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社 名 西川ゴム工業株式会社　（NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.）

所 在 地 〒733-8510　広島市西区三篠町二丁目２番８号

代 表 者 代表取締役 社長　　西川　正洋

設 立 1949年4月

資 本 金 3,364百万円　

従 業 員 数 1,324名　（ 連結：5,667名 ）

自 動 車 用 部 品 ゴム・樹脂シール製品，内外装製品等

一 般 産 業 資 材 住宅関連製品，土木関連製品，等

工 場 白木工場，吉田工場，安佐工場，三原工場

営 業 所 横浜営業所，宇都宮営業所，浜松営業所，名古屋営業所，大阪営業所，広島営業所，山口出張所

国内関係子会社 西川物産㈱， ㈱西川ビッグオーシャン， ㈱西川ゴム山口， ㈱西和物流，西川デザインテクノ㈱

ア メ リ カ NISHIKAWA COOPER LLC　／　Nishikawa of America, Inc.

タ イ Nishikawa Tachaplalert Cooper Ltd.　

中 国 上海西川密封件有限公司　／　広州西川密封件有限公司　／　 西川橡胶(上海)有限公司 

メ キ シ コ NISHIKAWA SEALING SYSTEMS MEXICO S.A. de C.V.

NISHIKAWA MANAGEMENT SERVICE S.A. de C.V.

イ ン ド ネ シ ア PT. NISHIKAWA KARYA INDONESIA

イ ン ド ALP NISHIKAWA CO., LTD.

イ ギ リ ス Nishikawa Rubber Co., Ltd. Europe Branch

　　　●　ISO14001認証取得状況

　　 【 環 境 管 理 体 制 】

　会社概要 （2015年3月31日　時点）

【 連 結 業 績 の 推 移 】

【 環 境 方 針 】

　環境マネジメント

【 海 外 拠 点 】

【 会 社 概 要 】

【 事 業 内 容 】

【 国 内 拠 点 】
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                        　　＜基本理念＞

　                        　＜行動指針＞
１.法令遵守

２.環境に配慮したモノづくり

３.環境負荷の低減

４.社内啓発活動

　環境関連の関係法規制等，及び当社が合意するその他の要求事項
を遵守します。

　開発・設計から廃棄までの製品のライフサイクルにおいて，環境負荷
物質の低減に取り組みます。

　事業活動において，省エネルギー・省資源・リサイクル・廃棄物の削減，
有害化学物質の使用抑制に取り組み，その継続的改善に努めます。

　全従業員の環境に関する法律遵守及び環境への意識向上を図るため，
環境教育を継続的に実施し，全社的な環境保全活動を推進します。

 当社は，環境保全を経営の重要課題として，社是（正道・和・独創・
安全）の精神で，製品の 開発・生産・販売 の 全ての段階において，
「地球にやさしい事業活動」を グループ全体で取り組みます。
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2014年度実績を踏まえ，2015年度～2017年度の計画を設定しました。

● ウェザーストリップ 省エネ トップコート塗料の開発

CO2排出量　　40,170 t

CO2原単位　　0.896

化学物質全成分把握
調査把握率　100%

2017年度2015年度目標

CO2排出量　　40,300 t

CO2原単位の削減

（排出量 t/売上高）
（P.7 参照)

CO2原単位　　0.868

目標項目

化学物質全成分把握
調査把握率　100%

● 次年度及び中期環境目標（2015年度～2017年度）

マテリアルリサイクルの推進
軽量化･樹脂化，マテリアル

リサイクルの技術開発

化学物質全成分把握
調査把握率　100%

CO2排出量　　39,000 t

　環境保全の取組み　（西川ゴム単体）

備　　考

　関係会社へ一部（主に仕入
商品）の商権移管で売上額の
減少によりCO2原単位が未達

となりました。

3

4

CO2排出量　　40,200 t

CO2原単位　　0.833

化学物質全成分把握
調査把握　100%

2016年度

軽量化･樹脂化，マテリアル
リサイクルの技術開発

軽量化･樹脂化，マテリアル
リサイクルの技術開発

4 マテリアルリサイクルの推進

化学物質全成分把握
調査把握　100%

3
製品含有化学物質管理

システム構築（REACH規制対応)

