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平成 20 年 5 月 14 日 

各      位 

会 社 名  石 原 産 業 株 式 会 社             

代表者名  取締役社長 織 田 健 造 

（コード番号 4028   東・大 第１部） 

問合せ先  取締役   炭 野 泰 男       

     （TEL．  06－6444－1850） 

 
 

「コンプライアンス総点検」結果等のご報告について 
 
 
当社は、平成 19 年 10 月、有機物残渣不法投棄問題に関して徹底した原因調査分析、確実な再発防

止策、今後を見据えた社内体制の構築、厳正な処分を実施するため、外部の弁護士 3 名で構成される

「第三者調査委員会」を設置し、平成 19 年 12 月 28 日に同委員会より調査報告書を受領しました。

しかしながら、上記問題の判明後も社会の環境意識の高揚にかかわらず当社の認識と対応が遅れてい

たことを原因とした過去の事案に関する不祥事が相次いで判明したことから（後述Ⅱ参照）、今も残り

うる悪しき体質を直視し、過去の不祥事、隠蔽体質から決別する総仕上げとして、今般、当社グル－

プ全従業員を対象とした「コンプライアンス総点検」（資料 3）を実施しました。その結果、資料 4の

通り過去における不適切事項を確認し、関係する行政当局に報告しました。「コンプライアンス総点検」

の結果とこれを受けた包括的、抜本的な再発防止策と併せ、第三者調査委員会による調査報告、及び

同報告に則り有機物残渣不法投棄事案以外のフェロシルト問題等も含めて決定した社内処分について

もご報告申し上げます。 

｢コンプライアンス総点検」により確認しました過去の不適切事項の多くは、既に対応済み、もしく

は行政当局のご指導を得て諸対策に着手しておりますが、当社といたしましては、今回判明した事実

を重く受け止め、地域住民の皆様の安全・安心を第一義とした対策の確立と確実な実行を行政当局の

ご指導の下、実施してまいる所存であります。また、過去の経営風土と決別した、新生石原産業の構

築に向け、今後二度とこのような問題が発生しない抜本的な再発防止策（資料 5）を徹底してまいり

ます。 
 

記 
 
Ⅰ．第三者調査委員会による有機物残渣不法投棄問題に関する調査報告について 

調査報告書（資料 1 参照）では、 
① 佐藤副工場長（当時、以下「副工場長」といいます。）を頂点とする四日市工場の現場職員らが

違法と知りつつ副工場長の強い指示に反対できず、工場長あるいは本社に通報せず、副工場長

の命ずるままに実行された。 
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② 本件不法投棄はフェロシルト同様、石原産業が廃棄物処理部門をすべて副工場長の所管にし

てきた点や二重、三重のチェック体制が不備であった点において、その結果に対する重大な

責任がある。さらに、当該事実を把握してから 2 年余り公表せず、その間発見された有機

物残渣を本社の上層部の認識・認容のもと四日市工場に回収し保管し続けたことは、石原産

業の当時の経営陣に重大なコンプライアンス違反があったものと言わざるをえない。 
③ 本件不法投棄は、廃棄物部門の管理が適正になされていなかったことに端を発しており、廃

棄物の管理、処理方法が本社及び工場長の手で適正にマネージメントされなければ、再び同

様の問題を起こす虞がある。企業理念の周知徹底や社風の転換が求められるとともに内部統

制を構成する統制環境としての組織を有効に活用する手立てやコンプライアンス体制充実

のためのインフラ整備が講じられるべきである。 
④ フェロシルト問題の時にも格別の処分がなされなかったことに鑑み、本問題及びフェロシル

ト問題に一定の区切りをつけるためにも関与者に対し適正な手続により相応な処分がなさ

れるべきである。 
との内容が記載されております。調査報告書は大部にわたるものですが、個人のプライバシーの

問題等があることから、資料 1 の通りその要約を公表させて頂きます。 
 

Ⅱ．ばい煙発生施設の排出基準超過、フッ酸の漏洩事故及び工場内の埋設物・土壌汚染について 
平成 20 年 1 月、当社四日市工場におけるばい煙発生施設に関して、監督官庁より指示を受け、

