を
説明し、安全活動の重要性を社員に向けて発信
いたしました。

静電気火災対策強化月間2

２０１６年４月～６月を静電気火災対策強化月間と定め、燃焼の三要素、静電気発生原理などの基礎知識とアー
ス接地方法、点検方法などの具体的な施策を教材に、関西ペイント及び国内関係会社の生産、技術、管理部門
を対象に勉強会を実施しました。

４月から６月の勉強会の理解度を確認するために、全社設備停止点検日の７月１日に静電気テストを行いま
した。合計１６３部門、１,７０７名が受験しました。このテストの実施により理解不足の項目を各自が認識し、より
理解を深めることができました。また、今回の勉強会や静電気テストを活かして操業している事を、２０１６年
9月、１0月の各事業所安全診断時に確認いたしました。

静電気テスト3

導通確認方法 天秤
規格は100Ω以下：検電器鳴動で「合格」
載せ台の上にワニスや塗料の汚れが
ないように、常に清掃してください。

載せ台ボンディングの切断や、固定の緩みも確認してください。

載せ台 ハンダ付
ボンディング

ビス

本体

テスター

アース端子

スイッチ箱

★
★

測定点★
E

E

電子秤の例

※局所排気装置を
　使用すること

導体（金属部品、設備、容器、人体）は全てアースすること。
※床と安全靴の導通管理も忘れずに！

容器へ小分けする時のアースクリップによる方法

【静電気の基礎知識】
人体の帯電防止

人体も電気を通す「導体」ですので、「浮遊導体」になる危険が
あります。「靴」と「床」を管理して、人体の帯電を防ぎましょう。

コンクリート床

古いコンクリートは、床に散水することで漏洩抵抗を下げる
ことが可能です。（接地金属板を敷く、導電性塗料の塗布など
でも漏洩抵抗を下げることができます。）

－
－

－
－
－

溶 剤

耐溶剤手袋
（静電気対策品）
１０7Ω（１０ＭΩ）以下靴底漏洩抵抗

１０５～１０９Ω
(0.1～1000ＭΩ）
敷き革の
使用は禁止

靴下（木綿製が良い）

人体の静電気は
靴から床に逃がします。

床面漏洩抵抗 １０8Ω（１００ＭΩ）未満に管理する。

受容器

石油缶

導電性手袋着用

アース
クリップ

人体を通して除電

E

アース
クリップ

石油缶
ロートにもアース

導電性手袋着用

ロート

受容器

人体を通して除電

E
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環境に関する会社方針

　当社では、化学物質の危険・有害性を考慮し、製品への
使用を禁止する使用禁止物質、新規設計への使用や用途な
どを制限する使用制限物質などを定めています。
　原料メーカーから提出されるSDSや原料見本説明書の情
報から、これら禁止物質・制限物質が製品に配合する原材
料に含有されていないかを原料登録及び製品配合作成の前

に確認し、製品の使用者、社内の技術担当者、生産担当者
の安全・健康の確保や環境の保全に努めています。
　また新規原材料を取り扱う際や既存原材料の取り扱い方
が変更される際には、労働安全衛生法で要求されるリスク
アセスメントを技術担当者、生産担当者が実施し、より安
全に取り扱う工夫を行っています。　

　RCは、「環境・安全・健康」の確保に関する総合管理であり、
社内の全部門・全組織が参加する活動です。
　実施組織体制は下図の通りで、RC 委員会、RCトップ

診断が方針決定と活動の監視を行い、アレスエコプランを
達成すべく、各会議体がPDCAサイクルを回し、推進してい
ます。

基本方針

1. 人間・環境への影響を配慮した製品を提供する。
2. 人間・環境への影響を予測した事前対策をとる。
3. 環境・安全・健康に対する認識を高め社会に貢献する。
4. 環境・安全・健康に関する情報を開示・提供する。

　RC 委員会の長である社長はじめ経営トップ層に対して、
各委員会から、アレスエコプラン 2018（P17、18 参照）の
2016 年度進捗状況及び国内外の環境規制の動向について
報告し、これからの取り組みへの指示を仰ぎました。
　アレスエコプラン 2018 の目標を達成させること、また、
国内外の化学物質規制への対応及び安全・衛生に対する国
内外の取り組みについてより効率的・効果的な活動をするこ
と、との指示がありました。
　これらの指示を下に、RC 活動を充実させてまいります。

化学物質管理

地球環境問題に関する会社方針 「地球環境保全に関する基本規程」に定める

製品設計における化学物質管理

レスポンシブル・ケア（RC）組織体制

レスポンシブル・ケア（RC）トップ診断

● 本社地区

● 開発センター

● 尼崎事業所

● 小野事業所

● 名古屋事業所

● 平塚事業所

● 鹿沼事業所

● 東京事業所

● 関係会社

部門別実施事項の主なものは次の通りです。

ＲＣトップ診断
社長・管掌取締役・監査役

ＲＣ（レスポンシブル・ケア）委員会
委員長：社長

事務局
品質・環境本部

健康・衛生分科会

中央環境安全衛生診断チーム

全社安全環境推進チーム

中央省エネ環境対策チーム

海外・関係会社環境安全推進チーム

環境安全衛生委員会
委員長：生産担当執行役員

市場環境安全委員会
委員長：営業担当執行役員

製品環境安全委員会
委員長：技術担当執行役員

環境管理活動
（ISO14001活動等）

1.安全衛生・公害防止活動
2.ＰＬ活動
3.「環境・安全・健康」を考慮した品質保証活動
4.関連規程類の整備
5.SDSの整備（原材料、製品）
6.CSR報告書の発行
7.危機管理体制及び危機対応マニュアルの整備
8.グリーン調達の推進