2 CO2原単位の削減 CO2原単位　　0.868

CO2排出量　　39,700 t1 CO2排出量の削減

№ 取組み項目

西川ゴム工業 の環境側面をふまえて，環境目的・目標を設定し活動しています。

2014年度目標

● 2014年度目標と結果

2014年度実績

軽量化･樹脂化，マテリアル
リサイクルの技術開発

　環境に配慮した新技術

CO2排出量の削減

（P.7 参照)

№

軽量化･樹脂化，マテリアル
リサイクルの技術開発

1

2

製品含有化学物質管理
システム構築（REACH規制対応)

CO2原単位　　0.800

　その“新塗料”の特徴は，次のとおりです。

　　　① より短時間での乾燥・硬化　（約８０％短縮 ※）
　　　② より低温での乾燥・硬化　（温度約１０％低下 ※）
　　　③ 塗装前の下処理の廃止　（レス化・効率化）

　　　　　　　　　　　　　　　　※当社従来ﾀｲﾌﾟとのﾍﾞﾝﾁﾃｽﾄ比較による

　この活動では，これらの成果を，製品の外観性維持，性能
の部分向上までも果たしながら達成しています。

　私達はこれまでに，ウェザーストリップ トップコート塗料を
業界内でいち早く溶剤系から水性に置換し 環境貢献をおこ
なってまいりましたが，今後　この新塗料を押出ラインはもと
より 仕上ロボット塗装など　多くの工程で積極的に展開する
ことで，生産工程での省エネ・効率化においても　環境貢献
を力強く推進してまいります。 表面塗装に求められる役割

　当社グループの 主力製品『ウェザーストリップ』には，自動車にかかる様々なシーンに適合する 多様な特性が求めら
れます。それらを ゴム基材 だけで対処するのは困難であり，表面への塗装（塗膜）は必要不可欠な技術です。
　この塗装工程は，通常「塗装」と「乾燥」の２つの工程から成り，ウェザーストリップ製造工程の中で，作業面でも環境
面でもボトルネック工程となっていました。
　私達は 今回，この塗装に使われる塗料の 大幅な改善に着手し，飛躍的に改善することができました。
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● 廃棄物量の削減（西川ゴム単体）

● リサイクル率の向上（西川ゴム単体）

● 廃棄物処理費用の削減（西川ゴム単体）

● リサイクルの内容について（西川ゴム単体）

　廃棄物に関する取組み

　2014年度の廃棄物は4.1％の減少となりましたが，売上額あたりの廃棄物量（原単位）は，2013年度比0.8％の増
となっております。　これは 一部の商品売上を主とする得意先の関係会社移行による影響です。
　当社では引き続き，歩留の向上，不良率の低減および全社で使用する木製パレットを耐久性のある樹脂パレッ
トに変更する等，廃棄物発生の抑制に継続的に取り組んでいます。

埋立量・リサイクル率推移表
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廃棄物量あたりの費用
（2004年度を100とした指数）

50

60

70

80

90

100

110

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(年度)

(指
数

)

0

　当社のリサイクルの内訳は，27％がマテリアルリサイクル，20％がケミカルリサイク
ル，そして残りの53％がサーマルリサイクルです。

2014年度リサイクル内訳

サーマル
リサイクル

53%

ケミカル
リサイクル

20%

マテリアル
リサイクル

27%

【マテリアルリサイクル】
　ゴムの廃材を利用したゴム板を作
成し，一部の自動車のガソリンタンク
緩衝材や住宅の防音床や，人工芝用
資材として，又 ポリエチレンシートの
端材をエアコンのドレンホースの材料
として再生されています。

【ケミカルリサイクル】
　ゴム廃材を連続乾留し，生成された
芯金と炭化物をそれぞれ売却してい
ます。

【サーマルリサイクル】
　セメント会社の原燃料として利用されています。また，RPF（Refuse
Paper ＆ Plastic Fuel の略称で固形燃料）の原料の一部となり，多くは
製紙会社の燃料として利用されています。

