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世界に広がるポリプラスチックスグループ
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バランスの取れた機械的性質を持ち、自己潤滑
性や耐油性に優れているため、身近な生活用
品から工業製品まで幅広く使用されています。
特に、近年は自動車の燃料系部品や内装部品など
に多く使用されています。世界シェアはNo.1※で、
市場全体の約19%を占めています。

ジュラコン® POM
DURACON®

金属に代わって幅広く使われている
エンプラの代表素材

【POM】 ポリアセタール

エンプラの常識を超えた薄肉・流動性が特長で、
耐熱性に優れ、薄くなるほど増す機械的強度を持
ちます。小型化が進む最新IT機器の超小型精密
コネクターに多く利用されており、世界シェアは
No.1※で、市場全体の37％を占めています。

ラぺロス® LCP
LAPEROS®

最新IT機器を支える
スーパーエンプラのトップランナー

【LCP】 液晶ポリマー
世界シェア

No.1
世界シェア

No.1

会社概要  （2019年3月31日現在）

社　　名：ポリプラスチックス株式会社
設　　立：1964年（昭和39年）5月 [創業：1962年6月]
資 本 金：30億円
株　　主：株式会社ダイセル（出資比55％） Celanese（同45％）
代 表 者：代表取締役社長　塩飽  俊雄
従業員数：2,100人（グループ連結）
事業目的：各種ポリマー及びプラスチックなどの製造販売

耐熱性と優れた電気特性をあわせ持っていること
が特長です。さまざまな種類の強化材・添加剤と相
性がよく、顧客のニーズにより、いろいろな特性を
付与することが可能なため、多種多様なグレード
ラインナップを展開しています。自動車のワイヤー
ハーネス用コネクターや各種電子部品から、身近
なものでは化粧ブラシや紙ラミネート食品容器な
どへも採用され、幅広く役立っています。

ジュラネックス® PBT
DURANEX®

多種多様な特長に変化するマルチ素材

【PBT】 ポリブチレンテレフタレート

汎用エンプラと比べて、機械的強度、耐熱性、耐
薬品性、寸法安定性に優れたスーパーエンプラ
です。自動車のエンジン周辺部品やハイブリッド・
電気自動車の電装部品に広く使われています。
また、良好な耐水性から、浴室・洗面所の混合水
栓などにも採用されています。

ジュラファイド® PPS
DURAFIDE®

耐熱性・耐薬品性を誇る
スーパーエンプラの注目素材

【PPS】 ポリフェニレンサルファイド

透明かつ非常にピュアな非結晶性樹脂で、水蒸
気バリア性、耐薬品性や安全性に優れ、品質基準
が厳しい医療・薬品分野、包装分野からエレクトロ
ニクス用途まで、幅広い分野で活躍しています。

トパス® COC
TOPAS®

優れた透明性と防湿性を持つ
非晶性のコポリマー

【COC】 環状オレフィン・コポリマー
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ポリエチレンテレフタレートをベース原料とし、
ガラス繊維を配合して機械的強度や耐熱性を飛
躍的に高めています。高い電気特性と耐熱性を
持ち、成形性に優れたガラス強化材料です。

FR-PET®
GF-PET

高い耐熱性と優れた電気特性を持つ素材

【PET】ポリエチレンテレフタレート

編集方針：ポリプラスチックスは、事業活動を
通じて経営理念を実現し、社会におけるさまざま
なステークホルダーにとっての企業価値を高め
ると同時に、持続可能な社会の実現に貢献した
いと考えています。
本レポートでは、当社が2018年度に行った活
動をさまざまな角度から報告しています。
本レポートをお読みいただき、皆様の忌たんの
ないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
なお、本冊子では「従業員」を「当グループで働く
すべての人」を指す単語として使用しています。
また、私たちはエンジニアリングプラスチック
のことを、親しみを込めて「エンプラ」と呼んで
います。
対象期間：2018年4月1日～2019年3月31日
対象組織：ポリプラスチックスグループ
　　　　　（除：ウィンテックポリマー株式会社）

※出典：富士経済『2019年 エンプラ市場の展望とグローバル戦略』

※フランクフルトには販売拠点、南通には
　生産拠点がそれぞれ2ヵ所あります。



「エンジニアリングプラスチックスの無限の可能性を追求し、才能豊かな魅力あふれる人財の

創出と、Innovationによる豊かな未来社会の形成に貢献する」。このポリプラスチックスの

経営理念の実現のために、私たちは「事業活動そのもので社会に貢献する」ことと「事業活

動を通じて社会を良くする機会を提供する」ことの二つの側面からCSRに取り組んでいます。

「事業活動そのもので社会に貢献する」、これは日常業務を通じてお客様のニーズ、ひいて

は社会の課題にソリューションを提供し、お客様に信頼されるエンプラのソリューションパート

ナーとして社会に貢献することを目指した活動です。

また、「事業活動を通じて社会を良くする機会を提供する」という側面においても、国や地域

行政の取り組みを支援するとともに、当社ならではのやり方で社会的責任を果たしていきたい

と考えています。

企業市民としての責任を積極的に果たすため、お客様とのお約束やコンプライアンス順守

だけでなく、エンプラのリーディングカンパニーとしての誇りを胸に、私たちが社会やお客様に

提供すべき価値は何かを広く考えつつ、常に正しい道を歩んでまいります。

今後もエンプラが社会に価値をもたらすために、当社は世界を舞台に活動したいと思い

ます。そのためには、世界中のポリプラスチックスグループすべての部門が協調して働き、

技術、情報、人財が行き交う互助的なネットワークにより、新しいことに挑戦する更なる原動力

を生み出すことが必要です。従業員一人ひとりがこのネットワークの一員として誇りを持って

働くことができるよう、グローバルな視点で多様な文化を包含できる高度な組織づくりに取り

組んでいきます。

Shaping a Sustainable Society
with Our Plastics
エンプラでカタチ造る、未来につながる豊かな社会

（しわく  としお）

代表取締役社長
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Top Message



本プロジェクトのコンセプトとして、未来の富士工場が果たす

べき３つの機能を設定しました。

再構築プロジェクトは上のプランの通り、4つのフェーズに分か

れます。大きな変革の一つに、フェーズ２で予定される

「F-BASE」の建設があります。これは工場各所に分散している

部門(運転・保全・技術・検査・物流・安全)を一つのフロアに集約し、

ものづくりの英知を結集する試みです。部門の壁を越えた

スピード感のある情報交換によってイノベーションを引き起こし、

品質向上、生産安定化を実現します。また、開かれた工場として

研究部門・ベンダーとの交流が盛んになることで、F-BASEを起

点に更なる技術革新の誕生が期待できます。こういった変革の

実現に向けて、現在はAIやウェアラブル機器による作業自動化

や電子化に取り組み、業務のゆとり作りを行っています。将来は

飛躍的に生産性を向上させ、さらには海外工場への情報発信拠

点として富士工場が活躍します。

2018 年度の活動ハイライト 1

プロジェクトリーダー 
富士工場再構築推進室

西川 雷太

今までの働き方にとらわれず、

物事を変えていく

カルチャーを作っていく

本プロジェクトは10年間にわたる壮大なプロジェクトですが、その精神を一言にすれば
「今までの働き方にとらわれず、物事を変えていく当社のカルチャーを作る」こと
です。そのためには、組織の一部だけでなく全員の意識の変革、活動への関心、協力
が不可欠です。地道かつ着実なマイルストーンを敷き、施策の実行を通して、少し
ずつ、でも確実に全員が参画して作り上げていく活動にしていきます。こうした変革
を通じてお客様の期待に応え、地域住民の方々に愛され、50年後にもすべての従業
員がいきいきと喜びを感じられる、そんな富士工場を作っていきたいです。