全社共通

1.省エネルギー対策
2.製造時の環境負荷の低減
3.廃棄物の低減

生産部門

1.環境負荷低減製品・システム（VOC削減、有害物排除など）の開発
2.省エネルギー、省工程製品・塗装システムの開発
3.環境負荷低減につながる生産技術の開発

技術部門

1.環境負荷低減製品の普及
2.物流業者・顧客への製品安全情報の提供
3.GHSに基づく製品安全情報のラベル表示・ＳＤＳ対応

販売・物流部門

見直し

Action

実施・運用

Do

アレスエコプラン

Plan

計画

チェック
Check

全
社
品
質
・
環
境
推
進
委
員
会

原料探索 原料登録

可

はい

はい

はい はい

はい

否

いいえ

製品設計

原材料情報の入手
・SDS
・原料見本
  説明書 等 製

品
配
合

新
規
原
材
料

使用禁止物質
含有？

再検討

危
険・有
害
性
原
材
料

使
用
制
限
原
材
料

一般
原
材
料

使用制限原材料？

既
登
録
原
材
料

原材料登録
可否審査

製品使用
可否審査

いいえ

いいえ いいえ

危険・有害性物質
使用制限物質
含有？



17 18

C S R 報告書 2017
環 境 側 面 へ の 取り組 み

目標項目 2016年度目標 2016年度実績 活動評価 最終年度(2018年度)目標

製
品
環
境
安
全

製品からの
有害性物質の削減

① 販売した製品中の鉛（Pb）量※1） 2003年度比96%減 2003年度比97%減 目標を達成 全廃

② 販売した製品中の六価クロム（Cr VI）量※2） 2003年度比76%減 2003年度比82%減 目標を達成 2003年度比78%減

③ 販売した製品※3）中のT・X・EB ※4）量 2015年度実績を維持 2015年度実績の2.0%減 目標を達成 2015年度実績を維持

環
境
安
全
衛
生

環境保全活動

① ISO 14001活動 継続して実施 継続して維持 目標を達成 継続して実施

② 環境会計の作成 継続して発行 継続して発行 目標を達成 継続して発行

③ 環境汚染の予防

1）環境測定値 基準値以内 基準値以内 目標を達成 基準値以内

2）保安防災（火災、流出等の発生） 0件 0件 目標を達成 0件

安全・衛生の確保

① 労働災害発生件数 1日以上の休業災害　0件 0件 目標を達成 1日以上の休業災害　0件

② 海外関係会社の安全確保
海外関係会社の安全診断と同時に、
現地社員に安全教育を実施

・日本国内において現地社員の安全教育を実施
　（台湾2名、ASEAN（4社）5名）　
・ベトナムの関係会社にてKYT指導と安全教育を実施

目標を達成
海外関係会社の安全診断と同時に、
現地社員に安全教育を実施

操業時の
環境負荷の低減

① エネルギー消費量（原単位） 2015年度比　1.0%減 6.5％削減 目標を達成 2015年度比　3.0%減                                             

② CO2排出量（総量：焼却炉含む） 1990年度比　34%減 35.5％削減 目標を達成 1990年度比　38%減

③ 廃棄物の発生量（原単位） 2015年度比　1.0％減 10.4％削減 目標を達成 2015年度比　3.0％減 

④ 廃棄物の再資源化率 99％以上維持 通期（平均）　100％　 目標を達成 99％以上維持

市
場
環
境
安
全

市場環境安全活動

① 国内外環境関連規制法に対する
　 法令遵守実行

・国内各種環境関連規制に対する遵守体制の定着
・海外各国の環境関連規制に対する市場展開に応じた
  遵守体制の検討･構築

・労働安全衛生法及びその特化則等
　関連政省令改正への対応

各項目とも継続して実施

・国内各種環境関連規制に対する遵守体制の定着
・海外各国の環境関連規制に対する
　市場展開に応じた遵守体制の検討･構築

② 環境対応システムの充実 必要となるシステムの構築 ラベル・SDSに関するシステム改訂 必要となるシステムの構築

③ PL苦情の発生 PL法に関連する苦情０件を目指す
関西ペイント、関西ペイント販売、関西ペイントマリン、
カンペハピオとも0件

PL法に関連する苦情０件を目指す

環境情報の公開

① 「CSR報告書」の発行

継続して発行する

「CSR報告書2016」（和文）　6月発行

予定通り情報公開 継続して発行する

② 「Corporate Report」の発行 「Corporate Report」（英文）　8月発行

アレスエコプラン2018

※ 1）鉛（Pb）量：鉛元素量
※ 2）六価クロム（Cr VI）量：六価クロム元素量

※ 3）製品：販売したシンナーを含む
※ 4）T･X･EB：それぞれトルエン・キシレン・エチルベンゼンの略称
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分　類 経済効果
（単位:百万円）

費用削減

事業所の省エネルギーによる経済効果 17.1

上下水費用の削減による経済効果 -7.1

廃棄物処理費用の削減による経済効果 -58.0

合　計 -48.0

注）環境保全対策に伴う経済効果=前年度経費−当期経費
環境保全対策に伴う経済効果は、2015年度との事業活動量調整比較により算出しました。
環境保全対策に伴う経済効果（費用節減）=
　　　　　　　　2015年度費用×（2016年度生産量/2015年度生産量）−2016年度費用

● 東京事業所の再整備等、環境管理・運用の為の設備投資を進めました。
● 2015年度に引き続き、省エネタイプ設備への更新を継続しました。
● 環境対応技術・製品開発のための設備投資を進めました。

トピックス

分　類
2016年度

主な取り組み内容
投資額 費用額 合　計

事業エリア内
コスト

公害防止コスト 87 190 277 ● 公害（大気、水質、土壌、騒音、悪臭等）防止に必要な投資及び経費

地球環境保全コスト 106 210 316 ● 省エネルギー、地球温暖化防止等に必要な投資及び経費

資源循環コスト 0 293 293 ● 廃棄物削減、再資源化等に必要な投資及び経費

管理活動コスト 140 35 175
● 環境マネジメントシステムの整備、運用
● 環境情報の開示（CSR報告書発行）
● 環境負荷の抑制に対する取り組みのためのコスト

研究開発コスト 22 1,090 1,112 ● 環境保全に資する製品等の研究開発コスト
● 製造、物流、販売段階等における環境負荷抑制のための研究開発コスト

社会活動コスト 98 320 418 ● 事業所を除く緑化、美化、景観保持等の環境対策コスト

環境損傷コスト 38 0 38 ● 事業活動が環境に与える損傷に対応して生じたコスト
● 自然修復のためのコスト等

合　計 491 2,138 2,629 （単位：百万円）

研究開発コスト内訳:（開発センターにおける研究費総額）×（研究員比率）×（環境関連研究テーマ比率）

環境活動のための設備投資額と費用

　2016年度の環境保全コストは、設備投資額4億91百万円、費用21億38百万円で、合計26億29百万円でした。

環境会計

2016年度の環境会計集計方法
● 環境省「ガイドライン」を参考
● 環境保全活動の投資、費用（減価償却費も含む）及び効果を集計
● 効果は、事業活動における環境保全効果（物量単位）と環境保全対策に伴う
　経済効果（貨幣単位）を集計

● リスク回避等の仮定に基づく、いわゆる"みなし効果"は含めない
● 集計範囲：尼崎、小野、名古屋、平塚、鹿沼、東京の各事業所
● 対象期間：2016年4月1日〜 2017年3月31日

分　類 削減量

事業活動に投入する資源の
保全効果

エネルギー使用量（GJ）
CO2排出量（t-CO2）

9,514
423

水使用量（千m3） -11.2

事業活動により排出する
環境負荷及び廃棄物に
関する保全効果

大気汚染物質 SOx（t）
　　　　　　 NOx（t）
　　　　　　 ばい塵（t）
水質汚濁物質 COD（t）

-0.442
0.33
-0.03 
0.14

廃棄物 発生量（t）
　　　 外部委託処理量（t）

-285 
-1092.1

環境保全対策に伴う環境保全効果は、2015年度との事業活動量調整比較により算出しました。
環境保全対策に伴う環境保全効果=
　　　2015年度環境負荷量×（2016年度生産量/2015年度生産量）−2016年度環境負荷量