過年度のばい煙発生状況の調査を実施した所、一部の設備において窒素酸化物（NOx）濃度及び、

ばいじん濃度が排出基準値（大気汚染防止法により定められている数値）を超過していたこと及び

監督官庁への連絡を怠っていたことが判明し、このことを監督官庁へ報告し、公表しました。なお、

現在のばい煙発生施設については、全て排出基準値内で問題のない操業を行っております。 
平成 20 年 3 月、当社四日市工場におけるフッ酸タンクのポンプ吐出部の配管接合部からフッ酸

の漏洩事故が発生し、フッ素濃度が社内分析で排水基準（水質汚濁防止法により定められている数

値）を超過していたこと及び監督官庁への連絡遅延が判明しました。速やかにこの事実を公表する

とともに原因調査を行い、設備・通報面での改善対策を実施し、恒久的な対策に着手しました。 
平成 19 年 12 月、当社四日市工場内で不正に処理された有機物残渣を含む産業廃棄物の撤去作業

を行っていたところ、その地下部より放射性物質が付着した廃材が埋設されていることが判明しま

した。現在これら埋設廃材を掘り出し工場内で適切に保管、管理するとともに原因と経緯について

調査を行っております。 
また、平成 20 年 3 月、監督官庁から工場内における産業廃棄物の埋設と土壌汚染について立入

調査を受け、工場内のボーリング調査に着手しました。調査の過程において地下水環境基準を

超える砒素などが検出されましたので、直ちに監督官庁に報告の上、調査を進めるとともに、

監督官庁の指導のもと適切な対策を講じてまいります。工場内の埋設物につきましても、後述

のコンプライアンス総点検で指摘のあった箇所と併せ、その事実関係を調査しております。 
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Ⅲ．社内処分 
有機物残渣不法投棄問題及びフェロシルト問題について資料 2 の通り社内処分を決定しました。