　廃棄物総量の削減，リサイクル率の向上と合わ
せ，処理費用の削減にも取組んでいます。
　リサイクル用途の検討や処理ルートの工夫，新規
委託業者の検討などの活動をしています。

 ※) PCB含有物の処理費用は，含んでいません

　2009年度に，目標としてきたリサイクル率99%を達
成し，2012年度以降100％を継続しています。
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● 廃棄物の有効利用（西川ゴム単体）

● 海外グループ会社のリサイクル率

●  CO2排出量の推移(西川ゴム単体) 　　　　　　●　CO2原単位の推移(西川ゴム単体)

● 物流改善(西川ゴム単体)

　CO2排出量削減の取組み

連続乾留炉

ガソリンタンク

　海外グループ会社でも，廃棄物のリサイクル
率の向上を目標として取り組んでいます。
　100％リサイクルを 達成した会社も出てきて
います。

廃棄物のリサイクル率
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0

(海外グループ会社の名称)
　NISCO：NISHIKAWA COOPER LLC（アメリカ）
　NTR：Nishikawa Tachaplalert Cooper Ltd.(タイ)
　SNS：上海西川密封件有限公司（中国）
　GNS：広州西川密封件有限公司（中国）

　乾留技術の詳細については，
　　　　http://www.nishikawa-rbr.co.jp/technology_recycle.php
　炭化物をアスファルトへ添加する技術の詳細については，
　　　　http://www.nishikawa-rbr.co.jp/technology_asphalt.php
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をご参照ください。

CO2排出量の推移
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　CO2換算係数は，下記の値を使用しました。
　　　　・電力：　　0.555   kgCO2/kWh（代替値）
　　　　・A重油：　2.71    kgCO2/L
　　　　・LPG：　　 3.00    kgCO2/kg
　※出典：　算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧　（環境省）

　2014年度は，ライン/設備の稼働率アップなどによる改
善活動が功を奏したことなどにより，順調に CO2排出量

の削減を行うことができました。
　　　　　　　　　　　　（削減量△1,936t/削減率4.6％）

　CO2排出量削減，原単位改善に向けて，生産拠点及

び本社等の非生産拠点それぞれに，原単位目標を設
定して取り組んでいます。
　2014年度は，一部の仕入商品の商権移管によって，
売上金額の伸び悩みがあり，結果的に原単位実績は
横ばい状態となりましたが，新たに中期目標（～2017年
度）を掲げ引き続いての削減を推進します。

　当社の2014年度の輸送量は，2013年度に比べ，微増
の1,277万トンキロとなりました。 売上額で割った原単位
は，2013年度に比べ約6％上がって2012年度レベルと
なっています。
　これは，一部の仕入商品の商権移管によって，売上金
額の伸び悩みがあったためですが，今後も荷姿の改善
による積載効率の向上，物流拠点の統合化による工場
間輸送の削減等を継続的に行い，原単位削減を推進し
てまいります。

CO2原単位の推移
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　工程内ゴム廃材を炭化させたものとアスファルトを組合わせることにより，丈夫で安価な排水性アスファルト混合物を作る
ことに成功しました。
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● 　国内グループ会社のCO2排出量推移

● 　三原工場　エネルギー優良事業者等中国経済産業局長表彰

　外部評価

CO2排出量の推移
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西川ｺﾞﾑ山口

西川物産

　CO2換算係数は，下記の値を使用しました。

　　　　電力：    0.555  kgCO2/kWh（代替値）

　　　　A重油：  2.71   kgCO2/L

　　　　LPG：     3.00   kgCO2/kg

　出典：　算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧　（環境省）

　グループ各社も，2008年度より当社と歩調を合わせた
省エネ活動を実施しています。
　2014年度のCO2排出量は，前年度比 約7%減の7,645ｔと

なりました。

(注1) 2012年～西川ﾋﾞｯｸ
　ｵｰｼｬﾝが西川ﾋﾞｯｸｳｪﾙ
　を吸収合併
(注2) 2014年～西川物産
　が西和工業を吸収合併

　平成２７年２月１６日（月） メルパルク広島にて，２０１４年度省エネルギー月間中国地区表彰式が開催され， エネル
ギー優良事業者等中国経済産業局長表彰が１１社， エネルギー管理者功績者中国経済産業局長表彰が１３名， 省エ
ネ推進者功労者一般財団法人省エネルギーセンター中国支部長表彰が１４名， 電気管理者優良者中国地方電力使
用合理化委員会委員長表彰が４名， 選出され それぞれ表彰を受けました。