F-BASE完成イメージ

富士工場再構築推進室 専任メンバー　（左から）大林、屋部、西川、西岡（宏）、足立、古郡
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“

”

富士工場の将来コンセプトと目指す姿

※富士工場に新たに建設する建物
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2018年度の
活動ハイライト 

1
1968年、日本で初めてエンプラの製
造を開始した富士工場は、今年度操業
50周年の節目を迎えました。近年は
グローバルな事業展開に伴って生産拠
点を海外にシフトしており、富士工場を
取り巻く環境や求められる役割は変化
しています。その中で「富士工場の未
来」を考え、実現すべく、再構築プロ
ジェクトが発足しました。

生まれ変わる富士工場
再構築プロジェクト始動！
　

近年、製造業を営む日系企業の多くが生産拠点を海外に移し

ています。当社もグローバルな生産体制を築く中、グループを

けん引してきた富士工場は改めてその存在意義を見直す必要

がありました。この工場にはOBやOGを含む全従業員の知識、

経験、努力が詰まっており、それこそが当社の競争力の源です。

同時にITシステムの発展を受け、製造業のあり方は今、大きな

変革期を迎えています。富士工場がこれからの時代に求められ

る革新的な工場へ生まれ変わらなければ、グループ全体の強固

な成長は描けません。そこで、未来の富士工場のあり方を模索・

実現するため、再構築プロジェクトが発足しました。

再構築プロジェクトは、工場内にある11部門15人のメンバーが

集まり、「富士工場に求められる役割」「未来の工場のあり方」を

話し合うことから始まりました。同時に従業員の現状認識を調査

すると、347個の課題が抽出されました。内容を考察していく

中で、時には環境を変え合宿も行いながら、プロジェクトメンバー

が互いに納得するまで何度も議論を重ねました。本質的な課題

意識は共通しており、結果的に７つのカテゴリに集約されました。

異なる部門に所属しながら、根底ではメンバーたちが同じことを

感じ、考え、悩んでいたことは大きな発見でした。そこから課題を

整理し、本プロジェクトの指針となるコンセプトを決定しました。

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3 フェーズ4
2019年2018年 2021年 2025年

スマート化・自動化で効率UP
「ゆとり」と「革新基盤」を構築

チーム力強化・英知の結集と
高度な解析力の融合

新技術・プロセス開発
による生産性革新

英知の結集
生産ミエル化
品質向上

生産革新
技術開発
海外展開

●作業の高速自動化（RPA）●文書の電子化
●ヘルスセンサーで安全管理

●プロセス開発 ●技術開発
●新規分析・検査方法

●無線センサーで自動検知

F-BASEの活用
●英知結集
●リアルタイムコネクト

●意識改革 ●AI と連携

現在

1.モデル機能

2.マザー機能 3.グローバル機能

当社の
未来を示す

技術革新を
リードする

生産拠点を
統合する

徹底的に議論を重ねた“富士工場の未来”

これからの道筋

スマート化で業務効率UP･ゆとりを作り、F-BASEで英知を結集し、更なる技術革新へ進む

F-BASE※

建設

■再構築プロジェクトのマスタープラン

また再構築プロジェクト全体の実現にむけて、富士工場が立地

する地域の金融機関が参加するシンジケート・ローンより50億

円の借入を実施しました。事業活動を通じて、ビジネスの基盤と

なる地域の豊かさに貢献していきます。

グローバル
機能

マザー機能

モデル機能1

2

3

50年間で培ってきた製造技術力と最新鋭のITシステム
を掛け合わせ、当社ならではのものづくりのモデルを確立

社内英知の結集やベンダー協業による高度な解析力を
通じて、飛躍的に生産性を向上する技術革新を生み出す

“富士工場のものづくり”を海外工場へ発信し、グループ
全体の成長を加速させる

ゆとり・
ベース作り

プラン
策定

プロジェクト発足の背景

達成度

時間



このように、ミリ波レーダーのレドームには非常に多くの性能が

求められるので、設計開発時はそれぞれの物性データを揃える

必要がありました。ポリプラスチックスには基礎的な物性データ

が既に揃っていたため、新たに取得する手間を省くことができ、

開発スピードをあげることができました。また、とりわけ重要な特

性である誘電性のデータについても、外部機関での詳細な実験

データ取得の前に小回りの効いた迅速な対応をしていただきま

した。具体的には、我々が期待する特性に対し、DURAFIDE®

PPSが合致しうるかどうかをポリプラスチックスの所有する設

備を用いて事前に確認していただきました。そのおかげで非常

にスムーズに設計開発を進めることができたと思います。

その他、レドームへのレーザー印字部分が日光や雨風で劣化し

てしまわないかを確認するための耐候性データも取っていただ

くなど、細かいところまで対応していただきました。高い技術

力で、ニッチな要望にもご対応いただきミリ波レーダーの製品化

を実現することができました。

安心・安全な社会の実現のために、あらゆる車に搭載できるセン

サーの開発が必要と考えています。そのためには、小型で軽

量、かつ低価格なセンサーを実現する必要がありますが、現状

ではまだ条件に合う素材がないため、レドーム以外のユニット

部品の素材には金属を用いています。こうした部品についても

樹脂化へのニーズは高まっています。

ポリプラスチックスには、引き続き小型化・軽量化を実現する

材料の開発や提供を期待しています。これからもスピーディー

な情報提供をしていただきたいと考えています。また、現在で

も重視していることですが、今後も自動車設計においてはロバ

スト性が重要になります。ロバスト性とは、外的要因によって影

響を受けにくい仕組みや性質のことです。自動車は多様な環

境のもとで使用されるうえ、長い期間使っていただくものです

ので、外的要因の変化によって性能が劣化したり故障したりし

ないようにロバスト性を持たせることが重要です。PPSについ

ても、実験やデータによって、例えば空気中の水分を樹脂が

吸っても性能が安定していることや、エンジンルーム付近の環

境下でも変形や強度の変化がないことも確認させていただ

き、まさにロバスト性が高い素材であるということで採用させ

ていただきました。今後もこうしたロバスト性のある機能性樹

脂の開発を期待しています。

株式会社デンソー　AD&ADAS技術2部　須田 紘司様（中央）、北野 真司様（右）
当社　日本営業統括部 第一部　臼井 大補（左）

❶ミリ波レーダーで電波を発信
❷反射してきた電波を受信し、
　受信時間や方角から障害物を検知

❸ブレーキの圧力を上げつつ、
　カメラの画像認識で障害物を確認

衝突被害軽減システム／ミリ波レーダーと
カメラの組み合わせの場合

2018 年度の活動ハイライト 2

技術サポート・開発支援について 今後の課題と展望

今後当社に期待すること

ミリ波レーダーの機能、求められる樹脂性能

■レドームに必要とされる性能

障害物だった場合、
ブレーキをかけて衝突を回避
もしくは衝突被害を軽減する

レーダーから発せられる電波をよく通す性質を持ち、
さまざまな環境でも劣化せず安定している必要があ
ります。

低誘電

電波を通す面の歪みで電波が屈折してしまうことがあ
るので、成形性に優れた材料が必要です。（電波の角
度が少しずれただけでも、レーダーが検知する数百m
先でのものの見え方は大きくずれてしまいます。）