エネルギー投入量 事業活動で使用したエネルギー量

水資源投入量 事業活動で使用した水の量

廃棄物発生量 事業活動により発生した廃棄物の量（廃水を除く）

廃棄物等の排出量 事業活動により発生した廃棄物等の外部中間処理及び外部最終処分した量

CO2排出量 事業活動により排出するCO2 の量

SOx排出量 事業活動により排出するSOxの量

NOx排出量 事業活動により排出するNOxの量

化学物質排出量 事業活動により大気へ排出する化管法PRTR 届出対象物質の量

廃水処理量 事業活動により排出する水の量（廃水処理した量＋焼却処理した量）

COD排出量 排水処理した量に排水中のCOD濃度を乗じて求めた量

燃料 トラック輸送により使用する軽油

輸送時のCO2排出量 トラック輸送による燃料使用量から求めた量（計算値）

マテリアルバランス
マテリアルバランス 2016年度の活動結果

研究開発・生産

物　流

使用（顧客）

原材料購入

エネルギー投入量

水資源投入量

燃　料

上　水 0.9×105ｍ3

地 下 水 3.3×105ｍ3

工業用水 1.7×105ｍ3

水総使用量 5.9×105ｍ3

LPG 2.2×102ｋＬ

灯　油 0.6×103ｋＬ

電　力 5.2×107ｋWｈ

都市ガス 6.6×106ｍ3

Ａ 重 油 5.6×102ｋＬ

生産量 ２０15 年度比 0.6％増

輸送時のＣＯ2 排出量 6,500ｔ-ＣＯ2

廃棄物（容器等）

ＣＯ2 排出量 36,700ｔ-ＣＯ2
ＮＯｘ排出量 3.1t

ＳＯｘ排出量 1.9ｔ

ＣＯＤ排出量 0.7ｔ

廃棄物発生量 19,700t

廃水処理量 12,500t

廃棄物等の排出量 157ｔ

化学物質排出量 84ｔ

回収・リサイクル

  2016年度は生産量微増（2015年度比で0.6％増）でし
たが、コージェネレーションが順調に稼動し、エネルギー
使用量は、2015年度との単純比較で0.6％減少しました。

（4738GJ減少）また、生産部門のエネルギー原単位も2015
年度と比べて6.5％削減され効率的な生産を維持しています。
今後ともISO14001マネジメントシステムにて事業所毎に目
標を定め、削減に取り組んでいきます｡
　廃棄物の外部委託処理量が増加した理由は、2016年度
より一部の事業所で引火点の高い溶剤を含んだ縮合水を、
廃溶剤型塗料として外部委託処理に出したためです。

環境保全効果（削減量）

　2016年度は、2015年度と単純に比較すると約56百万
円の経済効果減となりました。
　前年度の事業活動量を考慮し、調整比較をするとエネル
ギーは約17百万円の効果がありましたが、水使用量は約
７百万円、また廃棄物処理では約58百万円の経済効果減
となりました。これは「環境保全効果」でも記載しましたが
主に一部の事業所で引火点の高い溶剤を含んだ縮合水を廃
溶剤型塗料として処理したためです。今後も省エネルギー
活動、節水、廃棄物発生抑制の取り組みを継続していき
ます。

環境保全に伴う経済効果
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　当社は資源やエネルギーを消費して製品を生産し社会に
提供しています。限りある化石燃料を消費して地球温暖化
の原因とされている二酸化炭素を排出していることになり
ます。したがって、メーカーである私たちが果たすべき役割

は、生産段階でのエネルギー消費(二酸化炭素排出量)の抑
制であるとの考えに基づき､ 設備更新時に省エネ対策を進
めています。

地球温暖化防止

　当社はISO14001に基づき、各事業所の地域性を考慮し
て適用される法律や条例で定められた基準よりも厳しい自
主基準で運用しています。さらに、ボイラーの燃料を重油
から都市ガスに転換し、排ガスのクリーン化を推進してきま
した。2016年度も法・条例(規制値)・自治体等との協定
値を超えた事業所はありませんでした。
　2012年度からNOx排出量が減少し、2016年度排出量
は2012年度の約40％となりました。一方、SOxの排出量
が増加しています。その理由は、一部の事業所で使用して
いるＡ重油に含まれる硫黄成分（基準値以内）の影響による
ものです。今後も大気汚染物質を削減する取り組みを継続
していきます。

大気汚染防止

■ SOx（硫黄酸化物）
　重油、灯油等の燃料や硫黄を含む廃棄物を燃焼した場合に発生します。 
　二酸化硫黄と少量の三酸化硫黄からなり SOx と表記されます。

■ NOx（窒素酸化物）
　ボイラー、焼却炉、トラック等の排ガスに含まれます。
　一酸化窒素、二酸化窒素等からなり NOx と表記されます。

■ばい塵
　すすや燃えかすの固体粒子状物質で、大気汚染防止法で燃料その他、
　物の燃焼または熱源として電気の使用に伴い発生するものと定義されています。

水使用量の推移

2012 2013

(103m3) (L/kg)

(年度)
0
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88 105

308 284

282 265

678
3.17

2.89 3.05
2.65 2.50

654

2014
88

289

261

638

2015 2016
53

289

195

35

303

172

537 510

総計

上水道水 地下水 工業用水 水使用量（原単位）

　2016年度も冷却水の効率的使用、水道管漏水対策等
の節水対策を進めることにより、水資源削減に努めました。

水資源削減・水質汚濁防止

COD排出量の推移

2012 2013

1.80
1.98

2014
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2015 2016
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0
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3

　当社は、1999 年度に「全社廃棄物削減チーム」を発
足し、循環型社会形成のために廃棄物の3R、すなわち廃
棄物の発生を削減（Reduce）、発生した廃棄物の再利用
(Reuse)、再資源化(Recycle)を推進し、生産活動を通じ
て発生する廃棄物のゼロエミッションの達成を目指してき
ました。この結果、生産部門の2016年度の再資源化率は
100％となりました。今後もゼロエミッションの継続を維
持していきます。

廃棄物削減

当社では、年間で再資源化率99％以上になっている状態のとき、
ゼロエミッションを達成したとします。

再資源化率  =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　× 100
再利用 + 売却 + 外部再資源化

廃棄物発生量

廃棄物ゼロエミッションの定義

廃棄物発生量の推移（生産部門）

20132012 2014 2015 2016
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廃棄物発生量に対する再資源化と廃棄物量の内訳