　その中で当社の三原工場は，エネルギー優良事業者等中国経済産業局長表彰を受賞し，三原工場を代表しまして齋
藤修執行役員が中国経済産業局　畑野浩朗局長より表彰状を拝受いたしました。

　受賞理由として 押出ラインの短縮， コンプレッサーの排熱利用による暖房， 成形機のマシンタイム短縮， ＬＥＤ照明
の推進 等の省エネルギー活動が高く評価されました。
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●

●

●

緊急事態対応訓練

　環境コンプライアンス

　環境負荷物質の管理・低減

低濃度PCB含有機器の管理

● 環境関連法規制に基づく環境負荷物質（SOC※1）管理システムの構築

高濃度PCB廃棄物処理

　保管中の機器（PCB廃棄物）の管理は，法律に基づ
き実施しております。

広島市への処分届出書
産業廃棄物マニフェスト

　当社では，緊急事態を想定
した訓練を実施しています。
　右の写真は，安佐工場での
重油が漏洩した場合を想定し
た訓練の一例です。

蛍光灯安定器(廃棄物)

廃棄処理時識別ラベル

　欧州のELV指令※2，RoHS指令※3，REACH規則※4，
法規制やお客様からの要求をふまえ，弊社では使用

を規制する環境負荷物質（SOC※1)リスト〔NSE0001；環
境負荷物質の管理規定〕を制定し，右のような体制を
構築して，SOCの管理・低減をグローバルで取り組ん
でいます。

※1 ：SOC（Substances Of Concern）
※2 ：ELV（End of Life Vehicles）指令
※3 ：RoHS（Restriction of Hazardous Substances）指令
※4 ：REACH（Registration, Evaluation, Authorization and
　　　 Restriction of Chemicals）規則

［西川ゴム工業の製品含有化学物質管理のフロー］

　当社には，使用中のものと保管中の低濃度PCB含有機器があり，受電設
備の“トランス”や“コンデンサ”があります。

　２０１４年度は，高濃度PCB廃棄物の対応として，“蛍光灯安定器”２台の処分を行いました。
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● PRTR物質の削減

● 2014年度環境負荷物質の移動・排出状況 (2014.4～2015.3)

　

　

　　　　　　　　　

● 揮発性有機化合物（VOC※）の排出量削減

　環境負荷物質の排出状況

PRTR対象物質の 取扱量 推移
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　1999年に制定されたPRTR※1法（特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律）に
指定された特定化学物質については，排出量を算出しております。
　これら化学物質の使用量の削減対策は，製品設計の見直し，改善により取り組んでいます。

※1 PRTR ： Pollutant Release and Transfer Registerの略
　　　　　　　環境汚染物質排出・移動登録制度
※2 SDS ： Safety Data Sheetの略
　　　　　　　化学物質の性状及び取り扱いに関する情報を記載
　　　　　　　した化学物質安全性データシート

　2010年4月に改正PRTR法が施行となり，第一種指
定化学物質の数が増えた影響で，取扱量は増加し
ました。　2012年度は，重油に含まれる“メチルナフタ
レン”の集計を新たに実施したため，取扱い量が増
加しています。
　2014年度は，有機溶剤の“トルエン”などの削減活
動を進めた結果，2014年度の排出量・移動量は 前
年より微量ながら減少（1.6％）となっております。