加工性

レーダーが設置される場所は、非常に高温になる場
合もあります。耐熱性

設置場所はエンジンルーム付近にあたるため、メン
テナンス時の被液を想定し、さまざまな薬品への耐
性が求められます。

耐薬品性

作動するときは…

）（
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2
近年、自動車には燃費の良さや環境
性能だけでなく、交通事故のない安
心・安全な社会を実現するための安全
性能も求められています。安全性能を
備えた自動車には、車両と障害物との
距離を検知して衝突を回避・軽減する
ための機能が必要となります。その機
能を支える株式会社デンソー様のミリ
波レーダーに、ポリプラスチックスの
DURAFIDE®PPSが採用されています。

交通事故ゼロの社会を目指して
当社樹脂を採用いただいたデンソー様にお話を伺いました。

ミリ波レーダーは、製品の正

面から電波を照射し、前方車

両や歩行者などに反射して

返ってくるまでの時間によっ

て車両と対象物との距離を

検知するものです。車両に搭

載されている衝突被害軽減

システム（衝突が不可避な状況を検知して減速することで衝

突被害を軽減する）や、車間距離制御システム（先行車との

車間距離を一定に保って走行する）のセンサーとして使用さ

れています。

ミリ波レーダーは、自動車前方のエンブレム裏などに設置され

ることが一般的で、日光やエンジンルームの熱などにさらされ

るため、レーダーの心臓部品のアンテナを筐体で包む形に

なっています。このうち、ポリプラスチックスのPPSを使用し

ている部品は、レーダーの正面に位置するレドームと呼ばれ

る箇所です。レドームの素材には、内蔵する電子部品を守る

ための強度が必要になるのと同時に、アンテナが電波を送受

信できるよう電波を透過する性質も必要です。その他にもさ

まざまな性能が求められるため、金属では実現が難しく、これ

らをバランスよく備えているPPSを採用しました。

走行支援ECU※ カメラ

ミリ波レーダー

＜走行支援システム例＞

走行支援ECU

車間距離調整

衝突被害軽減

車線キープ

ミリ波レーダーユニット

レドーム

■走行支援システムの仕組み

2018年度の
活動ハイライト 

カメラ

ミリ波レーダー

物体の位置、距離、
速度を認識

物体の形状を認識

※Electronic Control Unit
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ポリプラスチックスのCSR

ポリプラスチックスの CSR の考え方

事業活動そのものにより
社会に貢献する

事業活動を通じて社会を
良くする機会を提供する

1. エンプラのソリューション提供を
　 通じて豊かな社会の形成に貢献する
2. 人財活用を通じて才能豊かな
　 魅力あふれる人財の創出に貢献する
3. 環境負荷を低減し、環境と調和した
　 事業運営を図る
4. コンプライアンスを重視し、
　 社会的に公正な事業運営を行う

1. 事業活動の基盤となる地域の
　 豊かさに貢献する
2. 未来社会を担う人財確保のため、
　 次世代育成の場を提供する
3. 従業員の自発的意思による
　 社会貢献活動を支援する

当社の企業理念は「エンジニアリングプラスチックスの無限の可能性を追求し、才能豊かな魅力
あふれる人財の創出と、Innovationによる豊かな未来社会の形成に貢献する」であり、エンプラ
を通じて社会に貢献していく姿勢を明確に示しています。
社会に貢献していくためには、企業はその社会的責任を果たさなければなりませんが、当社が企
業理念の実現のために努力することは、社会的責任を果たしていくこと（＝CSR）と重なり合うとい
えます。そのために当社は、事業活動そのものにより社会に貢献する、事業活動を通じて社会を
良くする機会を提供する、の2つの側面で活動に取り組んでいきたいと思います。社会の一員と
して、企業ならではの取り組みで社会的責任を果たしていきたいと考えています。

当社は、持続可能で豊かな未来社会の形成のために、各拠点で取り組んでいる個々のCSR活動を
ベースに重点分野を定めて活動していきます。

持続可能で
豊かな

未来社会の形成

コンプライアンス

企業の
社会的責任

エンプラ事業

才能豊かな
魅力あふれる
人財の創出

環境との
調和

社会貢献
社会貢献活動
（寄付・ボランティア活動など）

事業活動

●エンプラ事業

実際の活動にあたり、当社は5つの分野においてCSRを推進していきます。

●環境との調和
●コンプライアンス
●社会貢献

●才能豊かな魅力あふれる
　人財の創出

当社らしいCSRを目指し、社会のルールを守るだけではなく、
積極的に社会課題の解決に貢献していきます。

CSR

CSRの考え方

エンジニアリングプラスチックスの無限の
可能性を追求し、才能豊かな魅力あふれ
る人財の創出と、Innovationによる豊か
な未来社会の形成に貢献する

「エンプラNo.1のSolution Provider」
技術・品質・サービス・供給あらゆる面で、
お客様にエンプラNo.1のSolutionを提
供し続ける企業となる

❶「Polyplastics-Way」というお客様と
の価値創造活動

❷「Polyplastics-Family」と呼ぶ最良の
チームワーク

企業理念

Mission

目指す姿

Vision

基本とする
価値観

Value

CSR
と重なる

企業理念
実現のための

努力

ポリプラスチックスグループ行動憲章

経営理念

事業活動 社会貢献活動
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ポリプラスチックスは、お客様の「未来への思い」をカタチにするエンプラのエキスパートとして、
お客様とともに価値を創造することを目指しています。

これまで当社は、大量生産に対応する射出成形や押出成形に

適したペレットの形状でエンプラを提供し、さまざまな材料を

代替することで電化製品や自動車部品の軽量化や低コスト化に

貢献してきました。

しかしながら、今後は少量多品種での生産や、より複雑な形状

の加工をご要望されるお客様も増えてきます。そのような中で

パウダー化された素材を用いた３Dプリンターやダイレクト賦

形技術を使用した製造ニーズの増加が見込まれます。

通常、エンプラは機械強度が高いため、粉砕などの方法では

整った形状（球状）かつ細かい（微細かつ粒径分布が狭い）パウ

ダーをつくることは困難です。当社では、これまで蓄積した経験・

知見を活用しエンプラファインパウダーの生産技術の開発を進

めています。近い将来、このエンプラファインパウダーでお客

様のお役に立ちたいと考えています。

お客様に寄り添って

お客様に寄り添って

エンプラファインパウダーが創る、新しいソリューションのカタチ

エンプラは成形加工温度が高い材料であるため、耐熱性が比較的低いPPなどのオレフィン系樹脂への添加は困難でした。
しかし、パウダー形状であれば従来よりも低い温度で添加することができます。また、無機フィラー（充填剤）を大量に添加
したい場合などは、流動性が著しく悪化するため射出成形では対応できませんが、無機フィラーとエンプラファインパウダー
をブレンドすればプレス成形することが可能となります。
このようにエンプラファインパウダーは、これまでは実現が難しかったお客様の「未来への思い」をカタチにできる画期的
なソリューションといえます。