本処分にあたっては、第三者調査委員会委員長播磨政明弁護士より、「誰が防ぎえたか及び再発防止」

の観点から両問題の関与者についての責任の軽重と採るべき措置について意見書の提出を受け、取

締役・執行役員は本日の取締役会にて、従業員は社内規定に則り、厳正かつ慎重に検討し各々決定

しました。また、ばい煙発生施設の排出基準超過問題（上記Ⅱ参照）に係る処分も併せて決定しま

した。 
 
Ⅳ．コンプライアンス総点検結果の報告について 
１．総点検の実施方法 

コンプライアンス総点検は、平成 20 年 3 月、資料 3の通り社長名により当社グル－プ全従業員（除

く海外子会社）を対象として、記名式にて過去、現在を問わず日常業務の中で「何かおかしい」、「間

違いではないか」、「問題があるのではないか」など自他にかかわらず不適切な行為をすべて明らか

にし、社長宛に報告することを要請しました。報告される不適切な行為の内、自らの非を認め報告

された事項については、問題の徹底した総浚いをするためコンプライアンス上問題があっても原則

処分しないこと、但し総点検以降に判明した問題ある行為に対しては厳正に処分することをあらか

じめ通知して行いました。従って、これにより判明した不適切事項に関しては社内処分を行いませ

ん。なお、私的な経済的利益追求にかかわる不正行為は処分対象としましたが、該当する事案はあ

りませんでした。 
 

２．総点検により抽出された不適切事項 
コンプライアンス総点検で報告された事案について、その発生時期、違反の重大性、周辺環境へ

の影響などを総合的に考慮した結果、資料 4の通り過去における不適切事項を確認し、関係する行

政当局に報告いたしました。 
 

Ⅴ．コンプライアンス総点検結果等により判明した不適切事項の発生の原因と再発防止策について 
１．発生の原因 

フェロシルト問題、有機物残渣不法投棄問題、総仕上げとして行ったコンプライアンス総点検等

により判明した過去の不適切事項をもたらした主な原因は、 
・ ル－ル遵守よりもコストダウン・生産を優先する誤った経営体質及び不正に対してすら“ノ－

“と言えない上意下達の企業風土が醸成されていた。 
・ 社会の環境意識の高揚に伴い年々厳しくなる法令・ル－ル等に対しての本質や目的の正しい認

識が不足していた。 
・ 操業部門に対する牽制機能を果たすべき環境安全部門に適切な権限設定や人事措置（必要な人

材投入、現業部門と牽制部門の兼務回避等）がとられていなかった。 

・ 独立した内部監査組織が設置されていなかった。 

ことであったと判断しております。最初の 2 項目は経営体質や意識といった問題であり、後の 2 項



4 

目は組織制度というインフラやシステムの問題であると考えております。 
平成 17 年 11 月、当社はコンプライアンス宣言を一つの契機として、社内にコンプライアンス委

員会や内部監査室を設置し、コンプライアンス体制を再構築する他、日常業務においても業務上必

要な法令・ル－ル等に関するサポ－ト体制を整備し、多重チェックが機能する業務プロセスの再構

築を終え、社内にはコンプライアンス意識は着実に高まり、定着しつつあります。しかしながら、

有機物残渣不法投棄問題等やコンプライアンス総点検により判明した過去の不適切事項について、

上意下達の社風があり、おかしいと気がつきながらそのことを言い出せず長期間にわたって社内報

告されなかったことを鑑みれば、前述の通り、経営体質と組織制度の両方の側面で改善、改革を推

進し、コンプライアンス前提の経営を徹底していく必要があると考えております。 
 

２．再発防止策 
当社は不適切・不法な行為を行っていた事実と、そのような行為を行わせていた風土が存在して

いたことを重く受け止め、このような問題を二度と発生させないとの強い決意の下、下記を要旨と

する再発防止策を徹底するとともに、資料 5 に記載の改善策の継続的な実践に取組んでまいります。 
（1）しない風土、言い出す取り組み 

・ 不適切・不法な事項を発生させた「上の立場の者の不正に対して“ノ－“と言えない」企業風

土を改善するため、経営トップが積極的に現場に出向き、従業員との直接対話を繰り返し、情

報のバイパスルートを構築するとともに、コンプライアンス前提の強い意志と熱い思いを伝え

るなど率先して啓発活動を継続し、素直に何でも言い出せる風土と風通しの良いコミュニケ－

ションの仕組みをつくってまいります。 
（2）直す仕組み 

・ 従来以上に周辺環境と労働安全に配慮した工場操業に努めるため、四日市工場における環境安

全面への設備投資を重点的に行ってまいります。 
・ 不適切な事項の「芽」を早期に発見し是正するため、現場における操業と牽制機能の分離を更

に徹底してまいります。 
・ 監査・牽制機能の有効性を確保するため、本社における内部監査部門、環境部門等を強化して

まいります。 
・ 法令・ル－ルの解釈の間違い、理解不足による手続き不備を防止するため、法令違反等を起こ

さないための作業基準書の見直しを進めてまいります。 
・ 定期的な人事異動を通じて、人事の硬直化を防止し、組織の活性化と内部統制機能の有効性の

確保を図ってまいります。 
・ 情報公開の一環として、平時においても環境デ－タの公開や四日市工場の見学・説明会等に積

極的に取組んでまいります。 
・ 学識経験者等の第三者による専門委員会を設置し、その指導を得ながら土壌・地下水汚染の調

査、修復に取組んでまいります。 
 

以上 
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平成 19 年 12 月 28 日 
 

石原産業株式会社御中 
 

第 三 者 調 査 委 員 会 

委員長  播 磨 政 明 

委 員  水 間 頼 孝 

委 員  近 森 裕 行 

 
 