　当社は，日本ゴム工業会のVOC排出量の削
減自主規制計画に賛同し，VOC削減活動を実
施しています。

西川ゴム工業　VOC排出量推移
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　VOC排出量については，早い時期から有機溶剤塗料
の水性塗料への切替えを行ってきた結果，日本ゴム工
業会の自主目標（2000年度比35%削減）を2005年度に
は前倒しで達成しました。
　また，自動車工業会の進める車室内VOC低減活動の
ために，VOC含有素材使用制限活動を展開していま
す。その結果，2014年度のVOC排出量実績は，前年度
より6%削減の8.8ｔとなりました。
　今後もVOC排出量の低減を進めて行きます。

2010年VOC削減目標
　198.3t/年(35%以上削減)

2005年度に
削減目標を達成
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≪算出方法等≫

インプット

原　　材　　料

エネルギー投入量

PRTR対象物質

　　　　　　　 （エネルギー消費量×CO2換算係数）

大気への排出

廃棄物の排出

アウトプット

排　　水　　量

　２０１４年度の環境パフォーマンスまとめ　（西川ゴム単体）

　水資源投入量と同じ値（蒸発量は測定できないため，無視しています）

　NOx，SOx：工場・事業所の排気口（ボイラー等）から排出される

　　　　　　　　排ガス中の物質濃度を測定した結果に基づき算出

　対象の年度に工場・事業所において埋立処分，単純焼却，リサイクル

　された量

　購入した原材料・配合薬品類の量

　工場・事業所における電力，油，ガスの消費量

　工場・事業所におけるPRTR法の対象とされる化学物質

　CO2：工場・事業所におけるエネルギー消費にともなうCO2排出量

原材料

ゴム・樹脂等配合原材料
　　　　　　  　　　　　　 25,875 t

エネルギー投入量

PRTR対象物質　　   156 t

インプット 事業活動 取り組み課題

設計開発 製品の軽量化

水溶性塗料への切替

環境負荷物質の削減

車室内VOCの低減

資材調達

グリーン購入の推進

製品製造 CO2排出量の低減

環境負荷物質の削減

廃棄物量の低減

リサイクル率の向上

再利用
再使用

冷却用水の再使用

アウトプット

製品

樹脂化促進による
　材料再使用率の向上

大気への排出

廃棄物等の排出

水資源投入量   　891 千m3 排水量         891 千m3

炭化物のｱｽﾌｧﾙﾄ
　への利用促進

自動車用シール材
住宅用シール材
土木関連シール材
　　　　　　　　　　　　　他

CO2　　40,170 t

SOx　　　　1.7 t
NOx　　　　0.4 t
VOC　　　　8.8 t

廃棄物量　　 5,487 t
ﾘｻｲｸﾙ率　　  100 %
PRTR移動量　3.21 t

購入電力　55,246 Mwh

LPG　　　　　　2,991 ｔ

重油　　　　　 198 kl

8



● 安佐工場　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪久地小学校　校庭石拾い≫

≪「久地学区ふれあい大運動会」への参加≫

≪工場周辺一斉清掃≫

● 白木工場　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪工場周辺のクリーンウォーク≫

　地域貢献活動・環境保全活動・コミュニケーション

　2014年9月12日17時より，安佐工場+西川ﾋﾞｯｸｵｰ
ｼｬﾝ総勢約60名が参加し近隣の小学校（久地小学
校）校庭の石拾いを行いました。毎年同小学校で行
われる運動会の前にボランティア活動の一環行事
としての取組みで，今回で6回目となりました。

　9月21日 参加した大運動会の場で，タイから
の研修生が踊りを披露して，地元の方との交
流を図ることができました。

　2014年5月・6月と，西川ﾋﾞｯｸｵｰｼｬﾝとの合同
で工場周辺清掃ならびに，近隣の水口神社の
草刈ボランティアを行いました。

　4月26日 大型連休前半に総勢60名参加（管
理職、組合員、外国人実習生）して工場周辺
の道路沿いと最寄の上三田駅の清掃を行い
ました。
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● 吉田工場　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪工場周辺清掃≫

≪地域でのお祭りへの参加≫

● 三原工場　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪『エヒメアヤメ』 自生地の下草刈作業参加≫