今後期待されるエンプラファインパウダーの使用方法

当社の最新材料やソリューションをお客様に直接ご提案するために、

国内外の展示会への積極的な出展に加え、当社研究所で毎年「イノ

ベーションショー」を開催しています。さらに、お客様を訪問して技術

紹介を行うセミナーやプライベートショーも数多く国内外で実施してい

ます。これからも、お客様との重要なコミュニケーションの場である展示

会活動に積極的に取り組んでいきます。

各種展示会の開催および出展

24時間365日、お客様をサポートする無料の会員制サイト

「WEB@TSC®」は、詳細な物性情報、樹脂部品設計のための設計

支援ツール、トラブルの原因と対策事例などのさまざまな技術情報を

提供しています。また、製品に関するお問い合わせ、化学物質使用

調査についても豊富な経験とデータに基づき丁寧にお答えします。

世界50か国 
30,000人以上のご利用

年間15,000件以上の
ご要望・ご質問におこたえ

オンラインテクニカルサポート WEB@TSC®

より分かりやすく、より見やすいサイトを目指し、当社のグローバル

WEBサイトを新たにオープンしました。

PCはもちろん、スマートフォンやタブレット機器でも見やすいレスポン

シブ形式を採用しました。写真を多用したシンプルなデザインで、分か

りやすく当社の情報をお伝えします。なお、技術情報や物性データなど

は従来の技術情報サイトで引き続きご覧いただけます。

グローバルWEBサイトオープン

グローバルWEBサイト　 https://www.polyplastics-global.com
技術情報サイト　 https://www.polyplastics.com

よりお客様にご満足いただけるサービスを提供するために、定期的に

「お客様満足度調査」を実施しています。今年度の満足度調査の結

果は、「非常に満足」と「満足」のご回答合計が85%になりました。

当社製品の継続利用理由に関しては、「材料の品質が安定している

から」「技術サポートで問題を解決してくれるから」などのコメントを

いただきました。

今回の調査結果を真摯に受け止め、これからも全社を挙げてお客様の

満足度向上を目指し努力していきます。

お客様満足度調査

実施期間
2018年8月24日～9月10日
対象者
当社お客様（国内外）
調査方法
WEB方式、日英中の3言語
有効回答数
779件

やや不満 3％ 非常に不満 1％

非常に満足
42％

43％
やや満足

どちらとも
いえない
11％

■当社の「製品および営業・サービス体制に関するアンケート調査」

ペレットによる
射出成形・押出成形

ペレットを溶かして金型で成形

従来 今後見込まれるニーズ

当社ソリューション

大量生産

お客様

当社ソリューション

お客様

パウダーを噴霧したり
混ぜ合わせて直接成形

パウダーによる
ダイレクト賦形

少量多品種
より複雑な形状の加工

お客様からいただいた表彰（受賞日順）
●アンデン株式会社:最優秀仕入先賞　 　　●ハイレックス株式会社:【ＶＡ・ＶＥ賞】 優良賞

●Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.,Ltd.:BEST SUPPLIER AWARD　

●中国合成樹脂協会:Partnership AWARD　　　 ●アイシン精機株式会社:原価優秀賞

今後も「エンプラNo.1のSolution Provider」として、お客様の期待に応えていきます。



当社は、多様な人財が活躍できる職場作りに取り組ん

でいます。今年度から採用対象を拡大し、知的障がい

を持つ2人の従業員が仲間に加わると同時に、彼らと

人事部からなる「ジョブサポートチーム」という組織を新

設しました。人事部ではインターンシップを通じて知っ

た彼らの特性が活かせるよう、業務を選定しました。

ジョブサポートチームは書類ファイリングや備品管

理、品質検査用の分析器具の洗浄、掲示板の制作な

ど多岐にわたる業務を担当し、日に日に活躍の場を広

げています。

有給休暇の積極的な取得を推進しています。今年度の有給

休暇取得率は日本企業の平均を大幅に上回る85％に達し

ました。

当社らしいダイバーシティ

＆インクルージョン（多様

な人財の活躍）を実現する

第一歩として、総合職の女

性従業員を対象にフォーラ

ムを開催しました。２日間

のプログラムでは活発な意

見交換が行われました。　

障がいのある方々が安心して働ける環境づくりに努めています。

今年度末の障がい者雇用率は、2.26％でした。今後も積極的

な採用を進めていきます。

当社ではライフの質を向上させる大きな要素としてワークを

捉え、この考えに沿った働き方改革を「ポリプラ流働き方改革」

と名付けました。自分たちの仕事に誇りや目的意識を持つこ

とで「幸せを感じながら働く」ことをコンセプトとし、環境の

整備、制度の充実から一人ひとりの働くしあわせを支援してい

きます。
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グローバルローテーションは、国をまたぐ異動を通じてグループ全体で適材
適所を実践する取り組みです。対象者の能力向上や経験の早期拡大に加え、
派遣先・元拠点のグローバル化や、相互理解の促進といった効果が期待でき
ます。今年度のローテーション対象者はグループ全体で20人でした。

グローバルローテーションで
更なる適材適所を実現

才能豊かな魅力あふれる人財の創出
才能豊かな魅力あふれる人財の創出

■ グループ間の異動を経験して

多様な人財が活躍できる職場づくり
富士工場「ジョブサポートチーム」大活躍

ポリプラスチックス 日本国内のトピックス

2018年11月に中国・上海から東京本社へ異動した従業員に話を聞きました。

本制度がより実りある経験となるよう、人事部ではソフト・ハードの両面で対象者を支援しています。

中国・上海 人事部
Shirley Xu

■有給休暇取得率（従業員平均）

■女性活躍推進に向けたフォーラムを開催 ■「ポリプラ流働き方」を目指して

■障がい者雇用率

し
あ
わ
せ

充実したコミュニケーション施策による一体感の構築
安心で健康な環境づくり
WLBやダイバーシティ実現に向けた諸制度の整備
先進的な IT 環境設備、投資による働きやすさの実現

従業員が異動先で前向きに業務にのぞめるよう、人事部では綿密な情報共有を徹底しています。
キャリア面では異動の目的や担当業務、生活面では異文化や商習慣などについて説明し、従業員の
理解を深めています。赴任中も派遣元から全面的な支援を行うなど、コミュニケーションを通じて対
象者の不安を払拭し、より現地で活躍してもらえるようサポートしています。

86％

84％

82％

80％

78％

50％

2016年 2017年 2018年

78％

法定雇用率

年度末

81％

85％

日本企業の
平均
51.1％※

会社目標
80％

2.3％

2.0％

2.1％

2.2％

1.9％

1.8％

1.7％

1.6％

2016年 2017年 2018年

※厚生労働省　2018年就労条件総合調査より

ローテーション成功の鍵は、徹底したコミュニケーション

当社の強みは、営業部門と技術サポート部門が一体となって行う開発支援
です。上海での営業活動はスピード感が求められます。現地の技術サポート拠
点と連携しトライ＆エラーを繰り返しながら、最適なソリューション提供を行っ
てきました。