売却

外部再資源化

最終埋立処分

外部中間処理

再利用

0%

0%

63.9%19.4%

16.7%

廃棄物発生量
17,410トン

  2016年度の生産量は2015年度比で0.6％増加しました
が､コージェネレーション設備が順調に稼動したこともあり、
生産部門の二酸化炭素排出量が24,300t-CO2/tとなり、大
幅に削減されました。また、原単位でも119kg-CO2/tになり、
2015年度比で6.3％削減されました。 

二酸化炭素排出量削減
　2016年度の水使用量は、2015年度比5.0％減となり原
単位としても5.7％削減となりました。これは、主として設
備の洗浄方法を工夫し節水に取り組んだためです。今後も
引き続き冷却水、ボイラー蒸気水の効率的使用に努めます。 
   

節水の取り組み（生産事業所）

　生産部門のエネルギー使用量は2015年度比で5.6％減
少し、原単位も2015年度比で6.5％削減されました。　　
　これは各事業所で節電に取り組み、より効率的な生産方
法を実践してきた成果です。今後も更なる省エネルギー活
動に努めます。 

省エネルギーの推進
　水質汚濁物質排出量の指標であるCOD 排出量は、
2015年度に比べて15.9％削減されました。これは事業所
の廃水処理方法を見直し、処理水質が安定したためです。
今後も廃水処理場が適正に稼働するよう管理を強化し、水
質汚濁防止に取り組みます。  

水質汚濁防止への取り組み（生産事業所）

大気汚染防止への取り組み（生産事業所）

SOx・NOx・ばい塵排出量の推移
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廃棄物削減への取り組み
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PRTR把握対象物質のマテリアルバランス

大気排出量 170t

57,697t2016 年度 PRTR 把握対象物質取扱量合計

合成樹脂・塗料生産

消費量

577t
542t

移動量
リサイクル量

35t廃棄物量56,950t

（0.94％）

（0.29％）

（1.00％）

（98.71％）
（0.06％）

PRTR対象物質  排出・移動
　当社では、化学物質管理促進法で届出対象と定められた
物質（政令指定物質）と（一社）日本化学工業協会（日化協）
が自主的管理（把握）報告対象とした物質（日化協対象物質）
について取り組んでいます。　
　２０１６度は、政令指定化学物質４６２物質のうち、６０物
質が報告の対象となりました。当社からの大気排出量の約
９４％を大気排出量の多い１０物質で占めており、この物質
は昨年度と同じでした。
　水域、土壌への排出は、昨年度同様に２０１６年度もありま
せんでした。

関西ペイントの対象品目

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 983 8473
298 トリレンジイソシアネート 0 16
300 トルエン 30520 47000
302 ナフタレン 13.3 1740
305 鉛化合物（鉛(Pb)に換算） 0 148
306 二アクリル酸ヘキサメチレン 0.1 2.2
309 ニッケル化合物 （ニッケル（Ni）に換算） 0 14
320 ノニルフェノール 0 31
321 バナジウム化合物（バナジウム(V)に換算） 0.2 748.1
329 ポリカーバメート 0.1 95
349 フェノール 0.5 50
354 フタル酸ジ-n-ブチル　 0 105.5
355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）　 0 89
368 4-ターシャリーブチルフェノール 0.1 0.3
391 ヘキサメチレン=ジイソシアネート 1.4 63.7
401 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物　 0 8.2
407 ポリ（オキシエチレン）=アルキルエーテル　 0 31
411 ホルムアルデヒド 73.1 79.8
413 無水フタル酸 0 180
414 無水マレイン酸 0 2.3
415 メタクリル酸 0 6
416 メタクリル酸2-エチルヘキシル 0 8.5
417 メタクリル酸2,3-エポキシプロピル 0 9.1
418 メタクリル酸2-（ジメチルアミノ）エチル 0 6.7
419 メタクリル酸n-ブチル 0 16
420 メタクリル酸メチル　　 0 106
438 メチルナフタレン 0.9 53.4
447 メチレンビス（4,1-シクロヘキシレン）=ジイソシアネート 0 0.5
448 メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート 0 1.4
460 りん酸トリトリル 0 6.2

政令No PRTR対象物質名 大気排出量（kg） 移動量（kg）

2 アクリルアミド 0 0.8
3 アクリル酸エチル 0 16.3
4 アクリル酸及びその水溶性塩 0 11.2
6 アクリル酸２-ヒドロキシエチル 0 25.6
7 アクリル酸ノルマル-ブチル 0 42
8 アクリル酸メチル 0 4.4
9 アクリロニトリル 0 4.5

16 2,2'-アゾビスイソブチロニトリル〔AIBN〕 0 9.8
30 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0 59
31 アンチモン及びその化合物 （アンチモン（Sb）に換算） 0 50
34 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 0 28
37 4,4'-イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールＡ） 0 279.3
53 エチルベンゼン 22990 73230
71 塩化第二鉄 0 0
76 ε-カプロラクタム 0 8.1
80 キシレン 25630 81390
83 クメン 287 1454
86 クレゾール 0.5 62
87 クロム及び三価クロム化合物 （クロム（Cr）に換算） 0 6.7
88 六価クロム化合物 （クロム（Cr）に換算） 0 128

132 コバルト及びその化合物（コバルト（Co）に換算） 0 5.5
239 有機スズ化合物 （スズ（Sn）に換算） 0.5 1860
240 スチレン 0 25.2
243 ダイオキシン類（単位：mg-TEQ/年） 0.018 0
256 デカン酸 0 23
259 テトラエチルチウラムジスルフィド 0.2 170
270 テレフタル酸 0 3.3
277 トリエチルアミン 194.1 718.5
278 トリエチレンテトラミン 0 13
296 1,2,4-トリメチルベンゼン 3120 29190

政令No PRTR対象物質名 大気排出量（kg） 移動量（kg）

国への登録対象物質を除く（日化協対象排出量の多い10物質）

自主管理対象物質名 大気排出量（kg） 移動量（kg）
酢酸ブチル 26650 41880

ブチルアルコール 15460 59060

メチルブチルケトン 14086 39270

酢酸エチル 10480 14140

メチルアルコール 4347 7771

自主管理対象物質名 大気排出量（kg） 移動量（kg）
プロピルアルコール 5529 11529

メチルエチルケトン 3666 8658

アセトン 1948 6677

エチレングリコールモノブチルエーテル 1615 38480

シクロヘキサン 1274 1497

大気排出量の算出方法：（一社）日本塗料工業会PRTRマニュアル（2001年5月発行）製造工程からの排出量算出方法に準拠

販売した製品中の鉛（2003年度を100とした時の相対量）

販売した製品中のＴ・Ｘ・EB（2015年度を100とした時の相対量）

販売した製品中の六価クロム（2003年度を100とした時の相対量）
　鉛化合物を計画的に削減しており、その進捗状況を「販
売した塗料中の鉛量」で評価しています。
　2016年度は鉛含有顔料を使用した製品の廃止や他顔料
への代替を行い、2003年度比97％減まで削減し、2016
年度の削減目標を達成しました。当社も、（一社）日本塗料
工業会が宣言した「2018年度末までに鉛含有塗料の廃絶」
に合わせ、鉛化合物の削減を推進していきます。