調 査 報 告 書（ 要 約 ） 
 

１． 調査の目的と視点 
 本報告書は、石原産業株式会社（以下石原産業という。）における有機物残渣の不

法投棄に関する問題を、石原産業の顧客・取引先はもとより社会全体の不安を払拭す

る目的で、廃棄物管理体制と内部統制の実態という視点から、分析解明したものであ

る。 
 具体的には、不法投棄に関与した関係者とそれを指示・命令した経営層について、

不法投棄に至った事実関係、管理体制の実態、採るべきであった措置を調査・分析し

た。その結果をもって、社内関係者の特定と責任の軽重を示すとともに、根本的な要

因の分析解明を行い、再発防止策、今後を見据えた社内体制の構築案を提言するもの

である。 
  
２． 事実関係 
（1） 不法投棄の経緯 
 本件不法投棄は、石原産業四日市工場（以下四日市工場という。）から発生した有

機物残渣を適正に処理することなく、焼石膏、石灰乳と混合し、当時販売していたフ

ェロシルトを仮装し、フェロシルトＢとしてそのうち 257.06ｔを平成 16 年 11 月 8
日から 12 月 3 日にかけ工場外に搬出し、瀬戸市広之田地区に不法に投棄したもので

ある。 
フェロシルトの製造販売責任者でもあった取締役で四日市工場副工場長（兼石原ケ

ミカル代表取締役専務）佐藤驍氏（以下佐藤副工場長という。）が、フェロシルトの

関連業者と共謀し、有機生産総括部長と事務管理総括部長を兼任する工場次長の承認

のもとに、環境保安グループ等に指示して本件不法投棄を行わしめたものである。本

件不法投棄は、佐藤副工場長を頂点とする四日市工場の関係者が違法であることを認

資料１ 
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識しながら、佐藤副工場長の強い指示に反対できず、工場長あるいは本社に通報せず、

佐藤副工場長の命ずるままに実行された。佐藤副工場長の支配下にあった石原ケミカ

ルの社員が関与した他、佐藤副工場長の指示で石原物流サービスの幹部が上司の了解

を得ずに不法投棄に関与していた。四日市工場においては、事務管理総括部が充分に

機能せず、むしろ同部環境保安グループにおいては消極的であったにせよ主体的に佐

藤副工場長に追随し、混合及び不法投棄作業を推進し、フェロシルトの問題が新聞に

報道されたことで工場外に投棄できなくなった有機物残渣 70 トンについては石膏を

かぶせて工場内に隠蔽した。 
 

（2） 不法投棄以降の経緯 
その後佐藤副工場長は、本件不法投棄に関与した業者に対し、自己資金 200 万円に

加え工事発注の形をとって会社の資金 500 万円弱を流用し支払った。本件不法投棄と

資金流用は、平成 17 年 8 月上旬には石原産業前工場長（以下前工場長という。）の知

るところとなり、前工場長の報告を契機に当時の石原産業社長（当時、以下前社長と

いう。）を始めとした一部の役員も知ることとなった。フェロシルト問題については、

平成 17 年 10 月 12 日に公表されたが、本件不法投棄問題は公表されなかった。 
 平成 18 年 5 月にフェロシルト埋設現場である瀬戸市余床地区でのフェロシルト回

収作業中に発見された有機物残渣は、行政当局に報告することなく、前社長の黙認の

下、同年 6 月 3 日から 8 月 20 日にかけて四日市工場に搬入され、コンテナ内に保管

された。 
 平成 19 年 7 月 11 日の石原産業フェロシルト対策委員会での席上、前工場長より有

機物残渣の不法投棄及び四日市工場への搬入について申告があり、織田社長より、調

査の上公表する方針が出された。その後、ボーリング調査、社内調査を経て、平成 19
年 9 月 21 日本件不法投棄等は公表され、この前後に役員の一部について、処分ない