日本営業統括本部 
第一部 グローバルマーケティングチーム
Ejo Zhu

「お客様の開発支援に深く携わることで、当グルー
プが提供できる価値創造のポテンシャルを肌で学
ぶ」。これが、実践を通して経験を積むグローバル
ローテーションの大きな強みです。ここで得た経験
を、自らが架け橋となって現在進行形で上海のメン
バーと共有し、ともにグループへの理解を深めてい
ます。中国のお客様へベストソリューションを提供
できるのは、お客様を一番理解している現地のメン
バーです。さらにグループの総合力を加えて、より
一層の価値創造を目指していきます。

中国・上海

日本・東京本社

不可能だと思っていた
レーザー透過率評価に成功

よりお客様にプラスとなる
“価値創造”を実現する

上海時代は“とにかくスピード重視”

法定雇用率＝2.0％（～2017年）

法定雇用率＝2.2％（2018年～）　

1.71％ 1.72％

2.26％

実りあるローテーションを目指して

日本に異動しお客様の開発案件に
関わる中で、上海時代に対応できな
いと認識していたレーザー透過率
評価に成功して衝撃を受けました。
他にも不可能だと考えていた高度
な分析や評価を実現でき、日本の
技術拠点の知見や設備、日本の営
業部門がどのように技術部門と連
携しているか実践を通して学んでい
ます。

担当者のコメントやより詳しい情報をWEBサイトで掲載中！

ジョブサポートチーム

講演の様子

作業中の様子



今年度、ポリプラスチックスは、中国自動車産業でプラスチック素材初の「グリーン材料」認証を取得しました。
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「グリーン材料」認証取得

環境・安全への取り組み 

当社では、持続可能な社会の実現のため、環境負荷低減樹脂の

開発・製造に取り組んでいます。

従来から日系・欧米の自動車メーカーは、車室内のVOC（揮発

性有機化合物）低減を重要なテーマとして取り組んできました。

これを受けて当社も低VOCグレード「LVシリーズ」の研究開発

と市場導入を行ってきました。

近年では、中国においても健康や環境に関する意識の高まり

から、車室内のVOC濃度の法制化を含む中国政府の動きが本格

化しています。具体的には、中国自動車産業において製品認証

や技術法規の策定を行うCATARC※1という国営機関が、VOC

発生量の少ない材料を公表するための認証基準・評価法を定め

ました。CATARCによる車室内VOCの評価研究や、VOCの少

ない材料を選定する仕組みづくりには当社も以前から協力して

おり、環境と調和できる樹脂を市場に広めるサポートをしてきま

した。中国のコンパウンド工場へ関係者を招き、ポリアセタール

樹脂の特徴、品質管理およびVOC評価法に関する勉強会を

開催した実績もあります。そして2018年、当社が長年自動車分

野で培った豊富な経験とデータの裏付けによって、CATARCは

プラスチック素材として初めてDURACON®POM M90LVを

「自動車用グリーン材料（低VOC）」として認証しました。

さらに2019年にはDURACON®POM認証製品の登録数を増

やし、3月に天津で開かれた国際フォーラム※2では2年連続で

グリーン材料認証企業として表彰を受けています。中国の自動

車市場でVOC材料認証制度が更に発展し、車室内の環境改善

に繋がることを期待して、当社は今後も協力していきます。

また、このフォーラムでは、当社が2017年より加盟している中

国国際化学品製造者協会を代表して、今後の自動車産業で期

待されるエンプラの方向性について講演を行いました。当社の

技術を中国でも活かし、自動車の軽量化による燃費向上や電動

化(EV化)による排ガス削減などを提案することで、環境と調和

する自動車の開発に貢献していきたいと考えています。

環境・安全への取り組み

※1 CATARC(China Automotive And Technical Research Center)中国自動車技術研究センターについてはこちら
　  ( http://www.catarc.ac.cn/ac_jp/content/20110221/9636.html )
※2 中国车用材料（西青）国际论坛

富士工場では、ボイラーで発生させた蒸気と電力を主なエネルギー源としています。従来、ボイラーの蒸気から発生するドレ

ン（水滴）は給水タンクに回収して再利用していました。しかし、その回収の過程で発生するフラッシュ蒸気※は大気中に放出

していました。今年度はその点に着目し、フラッシュ蒸気を回収してエネルギーとして再利用できる設備（スチームコンプ

レッサー3基）を新たに設置しました。これによりボイラーの稼働を抑え、都市ガスの使用量を大幅に削減することができ、

省エネに貢献しました。（削減額113百万円/年 見込み）

フラッシュ蒸気の再利用により、大幅な省エネ・コスト削減に貢献

Before After

省エネ活動

※フラッシュ蒸気は「再蒸発蒸気」とも呼ばれ、高圧高温下のボイラーの蒸気から発生したドレン（高温の水滴）が低圧低温の環境にさらされる際に再度生じる蒸気です。

表彰者インタビューを受ける当社従業員:CHINA TSC　Hong Sun（左）、研究開発本部 研究開発センター　門間 智宏（中央）

富士工場では、産業廃棄物削減のための取り組みを進めています。2014年度

から、それまで廃棄していた製品袋（当社が購入している原料が入っていた紙

袋や、工程内で使用した紙袋）の削減を検討し、分別を徹底することで、有償売

却を行ってきました。今年度は約55%の使用済み製品袋を有償売却することが

できました。今後も更なる廃棄物削減に取り組んでいきます。

産業廃棄物削減
使用済み製品袋の廃棄量削減と有償売却化の取り組み

今年度富士工場では、製品の運搬などの物流過程におけるCO₂排出量を前年度

比約88％に抑えることができました。また、エネルギー原単位指数（対販売量）※

も前年度比約86%まで削減することができました。今回の削減の大きな要因とし

ては、国内輸送していた製品の一部が輸入品にシフトしたことに伴うトラック輸送

距離の短縮が挙げられます。今後も当社が以前から継続しているモーダルシフト

への取り組みや、物流協力会社と連携した帰り便の積極的活用（製品運送の帰り

に原料・外注製品などを積み、配送の効率を上げる）などの工夫を継続することに

より、環境に配慮した物流に取り組んでいきます。

物流にかかるCO₂排出量とエネルギー原単位を削減

グリーン物流

12%削減

14%削減
対販売量
エネルギー原単位

※エネルギー原単位＝エネルギー使用量（原油換算kl）／製品の販売量

より詳しい情報をWEBサイトで掲載中！
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2018年度 環境負荷低減の目標と達成度
富士工場が環境保全のために行った主な設備投資・活動の額のうち、特色のあるものをご紹介します。
（環境会計の詳細はWEBサイトをご参照ください。）

ポリプラスチックスでは、事業活動が環境に与える影響をできる限り低減させることを第一に掲げ、環境保全
に取り組んでいます。

環境会計

環境・安全への取り組み 
環境・安全への取り組み

３．廃棄物削減・再資源化

基準年

＊1 Pollutant Release and Transfer Registerの略。化学物質が工場から環境中への排出される量および廃棄物として工場外に移送する量（移動量）を
   把握し、報告する制度
＊2 単位生産量当たりの排出量・使用量・発生量