　六価クロム化合物を計画的に削減しており、その進捗状
況を「販売した塗料中の六価クロム量」で評価しています。
　一部の鉛・クロム含有着色顔料や防錆顔料の廃止や代
替を進め、2016年度の実績は2003年度比82％減となり、
2016年度の削減目標を達成しました。六価クロム含有の
防錆顔料は主に長期耐久性を要する用途に用いられていま
すが、代替製品の開発と展開を進め、削減していきます。

販売した製品中の鉛量の推移
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販売した製品中の六価クロム量の推移
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　アレスエコプラン2018では、「販売した塗料及びシンナー
中のトルエン（T）、キシレン（X）、エチルベンゼン（EB）の量」
の目標を2015年実績の維持といたしました。
　初年度となる2016年度は溶剤系塗料から水性塗料への
移行やT・X・EBからより有害性の低い他溶剤への代替を
進め、2015 年度実績を2.0％下回る結果となりました。
これからもT・X・EBの代替製品の開発や販売促進を行い、
T・X・EB量を増やさない努力をしてまいります。　

販売した塗料及びシンナー（製品）中のT・X・EB量の推移
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有害性物質削減実績

PRTR対象物質及び自主管理物質の排出量・移動量一覧（全事業所）

有害性物質削減実績
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　各事業所は事業所規程で定められた設備定期点検、日常
点検等の実施、及び各部門での危険予知訓練（ＫＹＴ）等の
実施により、不安全か所、不安全行動を改善し、緊急事態（天
災・事故等）による環境汚染予防に努めています。また、緊
急事態発生を想定し、環境汚染の防止、及び環境汚染を緩
和するため、緊急事態対応・通報等が確実に実践できるよう、
各事業所は定期的に（年２〜３回）訓練をしています。　　
　訓練内容は、様々な状況に対応できるよう工夫しており、
複数か所での同時火災発生の対応訓練や、津波を想定した
高所避難訓練、倉庫におけるガス系消火設備の使用を想定
した訓練など毎年見直しを行っています。

　2016年度の休業災害はゼロ件であり、不休災害も2015
年度に比べて減少しました。今後も安全活動の活発化によ
り、一人ひとりの安全意識や危険への感受性を向上させて、
災害防止に努めます。

緊急事態への対応

労働・安全・衛生

緊急事態発生時の通報ルート例

通報 指示

通報 指示

通報 指示

事務グループ長
通報 連携

● 消防署（流出・火災）
● 保健所（毒劇物流出）
● 警察署（流出・火災）
● 市環境部（流出・火災）
● 県環境部（流出・火災）

● 近隣会社 ● 付近住民

環境管理責任者
通報

通報

発生部門部課長

安全環境グループ長

事 業 所 長

　消火活動時には、当事業所から「どこで何が燃えていて、
どのような危険があるか」を駆けつけた消防署員に迅速か
つ正確に伝えることが必要です。
　そこで、平塚消防本部の指導の下、消防施設やSDSの膨
大な資料の中から消火活動に必要な情報を、数冊のファイ
ルとＡ１サイズの敷地配置図にまとめました。これらを守衛
所と安環Ｇ事務所の２か所に保管しています。

平塚事業所での安全衛生診断

本社での安全講演会

尼崎事業所での危険体験教室

労働安全衛生活動

平塚事業所での消防機関への情報提供の取り組み

労働災害 件数の推移
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　2016年度の中央環境安全衛生診断は、「気づいた時が変
える時、みんなでつくろうゼロ災職場」をスローガンとし、「静
電気対策の推進状況」、「災害報告事例の周知ならびに再発
防止対策の水平展開方法」、「流出防止対策」、「適正な保護具
の選定ならびに着用状況」、「３現KYT及び3Ｈ作業対策」、

「保安防災対策と訓練」、「構内協力会社との情報共有」など
を重点内容として9月・10月に関西ペイント7事業所1セン
ター、関係会社等15拠点で実施しました。
　診断は中央環境安全管理者を長として、中央衛生管理者、
総括班、専門班(機械・電気・衛生等）からなる10名の診断チー
ムで実施しています。2016年度は、保安防災と静電気対策
を特に厳しく診断しました。また、各事業所内の安全管理
については、事業所内で働く協力会社への指導や協力要請
も含めて、一人ひとりが責任を持って日々の安全管理を行う
よう指導しています。

中央環境安全衛生診断

①安全総点検
毎年7月1日には、一斉に設備を停止して点検する安全総点
検をグループ全体で行っています。
②ＫＹＴゼロ災活動
各事業所では、非定常作業を含めた危険予知訓練、ゼロ災
発表会による情報横展開など、安全作業の徹底を心掛けて
います。
③化学物質リスクアセスメント
2016年6月に化学物質のリスクアセスメントが義務化され
ました。当社では、化学物質を取り扱う部門でリスクを評価
し、その結果を各地区安全衛生委員会で審議する方法でリ
スクアセスメントを実施しています。

その他労働安全衛生活動

　2011年1月から開講している「危険体験教室」は、過去の
災害を模擬体験した上で、作業標準・安全対策・危険予知
の重要性を学習し、災害の再発防止につなげるものです。
　2016年度は新入社員や海外研修生（ASEAN5名、台湾2
名）などに対して実施しました。

危険体験教室

　大災害時、迅速に適切な対応が施せるよう、2月に安全
講演会を本社、及び6事業所で開催しました。講師の山口
泰信先生（株式会社BCP JAPAN）に、「大災害から学ぶ防災
〜人命とBCP 〜」というテーマでBCPの重要性や策定方法
を約１時間半をかけて講演していただきました。
　本社部門、生産部門、技術部門、営業部門、関係会社を
含め、総勢2,071名が聴講しました。事前の備えにより、被
害の軽減や回避が可能であることを改めて認識できました。

安全講演会の開催

　海外関係会社の事故災害防止を目的として、地域ごとに
関係会社をしぼり、計画的に安全診断を毎年実施していま
す。2016年度はベトナムの関係会社にて、危険予知トレー
ニング(KYT)などの安全指導、及び安全診断を行いました。
今後も海外関係会社にて継続的に実施していきます。

海外関係会社での安全教育と安全診断を実施

　海外関係会社の生産工場は、中国・台湾・ASEAN・インド・
パキスタン・トルコなど多数の国に進出し、更に世界展開を
進めています。これらの海外生産工場では、当社の現地駐
在員が、安全・生産・品質の工場管理または、サポートをし
ています。     