し辞任がなされた。 
 
３． 廃棄物管理体制と内部統制の実態 
 フェロシルト同様、廃棄物管理、処理部門をすべて佐藤副工場長の所管にしてきた

点において、石原産業には人事職制上の欠陥があったというほかなく、その違反の結

果について重大な社会的責任があると言われてもやむをえない。さらに、明確な不法

投棄でありながら当該事実を把握してから事実未確認として 2 年余り公表せず、その

間発見された有機物残渣を本社の上層部の認識・認容のもと四日市工場に回収し保管

し続けたことは、石原産業の経営陣に重大なコンプライアンス違反があったものと言

わざるをえない。 
 

４． 原因分析 
有機物残渣が溜まった原因は、佐藤副工場長が焼却炉を操業して残渣を適正処理す
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ることよりも製剤業務による生産増大を優先したことによるが、生産現場においては、

最後の工程である廃棄物の処理まで配慮した物つくりが確立されていなかったこと

も原因と考えられる。また、佐藤副工場長が不法投棄に及んだ原因として、当時の経

営陣の四日市工場に対するコストダウンの要求が強かったことを否定するのは困難

である。 
佐藤副工場長は、長期間にわたる四日市工場副工場長、石原ケミカルの役員として

の地位を利用して、部下に違法な行為を指示し資金を流用することが可能であった。

本件不法投棄は、佐藤副工場長の強い指示に従う人的体制が四日市工場内で構築され

ており、支出のチェック機能が働かず、不法投棄が可能な職場環境にあったこと、折

からのフェロシルトの搬出に仮装して投棄することが可能であったこと等の要因で

実行されたものである。 
本件不法投棄およびその後の発見回収保管において関与者が広がっている。その原

因は、①不法投棄については人事体制のローテーションにより上司の命令に逆らうこ

とができなかったこと、②会社の資金流用については経理のチェックシステムに問題

があったこと、③不法投棄の事実の公表先送りなどについては、コンプライアンス体

制、経営陣の積極的なリーダーシップに問題があったためと思われる。 
 

５． 改善策と処分の提言 
有機、無機双方の生産部門から発生する廃棄物の管理、処理方法が本社及び四日市

工場長の手できちんとマネージメントされないと再び同様の問題を起こす虞がある。

石原産業の顧客、取引先そして社会からの不安を払拭するため、①コンプライアンス

体制の拡充、②支払伝票のチェックの強化、③廃棄物の蓄積を組織のプレッシャーと

して認識するシステムの構築、④開発研究段階から発生する廃棄物の処理方法も合わ

せて開発し適切に管理処理すること、⑤人事ローテーション、が必要と思われる。 
社内体制としては、企業理念の周知徹底や社風の転換（自由な意見交換、ノーと言

える組織体制の構築）が求められるとともに内部統制を構成する統制環境としての組

織を有効に活用する手立てやコンプライアンス体制充実のためのインフラ整備が講

じられるべきである。 
上司の命令に逆らえなかった面はあるが、自らの果たした役割と負うべき責任につ

いて自覚と反省を求めるため、関与した幹部、従業員に対しても前向きの然るべき処

分がなされ、本問題及びフェロシルト問題に区切りをつけるべきである。よって本件

不法投棄の社内関係者、結果として不法投棄を隠蔽した社内関係者に対し、各人の関

与状況と職責に基づき、社内における所定の手続においてその責任の軽重を具体的に

判断されることが望ましい。 
 

６． 根拠 
（1） 調査方法 
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 石原産業から提供を受けた資料及び提出を求めた資料を精査、分析すると同時に、