取り組み項目

１． 化学物質（PRTR物質）の排出削減

２．省エネルギー活動・CO2排出量の削減

産業廃棄物

省エネルギー

CO2排出量の
削減

PRTR法＊1

目　標

廃棄物原単位を
2016年度（基準年）比1%/年以上削減

エネルギー原単位を
2016年度（基準年）比1%/年以上削減

CO2原単位を
2016年度（基準年）比1%/年以上削減

PRTR物質の大気中への排出量を原単位＊2で
2019年度末までに2016年度比30％削減

基準年

20172016 2018

基準年

基準年 13.3%削減13.3%削減

0.3%増加0.3%増加

35.5%増加35.5%増加

6.8%増加6.8%増加

フラッシュ蒸気を再利用する設備に約50百万

円投資し、省エネに貢献しました。(P.16参照)

地球環境保全コスト

廃棄物を分別する設備（電動のふるい）の更新や、

産業廃棄物を入れるコンテナなどの備品購入にかかる

費用が含まれています。

資源循環コスト

公害防止コスト

今年度、PBTプラントの洗浄剤から発生する1,4ジオキサンによる土壌汚染への対策をより強化しました。排水

処理設備までの配管ラインを太いものに変更することで、途中にある汚水ピットでの排水漏れが発生しないよう、

万全の対策を行いました。

汚水ピット

Before After

管理活動における
環境保全コスト

ISO14001の審査料や、環境目標の教育のため

にかかる人件費、大気や水質汚染に関する分析に

かかる費用などが含まれています。

工場内の照明を水銀灯からLEDに変更した際の、

それぞれの設備の初期投資の差額などが含まれて

います。

環境負荷抑制コスト

環境保全コスト

トピックを
紹介するよ！

１． 化学物質（PRTR物質）の排出削減
今年度のPRTRの排出量原単位は、2016年度(基準年)比35.5%増加となりました。

今年度11月に導入した、PRTR排出量削減が期待できる設備の効果の確認・検証を含め、2019年

度のグループ目標達成に向けて全力で取り組んでいきます。

3. 廃棄物の削減・再資源化
グループ全体で廃棄物の発生量の削減、再資源化による廃棄物量の削減に取り組んでいます。今年度

の産業廃棄物原単位は、6.8%の増加となりました。増加の原因としては、納入品質向上のため、一部

の生産拠点で従来リサイクルしていた樹脂製パレットを都度廃棄するよう変更したことなどが挙げられ

ます。引き続き納入品質とのバランスを取りながら、可能な限りパレットのリサイクルに努めていきます。 6.8％増
産業廃棄物原単位
（2018年度目標値比）

２． 省エネルギー活動・CO２排出量の削減
今年度のエネルギー原単位は0.3%増加、CO₂原単位は13.3%削減となりました。

前年度のエネルギー設備の転換に伴い、自家発電していた電力を外部からの購入

に切り替えました。それによりCO₂原単位は削減しましたが、一方でエネルギー効率

が低下し、エネルギー原単位は微増となりました。
13.3％減
CO₂原単位
（2018年度目標値比）

0.3％増
エネルギー原単位
（2018年度目標値比）

35.5％増
PRTR物質の排出量
（2016年度比）

原単位

176百万円 1,561百万円
投資額 費用額

費用額

151百万円
費用額

147百万円

より詳しい情報をWEBサイトで掲載中！
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ポリプラスチックスでは、労働災害ゼロを達成するためグループ共通の目標を設定し、
すべての従業員の安全意識の向上に取り組んでいます。

重篤災害防止への取り組み

環境・安全への取り組み 

2015年度と2016年度に重篤災害が発生したことを受け
（高所からの墜落、フォークリフトと人の接触）、2017年度
に自動車メーカーの安全担当役員の経験がある外部講師を
招き、安全管理についての講演と研修を実施しました。その
学びをふまえ、今年度は当社でも「重篤災害※を未然に防止
する」という考え方を取り入れた活動を開始しました。
具体的には、「重篤災害を防止する」という観点で各部門に
よる構内の設備・作業の総点検を行い、重篤災害につながる
リスクのある設備や作業を抽出しました。そして、それらを重
篤度（死亡事故につながる可能性）、作業頻度、危険度（設
備・作業員状態）の観点から点数付け・優先順位付けし、対応
計画を立てました。

また、設備の安全基準を整備するため、過去に発生した災害
やトラブルなどを抽出し、その対応策を考慮した設備安全の
標準化も図りました。今回はマザー工場である富士工場のみ
での実施となりましたが、今後、海外グループ会社の工場に
も展開していきます。

当社では、協力会社を含めた全従業員の安全に対する意識

を高めるための活動として、「危険体感塾」という体感型の

教育を行っています。この取り組みは富士工場だけでなく

海外工場でも展開しており、グループ一丸となって安全意識

の一層の向上に努めています。

環境・安全への取り組み

危険体感塾

年に1度、グループ内の生産拠点で相互の監査を実施し、

安全や環境に関する知識を共有しています。今年度の監

査は、中国の南通工場（PTM）で実施しました。

監査には各生産拠点の安全環境担当者のほか、他部門の

従業員も参加し、グループ工場での学びを現場に活かして

います。

初めて海外工場の監査に参加しました。工場の入

口にセキュリティゲートを設置している点など、富士

工場にも参考になる事例を学ぶことができました。

一方、パレットの積み方など重篤災害に繋がる可能

性を、こちらから指摘することもありました。海外工

場の安全への考え方、取り組みなどを知ることがで

きた良い経験でした。

ESH監査

監査に参加した
富士工場生産部ポリマーグループの
従業員のコメント

ヘルメットをかぶせた人形に物を
落として見せることで、ヘルメット
着用の重要性を伝えます。

当社中国工場（PTM）での
危険体感塾の様子

Before After

挟まれ・巻き込まれ対策の一例　（工業用水用ポンプの開口部）
開口部に手が入った場合に巻き込まれる危険があったため、カバーをつけて災害の芽をつみました。

●墜落、転落　　　　　   ●挟まれ、巻き込まれ
●高温、低温物との接触　●有害物との接触
●飛来、落下　　　　　　●交通事故（車両との接触)
●熱中症 

※重篤災害とは、死亡事故や後遺症が残る恐れのある事故と定義しています。

抽出したリスク一覧

当社では、製品中の化学物質の含有量や法令適合に関する各種証明書を発行し、製品の

品質や安全性を保証しています。今年度は前年度より約10%多い約50,000件の証

明書を発行しました。今後も、お客様に製品を安心してご使用いただくために、この

取り組みを継続していきます。

証明書発行件数約50,000件

製品安全

50,000件
証明書発行

約

10%UP
前年度から

より詳しい情報をWEBサイトで掲載中！
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社会貢献活動

グループ共通の社会貢献
取り組み分野

事業活動の基盤となる地域の豊かさに貢献

日本・富士

地震による被害を受けた青海省の山岳地域の
小学生へ、衣服を寄贈しました。従業員が積極
的に参加し、31人から133着が集まりました。

南通市の野生動物保護センターへ、従業員から
集まった1,300RMBを寄付しました。

工場見学では敷地内の清掃や整理整頓が徹底されていること
に感銘を受けました。従業員の方一人ひとりが意識され、行動
されているのだと思います。環境に配慮したエネルギー設備
の転換や障がい者の方の雇用促進なども、素晴らしい取り組
みです。これまで同様、清掃活動をはじめ地域の社会貢献活動
に積極的に参加していただき、富士市、日本、そして地球にやさ
しい工場であり続けていただきたいです。