海外関係会社の安全への取り組み

※100万延労働時間あたりの労働災害による死亡・休業者数 ※1000延労働時間あたりの労働損失日数
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　人の成長にとって最も大切な「意欲」を向上させることを目的とした人材育成プランを充実させています。

人材育成の考え方と仕組み

体系的に整備された研修制度

　人材育成プランの柱として「自己啓発援助」「長期人材
育成プラン」「職務拡充」「組織風土の変革」「研修制度」の 
5つのテーマを設定しています。

　研修制度は下図のようにOJTを中心として、これを補完
する各種の研修を目的とレベルに応じてマトリックス的に
体系化し、各社員の専門能力の向上と職業人としての総合
能力の養成を目指しています。

当社の人事制度
1.個人と組織の活性化
2.自律と自立（2つの「じりつ」）の基本理念に基づき、
   「公正な処遇」、 「経営参画意識の向上」の実現・維持を目指しています。

社員の処遇

＊1 OJT : On the Job Trainingの略。日常業務につきながら行う教育訓練
＊2 OFF JT : Off the Job Trainingの略。業務を一時的に離れて行う教育訓練

幹部管理者研修
中間管理者研修
監督者研修
中堅社員研修
新人社員研修  （教育実習）

社
外
セ
ミ
ナ
ー

職
業
訓
練

共
通
研
修

（
Q
C
安
全
等
）

（
教
育
の
基
本
）

選
抜
型
研
修

国
際
化
研
修

職
能
別
研
修

O
J
T

自己啓発
通信教育援助
図書

雑誌斡旋等
関西ペイント

の
人材育成

自己申告
適性発見ローテーション
能力開発ローテーション

CIの推進
全社体質改善運動

小集団活動・提案制度

長期人材育成制度 組織風土の変革

職務拡充 研修制度
職務の拡大
職務の充実

OJT ＊1
OFF JT ＊2

● 次のメンタルヘルスケアを実施しました。

● 新任管理者、管理者を対象としたメンタルヘルス研修では、
メンタルヘルス対応における安全配慮義務と管理者の役
割確認や職場での対応において注意すべき点を事例を通
じて理解するとともにメンバー支援に役立つコミュニケー
ション手法や転機を乗り越える方法を紹介しました。

● ストレスチェックの義務化に伴い、各地区において産業医
を実施者としてストレスチェックテストを実施し、高スト
レス者に対して産業医面談やEAPによるカウンセリング
等のフォローを実施しました。 

● 従業員のメンタルヘルスケアや生活習慣病への理解を深
めるため、各地区において定期的に研修会を実施してい
ます。また定期健康診断後の有所見者フォロー制度を実
施し、社員の健康維持・増進に努めています。

　当社及び関係会社従業員の健康管理に取り組む専門
組織として「環境安全衛生委員会」の中に「健康・衛生分
科会」を設けて活動を進めています。2016年度も「心の

健康づくり計画」に基づきEAP（Employee Assistance 
Program：従業員支援プログラム）サービスを活用し、
メンタルヘルスケアの向上に努めました。

メンタルヘルス研修（本社）

対　象

新入社員

新任管理者

新規海外赴任者

管理者

内　容

セルフケア

ラインケア・セルフケア

セルフケア

ラインケア・ハラスメント

健康管理

人権標語 優秀作
★ いつか忘れる書き込みも　ネットの中は忘れない
★ 互いの違いを認め合い　広げていこう　平和の輪
★ 小さな気付きが大きな一歩　社会に広がれ絆の輪
★ 人が作った差別なら　人で無くせる差別社会
★ 心の隅の偏見が相手の心を曇らせる　持とう造ろう人権意識

人材の育成と研修制度

　当社グループは、企業は社会と人間の幸せのために存在
するという理念の下に、人種・国籍・年齢・性・宗教・門地・
身体上のハンディキャップ等を理由として嫌がらせや差別
を受けることのない、健全な職場環境の維持に努めていま
す。そのために、さまざまな研修を通じて、社員の人権へ
の意識の向上に取り組んでいます。12月の人権週間には、
｢人権標語｣ を社内募集しており、2016年は1,000件以上
の応募がありました。 

人権問題への取り組み

管理･営業･技術･生産の各部門固有の専門教育を実施します。職能別研修

職務遂行能力を年々向上させるために、新入社員研修にはじま
り、節目ごとに中堅社員研修、監督者研修、管理者研修などを実
施し、能力アップを図ります。

階層別研修

意識と能力の国際化のために、外国語研修、異文化対応力研
修、海外赴任者研修などの支援をしています。国際化研修

各部門から選抜された人を対象に、半年以上の期間を費やして
次世代リーダーの育成を図ります。選抜型研修

安全衛生や改善活動などの共通研修、各種塗料に関する基礎
訓練･技能向上訓練･技能士訓練などを厚生労働省認定の職業
訓練校である関西ペイント研修センターで実施しています。
さらに、各職能、階層ごとに社外セミナーへの参加を推進して
います。

共通研修･
職業訓練など

　当社では2016年4月に研究部門のに女性社員を中心に
女性活躍推進委員会を立ち上げ、活動を開始いたしました。
　子育て中や子育て経験のある女性社員、男性社員を集め
て女性活躍フォーラムを開催し、意見交換を行いました。
　この中では、出産や子育てといったライフイベントを抱え
ながら女性が働き続けていく上での不安や課題が出され
ました。また、出産や産休に関するアンケート等で、女性の
意識調査を行いました。今後も活動範囲を広げ、様々な課
題を明確にし、解決しながら女性が働きやすく活躍できる職
場作りを目指して活動していきます。

女性活躍推進

　障がい者雇用については、それぞれの職種で活躍できる
よう労働環境を整備するとともに通年採用を実施し、雇用
機会の拡大に努めています。    
　2016年度障がい者雇用率は2.03％となり、法定雇用率
2.0％を上回りました。今後も積極的な雇用拡大に向けた
努力を続けていきます。

障がい者雇用

　個人のライフスタイルを大切にし、「人間らしさ」を追求し
ています。年次有給休暇や特別有給休暇、積立有給休暇（介
護、ボランティア、疾病）、リフレッシュ休暇のほか、半日有
給休暇を年間28回（14日分）まで取得することができ、有
給休暇を取得しやすい環境を整えています。また育児に関
しては、育児休業はもとより、小学校卒業までの短時間勤
務制度や一時保育に対する育児補助券の提供など、仕事と
子育ての両立を支援しています。