平成 19 年 10 月 22 日から同年 12 月 17 日まで延べ 15 日間、延べ 41 人（役員、退職

者を含む）から事情を聴取した。 
（2） 調査委員会の構成 
播磨政明弁護士（委員長）：元裁判官として豊富な経験を有するほか、大阪府の個別

外部監査人（ex.府会議員の政務調査費の調査）を務める

など利害関係のない第三者としての調査に秀でており、

本調査の委員長として相応しい。 
水間頼孝弁護士（委員） ：大阪大学工学部卒であり、科学的な考察や技術面での知

見に秀でているため、化学メーカーである石原産業の調

査に相応しい。 
近森裕行弁護士（委員） ：元検察事務官の経歴を有しており、社内資料の精査・分

析や関係人からの事情聴取方法について知見を有して

おり、本調査を遂行するに相応しい。 
 

以上 



資料２ 
 

有機物残渣不法投棄問題及びフェロシルト問題他に対する社内処分等 
 
 

 有機物残渣不法投棄問題につきましては、既に昨年 9 月取締役など 7 名の社内処分

を実施しておりますが、今般第三者委員会での調査報告等を踏まえ、当該問題及びフェ

ロシルト問題などに対する経営責任ならびに管理責任を明確にするため、本日付けで上

記７名以外に対して社内処分等を以下の通り決定しました。また、本処分には、ばい煙

発生施設の排出基準超過問題に係る処分も含まれております。 
 
 
①常務取締役（工場長、当時工場次長）  減棒（月額報酬の 20％、3 ヶ月） 
②取締役（当時工場次長）   減棒（月額報酬の 10％、1 ヶ月） 
③常務執行役員（副工場長、当時工場次長） 減棒（月額報酬の 20％、3 ヶ月） 
④常務執行役員（管理部長）   減棒（月額報酬の 10％、3 ヶ月） 
⑤関係会社社長（元常務取締役工場長）  減棒（月額報酬の 30％、3 ヶ月） 
なお、取締役社長は、フェロシルト開発期間中本社環境部長の職にあったこと、及び今回

の社内処分に鑑み自主返上を含め月額報酬の 20％、3 ヶ月の減棒 
 
上記処分に加えて、本社及び四日市工場の関係する従業員合計 18 名（退職者を含む）に

ついて責任があると判断し、すでに退職しており処分の対象とならない者を除く 10 名につ

いて社内規定に則り処分を決定しました。 
 その処分内容は、以下の通りです。 
・ 停職 3 名 
・ 謹慎 1 名 
・ 減給 6 名 

  
また、上記処分のほかに、監査役会より、更に充実した監査を行う決意を表明する趣旨

で、以下の通り、監査役報酬の自主返上の申し入れがありましたので、併せてお知らせし

ます。 
常勤監査役 1 名   月額報酬の 10％、3 ヶ月 返上 
非常勤監査役 1 名   月額報酬の 20％、3 ヶ月 返上 

 
以上 

 









資料４
コンプライアンス総点検の結果

項目 事業地 違反の区分 法令名等 事　実 現　状　／　対　策

1
塩化カルボニル（ホスゲン）設備に

関する届出不備
四日市工場 届出不備

化学兵器禁止法
労働安全衛生法
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
高圧ガス保安法

平成16年9月完工。平成17年2月～平成18年10月まで設備トラ
ブルなく稼動していたが、本設備に関する届出について、記載
上の不備や所要の届出・報告が行われていないものがあっ
た。
当時設備完工を急いでいたため、”ホスゲン”の製造設備であ
ることを明示することによる影響を危惧していたこと等のため
である。

①平成18年10月に届出の不備を確認
し、以降は稼動を停止し、稼動できない
状態にしてある。
②事後ながら関係各法令の所轄行政へ
報告し対応中である。
③本設備機器の利用方法等について
は、今後の検討課題である。

排水中のMn 四日市工場
基準値超過
(17件） 水質汚濁防止法

①自主測定で、平成15年3月26日、同年5月9日、同年5月27
日、同年6月5日及び平成16年9月13日の5回の排水中のMn規
制値超過があったが、監督官庁への報告を怠っていた。更
に、内3件は基準値以内の数値に測定値を改竄していた。
②平成13年11月～平成16年9月にかけての月１回の定期採水
で12回、排水中のMn規制値超過したにも拘らず、基準値以内
の数値に測定値を改竄していた。
この原因は、平成13年12月～平成17年2月まで工場末端排水
のMｎ値が高めに推移していたが、必要な対策を講じていな
かったため。