≪工業団地内の清掃活動≫

≪広島赤十字血液センター来車による献血協力≫

　地域貢献活動・環境保全活動・コミュニケーション

　2014年７月４日　工場周辺の一斉
清掃を実施しました。

　2014年７月19日　実習生にも協力
いただき，地元のお祭り“一心祭り”
へ参加させていただきました。

　毎年2月頃，地元町内会・小中
学校・保存会・工業団地企業等
により実施する，国の天然記念
物となっている“エヒメアヤメ”の
保存のための下草刈に参加して
います。

　2014年11月に小原工業団地協議会
主催による清掃活動に参加をしました。

　2014年9月9日400ml/人
の献血で24名の方が協力
をしていただきました。

10



● 西川物産　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪会社周辺定期清掃≫

● 西川ゴム山口　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪グリーンカーテン≫

≪地域の清掃活動≫

　地域貢献活動・環境保全活動・コミュニケーション　（国内関係会社）

　西川物産では，毎月　第２
月曜日を「周辺清掃の日」とし
て定期的な清掃活動を行って
おります。

　西川ゴム山口では，毎年 事務所棟
の会議室へ“緑のカーテン”を設置
（社内工事対応）することで，室内温
度の上昇を抑え，エアコン使用電力
量削減へ貢献しています。

　2014年6月10日　工場団地内の一
斉清掃を行いました。
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● NISCO　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪"Indiana Environmental Stewardship Program"への登録≫

≪アメリカ心臓協会への寄付≫

≪癌学会主催ウォーキングへの参加≫

≪保存食の地域への寄付≫

≪"United Fund"への参加≫

● NTR　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪工場周辺清掃・草刈・路面補修の活動≫

　地域貢献活動・環境保全活動・コミュニケーション　（海外関係会社）

　NISCOでは，"Indiana Environmental
Stewardship Program" へ参画（参加企業とし
て登録）し，汚染防止や廃棄物削減の活動を
進めています。

　NISCO はAmerican Heart Association（アメリカ心
臓協会）に寄付を行っています。
　この協会は患者支援団体で，心血管障害、脳卒
中の研究および，心肺蘇生教育に関する情報発信
団体であり，世界的権威団体でもあります。

　NISCOの従業員
は，毎年米国癌学
会主催の「乳がん
の撲滅」を目的とし
た５kmウォ－キング
大会に参加してい
ます。

　NISCOは，"United Fund"に参
加しています。　"United Fund"
は，地域の団体と一緒になって
地域問題を解決するために資
金や人材を活用します。

　NISCOの従業員は，保存食を集め地域
の食料庫へ寄付しています。

　NTRでは，2014年4月11日に
工場周辺の溝を清掃しました。

　2014年10月～11月に工場周辺の草
刈，路面修理を行い，12月にも引続いて
路面補修と道路線引きを行いました。

< 海外グループ会社の名称 >
　NISCO：NISHIKAWA COOPER LLC（アメリカ）
　NTR：Nishikawa Tachaplalert Cooper Ltd.(タイ)
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● SNS・ＧＮＳ　地域貢献・環境保全・コミュニケーション

≪クリーンウォーク≫

≪消防中隊への慰問と技能競技会参加≫

≪献血への協力≫

　地域貢献活動・環境保全活動・コミュニケーション　（海外関係会社）

（ＧＮＳ）2014年6月15日，工場周辺の掃除を行いました。

（ＧＮＳ）2014年6月15日，無償献血活動をおこないました。

（ＳＮＳ）7月　松江区永豊街道の消防中隊へ，
　酷暑での作業に敬意を表して慰問を行いました。

（ＳＮＳ）工場の周辺の掃除を5月，10月の2回
　　行いました。

（ＳＮＳ）松江区永豊街道の消防技能競技で，
　　　一等賞を獲得しました。

（ＧＮＳ）生活環境を守るため企業周辺の
　　　街道で「ビラはがし」を実施しました。

< 海外グループ会社の名称 >
　SNS：上海西川密封件有限公司（中国）
　GNS：広州西川密封件有限公司（中国）

13



作成日　：

TEL　082-237-9330（直通）
FAX　082-238-3983

発行元　：
　品質保証本部
　 環境安全部

　2015年7月31日

連絡先　：