福利厚生制度

　第二子を妊娠した時、尼崎事業所から本社に部署異動してあまり間が
なかったため、職場に迷惑をかけてしまうのではないかと不安な気持ちも
ありました。また出産後も保育園が空かず、復職時期が延びてしまったり
と予想外のことが続いたので、育児休業制度を利用できてとても心強
かったです。現在も仕事との両立は大変ではありますが愛情を持って
子育てできているのは、制度と共に周囲の方々のサポートのおかげだと
思い、本当に感謝しています。

管理本部 財経部　角倉 遼子

育児休業
取得者 の声

V O I C E

育児休業
取得者 の 声

V O I C E

メンタルヘルスケア及び定期健康診断後のフォロー
新入社員への危険予知トレーニング（KYT）研修
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消費者保護の方針

　当社グループは、消費者に対する製品の安全性を確保するために、新製品の市場展開や新
規原料の使用にあたっては、安全確認に関する社内規程に基づき審査を行い、安全な製品
をお客様に提供しています。「より安全な製品」を提供することで、同時に我々塗料製造者の
労働環境改善にもつなげます。

品質保証の方針

　社是（7頁を参照）が全社の品質方針です。当社の基本理念は、社是第1項 「会社の信用
を重んじ、顧客に満足される製品を供給することによって社会に貢献する。」 であり、全員が
利益と公正を基本として、顧客及び社会に対して貢献することです。また、生産拠点である
各事業所は、ISO 9001活動の中で、社是に基づいて、事業所品質方針を設定し、規格に沿っ
た品質保証活動を実施しています。ISO 9001は、品質マネジメントシステムの国際規格で
あり、顧客及び法令等の要求事項を満たす製品を供給する能力を実証すること、及び顧客満
足の向上を目指すことを目的としています。

品質保証マネジメント体制

消費者保護

品質保証

　グリーン調達とは、容器・包装、部品・原材料などの資材
分野で環境に配慮された資材を選択・調達することをいい
ます。当社グループでは、「資源を保護し、環境を守り、豊か

な社会を建設・持続させる」という企業理念のもと、資材調
達において厳しい管理体制を敷いています。

　当社は、危険有害性に応じて定めた原材料の管理区分を
環境管理物質一覧表等で取引先等へ公開し、環境負荷の少
ない原材料の入手に努めています。

使用原材料の区分

使用禁止原材料 使用禁止物質を規定量以上含有し、理由を問わ
ず使用を禁止する原材料。

使用制限原材料 使用制限物質を規定量以上含有し、削減や用途
の限定などを行う原材料。

危険・有害性原材料 危険・有害性物質を規定量以上含有し、一般原
材料より厳しい管理を行っている原材料。

一 般 原 材 料 通常の管理で使用できる原材料。

調達方針

1. リーガルマインドにのっとり公正・公平なお取引
をお約束します。

2. 国内外を問わず、広くお取引の門戸を開きます。
3. グリーン調達の精神から環境管理体制を整備

したお取引先を優先します。 

4.お取引先と対等で公平な協力関係を築き、 
パートナーシップの継続向上に努めます。

　グリーン購入とは、品質や価格だけでなく、環境負荷の少
ない製品等を優先的に選んで購入することをいい、２００１年
４月施行のグリーン購入法に基づき実施しています。当社
では、国内グループ各社ともに、事務用品等を「エコマーク」
製品やグリーン購入法適合物品の購入を促進しています。

グリーン調達・サプライチェーンマネジメント

グリーン購入

　有害物質管理の徹底を原材料メーカーに要請し、顧客の要求に応えています。

取引業者のグリーン度調査

原材料管理

　一定量以上の購入実績がある原材料メーカーを対象に、ISO14001認証取得状況の確
認を通じて、グリーン度を継続把握しています。

　ELV、RoHS対応等が必要な国々への輸出の際、自動車・家電メーカー等からは、塗料
中の有害物質不使用証明等の提出が要求されます。特定用途に使われる原材料について
は、当社より原材料メーカーに有害物質の管理徹底を申し入れ、必要に応じ対象物質の不
使用証明や不含有エビデンス等を入手しています。

　環境に重大な影響を及ぼす可能性がある業務を、運送業者、廃棄物処理業者等に委託
する場合は、作業手順や要望事項を伝達し、事故・作業ミスの発生を減らし、環境保全へ
の協力を要請しています。

環境保全について　全社的な品質保証は、主に「全社品質･環境推進委員会」
（４回／年）、また各事業所ごとに「ＱＡ委員会」（１回／月）

を開催して、その活動を推進しています。

品質保証活動

　安全な製品も、使用方法を間違えれば事故等につながり
ます。
　「SDS（安全データシート）」、製品カタログ、技術資料、容
器ラベルなどに製品の危険有害性や取り扱い上の注意事項
などの情報を記載し提供しています。当社は関連法令、JIS
規格及び業界団体である（一社）日本塗料工業会発行のガイ

ドラインに準拠してSDSやラベルを作成しています。
　関連法令、JIS規格、ガイドラインの改正に即応し記載内
容を改訂することはもちろんのこと、安全にご使用いただく
ために必要な情報を適宜追記し、使用者の方々に提供して
まいります。

安全情報の提供

グリーン調達

サプライチェーンマネジメント

品質マネジメントシステムの継続的改善

顧 客

要求
事項

顧 客

満 足製 品
Do

資源の運用管理
製品実現

Check
測定・分析・評価

Action
見直し・改善

Plan
企画・構想・計画
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　関西ペイントでは、生活をより快適にしていく塗料を提案
しており、漆喰塗料や虫よけ塗料を幅広く知っていただくた
めに国内外で開催された展示会やイベントに出展いたしま
した。
　2016年5月のG7伊勢志摩サミット開催にあわせて開設
された国際メディアセンター内における政府広報展示に、当
社グループの虫よけ塗料「アンチモスキュー ®」及び「アレス
ムシヨケクリーン®」を出展いたしました。国内外の報道関
係者、政府関係者が多数来場し、強い関心が寄せられました。

　塗料を塗る楽しさや塗装の手軽さを伝えるために、子ど
もたちも参加できるワークショップや塗装体験を多数行い
ました。
　8月24日に「ペイントギャラリー」で行われた「夏休みわく
わく子どもアートサロン」では、ファブリックボードに塗装し
た「アレスアートシックイ厚膜型」上にビーズなどの飾り物を
デコレーションし、消臭効果もある素敵なファブリックボー
ドが完成いたしました。

コミュニケーション

　平塚市内の学童施設で行われたハロウィンパーティーに
当社マスコットキャラクターである「しっくい丸®」が訪問し
ました。サプライズ登場したこともあり、子ども達は大喜び
で楽しいひとときとなりました。