平成17年2月7日に四日市市の立入サン
プルでＭｎ値が高いとの指導を受け、平
成17年2月25日頃からＭｎ低減対策を実
施以降は基準値の超過はありません。

排水中の
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

四日市工場
基準値超過
（1件）

水質汚濁防止法

平成16年6月 3日の工場末端排水分析で、1,2-ジクロロエタン
基準値の超過（0.14mg/l：排水1,2-ジクロロエタン基準値
0.04mg/l）があった。また、本件について監督官庁への報告を
怠っていた。

この時点で発生源を特定し、排水ピット
で1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝの高いものがあり、水を
全てくみ上げて水蒸気蒸留により、1.2ｼﾞ
ｸﾛﾛｴﾀﾝを回収した。平成18年5月から他
の溶媒に転換しており、現在は使用して
いない。

3 PRTR法に関する報告の虚偽届出 四日市工場 虚偽届出 ＰＲＴＲ法

化学物質管理促進法（ＰＲＴＲ法）に基づく化学物質の届出
データの内、平成13年度から平成16年度にかけ、①アセトア
ルデヒド、②クロロホルム、③1、２ジクロロエタン、④ジクロロメ
タン、⑤N、Nジメチルホルムアミド、⑥銅水溶性塩、⑦トルエ
ン、⑧ｐ－ジクロロベンゼンについて意図的に虚偽の届出が行
われていた。
また、意図的ではないものの、転記ミス、解釈の間違い、測定
値がなかったこと等により、間違った値の届出となった化学物
質が13物質あった。

排出・移動量の把握の精度を高め、届出
のチェック体制を強化する。
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝについては平成18年5月
から他の溶媒に転換しており、現在は使
用していない。

過去の四日市工場
末端排水の基準値
超過と虚偽報告

2
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コンプライアンス総点検の結果

項目 事業地 違反の区分 法令名等 事　実 現　状　／　対　策

4
過去の四日市工場敷地内での

違法な埋設行為
四日市工場 不法投棄

廃掃法
土壌汚染対策法
チタン鉱石問題に
関する対応方針

ムアーリーフ（酸化チタン製造工程で使用中の濾板）の他、酸
化チタン不良品や有機物残渣等が、工場敷地内の数ヶ所に違
法に埋設されているとの通報が寄せられ、その一部について
社内調査によりその事実を窺わせる文書が発見されている。
*1

埋設が指摘された場所について、4月7
日から39箇所のボーリング調査を開始
し、埋設状況を確認中である。敷地境界
について調査中であるが、万が一周辺
環境への影響が確認された場合は、囲
い込みをするなどの適切な措置をとる。

5
アイアンクレー空間放射線量率

自主管理基準超過及び虚偽報告
四日市工場

自主管理基
準値超過

虚偽報告

チタン鉱石問題に
関する対応方針

アイアンクレーの空間放射線量率はチタンメーカーが自主管
理基準を作り、四省庁及び県へ測定結果を報告している。し
かし平成9年度から平成19年度の届出と検査データとを比較し
た結果、平成10年から平成16年の記録の中に顕著に自主管
理基準値を超過した状態での搬出と虚偽報告を行っていたこ
とが判明した。超過時期はフェロシルトの生産期間とほぼ一致
するものであった。また、意図的ではないものの、転記ミスが
18年度にも認められた。

①現在は、放射線量率のチェック体制を
多重化し、（環境、検査、生産、工場幹
部）基準値以内であることを確認した
後、搬出することを徹底している。
②搬出先の処分場周辺については毎年
放射線量率の検査を行っており問題な
い旨確認しているが、行政当局及び処
分場と相談の上、処分場における放射
線量率の測定を実施した。