長年にわたる近隣地域の方々とのコミュニケーション活動

中国・南通

地域のニーズに基づいた課題を抽出し、多くの従業員が参加しやすい活動を行う

ため、5月を「思いやり月間」と定め社会貢献活動に取り組みました。

毎年「環境モニター会議」を開催し、近隣地域の皆さまに環境データや改善活動の

説明を行うとともに、工場見学を実施しています。40年以上続くこの取り組みを通

じて意見交換を行い、地域社会との持続的な関係作りに努めています。

社会貢献マインドを広げる「思いやり月間」をスタート

今年度、当社では“Micro Public Good”という制度を作りました。この制度は、従業員が思いやりを行動に移せる
よう、個人単位で参加しやすいボランティア活動の機会を会社が提供するものです。小さく始めた活動が積み重
なって、やがて大きな変化につながると考えています。活動を通じて一人ひとりがより良い社会を作る担い手として
活躍することで、会社や社会を大切に思う従業員が増えていけばと考えています。

■ 被災地域へ衣服と靴を寄贈 ■ 献血ボランティア　 ■ 野生動物保護センターへ寄付
地域の献血ボランティアに参加している従業員
たちの話を受け、南通赤十字社の協力を得て会
社として献血イベントを初めて実施しました。
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担当者コメント
経理部
Chun Jin

寄贈した衣服を
着た子ども達の
笑顔が嬉しかった

今後もこういった
活動に参加したい

自然や動物と共存するための
取り組み

6人のスタッフが運営サポートを行い、
30人が献血に参加

未来社会を担う人財確保のため、次世代育成の場を提供

中国・上海

当社では、「子ども達は国の未来そのものである」という考えの

もと、農村地域の小学校へ本や備品を購入する費用として

4,288RMBを寄付しました。この取り組みは、上海市の静安区

から紹介されたShanghai True Love Dream Education 

Foundationという団体を通して実現しました。会社からの寄

付に加え、従業員も積極的に参加し、読まなくなった本を寄贈し

ました。今後も子ども達の学習環境を整え、本を読む楽しさを

届けることで彼らの成長に貢献していきたと考えています。

子ども達に「本を読む楽しさ」を届けたい

❶ 会社から小学校へ4,288RMBを寄付

❷ 従業員から不要となった書籍21冊を小学校へ寄贈

従業員から集まった本を送る様子

地域の学生に職場体験の機会を提供

地域の小児ガン患者支援団体へ2,000€を寄付 地域の幼稚園へ砂場用サンルーフを設置するための資金を寄付 教育支援を必要とする地域の小学校へ18,000RMBを寄付（１２年継続）

寄贈先の小学校の様子

「ポリプラスチックスグループという企業市民として、社会を良くする機会を提供したい」
その考えを基に、世界中の従業員が各地のニーズに合わせた社会貢献活動に
取り組んでいます。

持続可能な社会を目指して

社会貢献活動

各自が自宅から不要になった書籍を持ち寄る際に、私たちは自分の子どもにも山岳地帯の小学生の話をしました。山岳
地帯の子ども達は、厳しい環境下でも懸命に勉強に励んでいます。そのことを知って、私たちの子どもも勉強に対する
姿勢を見直し、学習意欲を高めてくれました。従業員から寄せられた21冊の書籍は、新学期が始まる前に慈善団体を通
じて小学校に送られました。新学期に届いた本を見て、山岳地帯の子ども達が驚き、喜んでくれたら嬉しいです。

担当者コメント
人事総務
Joyce Qiu

ドイツ・ロイナ 日本・富士

ドイツ・オーバーハウゼン ドイツ・ロイナ 中国・南通

その他の活動

環境モニター
富士市田子浦地区区長連合会
副会長　新浜区長　時田 忠章様

①地域共生

②次世代育成

①地域共生

②次世代育成

③従業員のボランティア
マインド支援

参加していただいた方のコメント

機 会 提 供



日本では近年、子どもの理科離れが懸念されています。製造業を営む当社としても“将来のものづくり”を支える次世代育成の

ために活動したいと考え、今年度は富士商工会議所とともに地域の中高校生向けに講話を行いました。
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■ 地域ニーズに耳を傾けて　～地域のまちづくりセンターへ発電機を寄贈～

■ 子ども達に働くことやものづくりの面白さを伝える　～地域の中高校生向けに講話を実施～

■ 従業員の「もったいない」を社会のために役立てる！　物品寄贈イベントを実施
当社では、従業員一人ひとりの「社会に貢献したい」という

気持ちを後押しできるよう、会社として支援しています。今年

度は、NPO法人に寄贈する物品を従業員から募るイベント

「もったいない大作戦」を国内全拠点で実施しました。合計

6回のイベントの結果、多数の食品や約120着の子ども服、

日本円換算約141,000円分の外貨など多数の物資を寄贈

することができました。これまでも各拠点単位ではこうした

社会貢献活動を実施していましたが、全社一丸となっての

活動は初めてのことでした。
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到着した物品とNPO法人もったいないジャパン 代表 山本様 社内イベントの様子

社会貢献活動

チャリティーランへの参加

従業員の自発的意思による社会貢献活動を支援する

タイ・バンコク

タイ・バンコク

「母の日」をきっかけに貢献活動を検討した際、バンコクで犯罪被害を受けた母親と子ども達の生活支援を行うNPO

団体の取り組みを知りました。当社従業員にもこの活動を共有してともにサポートしたいと考え、物品の寄贈と寄付を

行いました。従業員からは不要となった衣服や靴、子どものおもちゃ、スポーツ用品、文房具、日用品などさまざま

な物資が集まりました。それら物資と、同じく従業員から寄せられた3,000タイバーツを支援団体に寄付しました。

地域のニーズに基づいた社会貢献活動を展開したいという

思いから、今年度は富士市役所を訪問しました。地域課題や

ニーズについてお話を伺うと、当社の社員寮跡地に建設され

る「富士南まちづくりセンター」で必要な備品が不足している

ことが分かりました。本センターは、現在も多くの従業員が居

住する地区の交流場所であり、災害時には地域の防災拠点

としての役割を担います。センターの機能充実と地域社会へ

の貢献のために災害時用の発電機、炊き出し器の寄贈を行

い、9月には富士市長より感謝状を授与されました。

母親と子ども達を支援するNPO団体を通じて、物品寄贈と寄付を実施

当社では従業員が主体的に参加できる社会貢
献活動に定期的に取り組んでおり、今回の活動
にも一人ひとりが積極的に参加しました。担当と
しても、ともに働く仲間と一緒に活動することで
互いのモチベーションが高まり、結果的に多くの
メンバーに気軽に参加してもらえたことや取り
組みに対する意見交換ができたことを嬉しく思
います。次の貢献活動について聞かれることも
あり、従業員のボランティアマインドが確実に
育っていることを実感しました。誠意をもってこ
のような取り組みを重ねるにつれて、従業員の
一体感も高まっていると感じています。