お客様との関わり

アフリカ開発会議で日本パビリオンの
一角に出展した関西ペイントブース

グローバルフェスタでの漆喰塗料の
消臭効果体験イベントの様子

まちデコールのイベントとして本社で開催した“ペイントワークショップ”の様子

東京事業所内に「ペイントギャラリー」を開設 平塚市内の学童訪問

国内外の展示会へ出展 地域イベントへの出展

　「暮らしにもっとペイントを！」をコンセプトにし、2016年
6月、東京事業所内にペイントギャラリーを開設いたしました。
内外装塗料の色見本をご覧いただいたり、漆喰塗料の機能
を体感いただける多目的スペースとなっています。また、こ
のギャラリーには、200インチの高解像度大型プロジェク

ターを備えており、実物サイズに近いCGにより、塗り替え
後のイメージを感じていただけます。
　各種ワークショップやセミナーもこのペイントギャラリー
で開催され、10月5日には、建築・自動車の流行色を予想
する「カラーフォーキャスト発表会2017」を行いました。

湘南ひらつかテクノフェア 夏休みわくわく子どもアートサロン
伊勢志摩サミットでの展示ブース

東京事業所内に開設したペイントギャラリー
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　世界で一番人を死に至らせる動物、それは意外にも身近
でどこにでもいる小さな“蚊”です。特に海外ではデング熱
やマラリアに感染して命を落とす人が後を絶ちません。こう
した問題を改善するため、関西ペイントグループでは“蚊”
を寄せ付けない塗料を開発し、すでにアフリカ、マレーシ
ア、インドネシアで展開し、成果を上げています。そして日
本でも不快な虫を寄せ付けない塗料として「アレスムシヨケ
クリーン®」を発売しました。また、消臭・抗菌・抗ウイルス
効果をもつ「アレスシックイ®」はインフルエンザウイルスを
はじめ、人々を悩ませる多くのウイルスや菌の働きを不活化
させる効果があり、医療の現場などでも注目されつつあり
ます。
　こうしたことから関西ペイントでは「アレスムシヨケクリー
ン®」と「アレスシックイ®」を“命をつなぐ塗料”として位置
づけ、製品の普及による環境改善のほかに、製品の売上げ
の一部を国際NGO団体である“セーブ・ザ・チルドレン”に
寄付することで、世界中の子どもたちの健康や命を守る活
動にも役立てています。

社会貢献活動

編集後記

全 事 業 所 生産事業所 + 尼崎事業所 + 東京事業所 +
開発センターの全部門

生 産 事 業 所 小野、名古屋、平塚、鹿沼事業所

生 産 部 門 上記 4 生産事業所の生産部門

技術・開発部門 開発センター、東京事業所、北九州事業所・尼崎・
名古屋・鹿沼の技術部門

本 社 本社

持続可能な社会の発展に貢献するための関西ペイン
トの取り組みをご理解いただくために、本報告書を発
刊しております。最後までご覧いただきありがとうご
ざいました。巻末のアンケート用紙をご利用いただき、
ご意見、ご感想をいただければ幸いに存じます。
いただいた皆様のご意見・ご感想は、今後の取り組み
内容、情報開示の充実に活かしていきたいと考えてお
ります。
なお、グラフや表などに生産事業所、生産部門、技術・
開発部門などと記載している内訳は右記の通りです。

編集担当
品質・環境本部第２部
松田 貴子

尼崎市役所で稲村市長から感謝状を授与される中野上席執行役員（右）暑い中、汗をかきながらも楽しんで塗装する生徒のみなさん

本誌の随所に登場しているキャラクターは、関西ペイントのマスコット・キャラクター
“しっくい丸®”とそのお友達のアレス犬“調介”です。
もともとは関西ペイントの漆喰塗料「アレスシックイ®」の素晴らしさを広めるために生ま
れた妖精ですが、いまや塗料全般の素晴らしさを伝える使命を担い、関西ペイントの顔とし
て活躍しています。

平成28年熊本地震　仮設住宅への漆喰シート及びタペストリーの提供 塗料業界初！「命をつなぐ塗料」で世界中の子どもたちを支援

　平塚市の小・中学校に塗料を提供し、子どもたちの夏休
みの良い思い出になるよう活動いたしました。午前中はＰＴ
Ａの方が養生をし、午後は子どもたちがはけとローラーを
持って塗装しました。
　校長先生が、ほかの学校の方が来られると「明るい学校
ですね」が第一声なんです、とうれしそうに述べられていま
した。

近隣小中学校の廊下・階段の壁塗装

　兵庫県尼崎市は市制100周年記念事業として、公園遊
具の塗装を子どもたち自らの手で行うという企画を立案し、
この企画に賛同した関西ペイント販売が塗料の寄付を行い
ました。
　塗装は2015年からはじまって計3回（6日間）にわたって行
われ、すべり台やブランコ、鉄棒、ベンチなどがカラフルにな
り、公園全体が非常に明るい雰囲気に生まれ変わりました。

尼崎市より感謝状を授与

城南町舞原（まいのはら）仮設
住宅 87戸と、東町仮設住宅
38戸の計125戸に「ハルシッ
クイ」を、集会所や談話室には

「シックイタペストリー」を設
置しました。

2016年８月に行ったトイレへの施工の様子

　2016年4月に起きた熊本地震は人的、物的に大きな被
害を与え、一年以上経った今もなお、人々の生活に影響を与
えています。関西ペイントでは、被災地の早期の復興にお
役立ていただくため、社会福祉法人 中央共同募金会を通じ
て義援金1,000万円を寄付させていただいたほか、仮設住
宅に入居される方々の生活が少しでも快適になればとの思
いで熊本市と協議し、 消臭・抗菌・抗ウイルス効果のある漆
喰シート「ハルシックイ」※をトイレの壁面に、集会所や談話
室などには漆喰タペストリー「アレスシックイタペストリー」
を設置させていただきました。
　使用後のオムツの保管場所に困っていた方から、このシー
トのおかげでトイレに保管しても臭いが気にならなくなったと
の声をいただくことができました。
　被災された皆様には改めてお見舞い申し上げますととも
に、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
※「ハルシックイ」は日栄化工株式会社の製品名です。

命をつなぐ塗料

“セーブ・ザ・チルドレン”1919年に設立された約100年の歴史を持つ、
子供支援専門の国際NGO。

壁紙の上からでも塗れ、下地の色や柄を生かせるクリヤータイプ虫よけ塗料

塗り替えが簡単な着色タイプの虫よけ塗料

関西ペイントの漆喰塗料

®
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本　　社／〒541-8523  大阪市中央区今橋２丁目6番14号
　　　　　TEL. 06-6203-5531　　FAX. 06-6203-5018
東　　京／〒144-0045  東京都大田区南六郷3丁目12番1号
　　　　　TEL. 03-3732-8111　　FAX. 03-3735-0544

【お問い合わせ先】
品質・環境本部／〒254-8562  神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号
　　　　　TEL. 0463-27-1214　　FAX. 0463-27-1209

インターネット・ホームページ／

印刷インキには、環境対応型の植物油インキを使用しています。
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