6
フェロシルト問題調査時の

試作サンプルの不適切な取扱
四日市工場

報告漏れと
特管物の不
適切な取扱

廃掃法

三重県フェロシルト問題検討委員会と岐阜県フェロシルト問題
検討委員会の指示により平成17年9月に試作されたサンプル
（約46ｔ）が存在しているが、三重県へのフェロシルト保管量の
報告から洩れている。
又、当該フェロシルトは六価クロムの分析値が高く、特管物扱
いを要するが、三重県への報告と適切な保管がされていな
かった。

三重県に提出した撤去計画書に従い適
切に保管後、処分を完了した。

7
アンモニアの
不適切な取扱

四日市工場
不適切な取
扱

毒劇物取締法 船からの液体アンモニア受入時のラインパージ等による発生
アンモニアガスを海中に放出していた。

船からのアンモニアガス回収配管を敷設
して、既設の除害設備で処理をする工事
を実施し、５月中には運用を開始する。

*1　コンプライアンス総点検以前に埋設が確認された廃材についても、行政当局の指導の下、適切に撤去、保管を行っております。
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再発防止策 資料5

「しない風土、言い出す取り組み」、「直す仕組み」を実施し、不祥事の再発防止に取組む。

（目的；①業務の有効性と効率性、②社内外への報告の信頼性、③関係法規・行動要綱や社内規程の遵守、④法令遵守から社会的要請への適応、意識転換）

具体的項目 防止策 実施時期

（1）『しない風土、 ①コンプラ総点検を踏まえた社長メッ 総点検結果を総括し、今後の取り組みの主旨と全社員一人 平成20年5月

言い出す取り組み』 セ－ジの発信 ひとりによる実践を求める社長メッセ－ジを全社員へ発信する。

②経営層と現場との対話 経営層は分担して各事業所を巡回し、企業倫理、法令遵守ならびに 平成20年5月～

経営課題などに関する対話集会を行う。

③職場内の対話の充実とコンプライ ・各職場毎に朝のミーティング時に対話を実施し、業務処理の確認

アンスチェック 　　や企業倫理・法令遵守の観点からコンプライアンスチェックを行う。 平成20年5月～

・各職場毎で身近な事例に基づくコンプラ教育を行う。

（2）『直す仕組み』 ①環境安全面への設備投資 ・環境安全にかかわる設備に対して重点的に投資を行う。 平成20年度、平成21年度

②監査・牽制機能の強化 ・現場における操業と牽制機能の分離を徹底する。 平成20年3月迄に実施済み

・内部監査室を強化する。 平成20年4月1日実施済み

・環境安全施策を確実に実行するために、本社環境部門等の強化 平成20年度

　 を図る。

・コンプラ総点検の結果を社長主導であらゆる対策を実行する。 現在実施中

・社外専門家による環境監査を実施する。 平成20年度

③マニュアル・手順書等の充実 ・部署毎に法令マップを作成する。 平成20年5月～

・法令違反を起こさないための作業規準書の見直しを実施する。 見直し実施中

④法令遵守体制の充実 ・法令改正に関する情報の内容、主旨を解説し、関連 平成20年5月～

部署に配信する機能を強化する。

⑤コンプラ遵守の人事評価への反映 ・H20年度に検討予定の新しい人事制度に織り込む。（コンプラ違反 平成20年度

　　には厳正な処分を実施）

⑥人事ロ－テションの実施 ・業務内容に応じた思い切った人事異動を継続する。 すでに実施中

⑦地域社会との共生 ・定期的な工場見学会の開催（マスコミ、NPOも参加）を目指す。 2～3年後に開催

⑧情報開示 ・廃棄物処理量など環境デ－タの公表を行う。 平成20年度

・電子マニュフェストの導入を検討する。

⑨土壌・地下水汚染調査、修復に ・学識経験者等の第三者による専門委員会を設置し、その指導を 現在、人選作業を進めて

係わる第三者委員会の設置 得ながら調査、修復に取組む。 おり、可及的速やかに設置