「小さなものでも役に立てるなら」と
従業員からさまざまな物資が集まりました

担当者コメント
総務人事
Siriporn

Chuaklangyai

集まった物資と従業員達

小長井義正市長（右）と、光内富士工場長（中）、山本総務部長（左）

マレーシア・クアンタン 台湾・高雄

視覚障がい者を支援するチャリティーランに30人の従業員が参加

NGO団体が主催したチャリティーランに従業員の家族を含む45人が参加

州政府が主催したチャリティーランに従業員53人が参加

この他にも各拠点で取り組んだ社会貢献活動を紹介

富士市立吉原第一中学校 
1年生クラス

地域で働くさまざまな職種の社会人を講師
に招いた職業講話が行われました。当社から
は「テクニカルエンジニア」として技術職の
講師が参加し、業務内容や仕事の面白さを
紹介するとともに、可能性に満ちた生徒達に
エールを送りました。

講師
TSC 市場開発グループ

藤田 容史

静岡県立吉原工業高等学校 
数理工学科 2年生クラス

「自動運転の現在と未来」をテーマに、当社の
樹脂が採用された自動車部品の紹介や、イラ
ストと動画を用いた自動運転のレベル別の
解説などを行いました。今後の自動車業界を
担う技術者に必要なスキルなど、生徒自身の
キャリアに関わる話題も織り交ぜました。

講師
TSC 市場開発グループ　

増田 深

実際の自動車部品や仕事で
訪れた外国での体験談に
生徒達は興味津々

身近な話題として未来の
自動車についても紹介

「将来的に自動運転車と
そうでない車が混在す
るとどうなるのか」と
いった具体的な質問が
寄せられました

寄贈した発電機

「CSRの考え方」に沿った社会貢献活動を展開③従業員のボランティア
マインド支援 日本国内のトピックス
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毎年、グループ全従業員でコンプライアンスの重要性を再認識するとともに、
コンプライアンスの実践・定着に重点的に取り組む期間として、コンプライアンス強調月間を設けています。

マネジメント

グループ全体で取り組む
コンプライアンス強調月間

マネジメント

今年度、特に力を入れた2つの取り組み

当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を定めています。この方針に基づき適正な業務

運営の確保を図るとともに、毎年11月にはグループ全社で自主監査を実施し、期末には各部

門・各グループ会社に対して、各組織の内部統制が有効であることを保証する報告書の提出を

求めています。また、内部統制の有効性を評価する内部監査を定期的に実施するとともに、

親会社であるダイセルと協力してグローバル監査体制を敷き、監査品質の向上も図っています。

内部統制

会社ルールを体系的に整理し、各ルールの内容に応じた
適正な制定・改廃決裁と順守を確保するため、会社ルール
の大もととなるポリプラスチックスグループ会社規程
類管理規程を制定しました。
ルールを体系的にわかりやすく整理することで、従業員
の理解を促進し、実効的かつ継続的なコンプライアンス
の徹底を図っていきます。

法令の順守や、企業に求められる社会規範、倫理観を尊重するため

「ポリプラスチックスグループ行動憲章」を定め、その解説冊子で

ある「私たちの約束」を従業員に配布しています。今年度は、使い方

の手引きや発展演習を盛り込んだ形で

本冊子の改訂を行いました。総務部や

法務部など関係部門が連携し、「私た

ちの約束」の浸透をはじめとするコン

プライアンスの教育に努めています。

コンプライアンス

社内ルールの明確化の推進  
グループディスカッションの題材(ケーススタディ)をグループ会社で発生した事例を
もとに作成しました。従業員からは、「自分たちの問題として考えることができた」「単に
会社ルールの順守という観点だけでなく、経営理念に立ち戻って何をすべきか議論が
できた」など非常に好評でした。

身近な事例を用いたグループディスカッション1

上司への相談、内部通報制度では伝えにくいコンプライアンス問題について、率直な
声を集めるためにグループ全従業員を対象にコンプライアンスアンケートを実施しま
した。寄せられた意見に対しては、会社として対応要否を検討し、その結果をフィード
バックするとともに必要な対策を実施しました。

従業員からの声を集める2

強調月間ポスター

その他実施したプログラム

効率的な業務執行を確保するとともに、企業経営の透明性を高めるため、コーポレートガバナンス体制を整備しています。

コーポレートガバナンス

グループ全体での効率的な経営と内部統制の確保の観点から、当社と
グループ会社との関わり方を明確にするため、本社承認事項、本社報告
事項、グループ会社共通適用ルールを定めました。

グループ会社管理規程の制定

●CEOメッセージの発行 ●強調月間ポスターの掲示

●役員・部門長対象コンプライアンス研修 ●eラーニング

●コンプライアンスセルフチェック＋アンケート

当社事業を取り巻く多様なリスクに対応するため、CSR委員

会を設置して定期的にレビューを実施しています。当委員会

では、リスクを「経営戦略リスク」と「業務リスク」に分類し、

対応優先度に応じたリスク管理活動を展開しています。今後

とも、事業環境、社会情勢の変化に着目し、リスクの低減に

向けた活動・対策に取り組んでいきます。

リスク管理の推進
南海トラフ地震や首都圏直下型地震を想定し、当社の事業

継続のための事業継続計画書（BCP基本文書）および各

種マニュアルを策定しました。有事

に備え、事業の早期復旧・継続を図

ることができるよう社内周知を図っ

ていきます。

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）

リスクマネジメント

より詳しい情報をWEBサイトで掲載中！
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＜商標帰属先の表示＞
■DURACON®、ジュラコン®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している
登録商標です。
■DURANEX®、ジュラネックス®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有して
いる登録商標です。
■FR-PET®は、帝人株式会社が日本その他の国で保有している登録商標で、ポリプラスチックス
株式会社が許諾を受けて使用している商標です。
■DURAFIDE®、ジュラファイド®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有して
いる登録商標です。
■LAPEROS®、ラペロス®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録
商標です。
■TOPAS®、トパス®は、TOPAS Advanced Polymers GmbHがドイツ、米国その他の国で保有
している登録商標です。
■WEB@TSC®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。
■PLAMOS®は、ポリプラスチックス株式会社が日本で保有している登録商標です。

お問い合わせ先

ポリプラスチックス株式会社
総務部  CSRグループ

〒108-8280 東京都港区港南ニ丁目18番1号 JR品川イーストビル
TEL 03-6711-8614／FAX 03-6711-8606
https://www.polyplastics-global.com

この印刷物はFSCⓇ森林認証紙を使用し、インキは揮発性有機化合物（VOC）を含まない植物油
100％のインキを使用しています。また株式会社トークの印刷物CO2排出量算出・積算システム
「カーボンアイ」を使用し、製造工程において発生したCO2排出量を算出・表示しています。 

キャッチフレーズに込めた思い
当社のCSRの考え方に沿って、従業員一人
ひとりが、業務もしくは個人の活動の中で
社会に貢献できることをプラスしていく。
その積み重ねが、持続可能で豊かな未来に
つながると考えています。

ポリプラスチックス株式会社

CSR Report 2019 
ひとりひとりのプラス・ワンが
未来を叶えるチカラになる

2018年4月～2019年3月




