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　私たちエア・ウォーターの事業の原点は、社名に冠した空
エ ア

気と 水
ウォーター

です。かけがえのない地球

の資源を活かして事業を創出し、社会や人々の暮らしに貢献していくことを目指しています。

　私たちは今、グループの総合力を高めながら、地域に根ざした産業と、地域に暮らす人々に果

たすべき役割を見いだし、新しい事業を大きく育てようとしています。あらゆる産業分野で活躍

する産業ガスやケミカル関連事業から、人々の生命や暮らしにかかわる医療、エネルギー、農業・

食品関連事業および海水、物流事業まで、220社を超える多彩なグループ企業の連携力によって、 

お客様や社会に、私たちの存在自体がより一層喜ばれる企業になることに挑戦し続けます。 

そのために、これからも変わらないことは、変化する環境に適応し、私たちの製品とサービスを、

お客様に安全かつ安定的にお届けし、企業としての責任を果たしていくことです。

　本報告書では、私たちエア・ウォーターグループが総合力を発揮し、グループならではの独自

の価値を社会に提供する事業活動をご紹介することで、ステークホルダーの皆様とのコミュニ

ケーションをより一層深めていきたいと願っています。

創業者精神と誇りを持って
空気、水、地球、そして人にかかわる
事業の創造と発展に、英知を結集する

経営理念
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　企業の社会的責任（CSR）についての取り組みは、年々発展し
てきています。エア・ウォーターは、本冊子を2002年から毎年
発行し15年目を迎えますが、CSRに対する取り組みについて、多
様な事業を展開するエア・ウォーターらしい内容・構成で紹介・
記載することに努めてきました。2016年版についても、幅広い
読者の方々に読んでいただくというコンセプトのもと、次の視点
と方針に基づき作成しました。

○「環境・社会報告書 2016」は、ステークホルダーの皆様へ、事
業案内、特集、トピックス、経営報告、各種活動報告、環境報
告の領域から構成されています。

○ 報告対象は、エア・ウォーター株式会社および国内グループ
会社の活動になります。

○ データ集計の対象期間は 2015年 4月1日～ 2016年 3月31日
です。ただし、活動については直近のものも含みます。

○ 本書はISO26000、環境省の「環境報告ガイドライン」などを
参考に編集されています。

○ 事業案内ではエア・ウォーターの経営理念、事業およびステー
クホルダーの関係を示し、読者の方々に多様な事業を展開
するエア・ウォーターを理解していただけるよう努めました。

○ 特集はエア・ウォーターが果たす社会的責任にかかわる一例
として、エア･ウォーター防災の事業と北海道地域における炭
酸ガス事業について取り上げました。外部の視点を加え、エ
ア・ウォーターの事業が社会にもたらす価値を理解していた
だけるよう努めました。

○ 事業案内、特集以外のページは、当社の基本的な考え方と現
状をできるだけ率直に表現することに努めました。
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経営報告	 16-17
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 　コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス／ 
 　リスクマネジメント／株主・投資家との関わり

各種活動報告	 18-25

18 お客様との関わり（安全・安心な製品やサービスの提供）

20 従業員との関わり（安心して働ける職場環境づくり）

23 従業員との関わり（多様な人材の活用・人権への取り組み）

24 公正な事業慣行の推進
25 地域と共に歩み、地域と共に発展

環境報告	 26-31

26 かけがえのない地球を守り続けていくために
29  地球温暖化防止への取り組み
31 資源の有効利用・化学物質リスクの低減

32 会社概要
33 第三者意見／第三者意見を受けて

ISO26000
6.2  組織統治

〈例〉
ISO26000との関連性について
環境・社会報告書 2016はISO26000を参考に制作しています。
各ページにISO26000の７つの中核主題との関連性を示すマーク
を付けて読者が理解しやすいように努めました。

ISO26000:2010 (JIS Z 26000:2012) ７つの中核主題 掲載ページ
6.2 組織統治 16、17
6.3 人権 23、24
6.4 労働慣行 20 〜 23
6.5 環境 26 〜 31
6.6 公正な事業慣行 24
6.7 消費者課題 18、19
6.8 コミュニティへの参画及びコミュニティの発展 25

発行にあたって
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Message from the CEO
　近年、日本では外国からの労働者の受け入れや観光

客の呼び込み等の施策が積極的に進められています。

長い間「同質」であることに重きを置いてきた感のあ

る日本社会が、さまざまな「違い」「異なるもの」をいか

に理解し、受け入れていくか、日本は今、多様性社会を

開く扉の前に立っているように思います。

　エア・ウォーターグループは過去 2 度の合併とその

後のM&A推進により、幅広い業種・業態の企業と人

材を擁し、発展してきました。その成長の原動力は、

異なる経歴、能力、専門性、価値観を持つ多様な人材の

融合にあります。今後、「若手社員の育成」や「女性が

活躍できる環境づくり」を充実させることにより、多

様性を大切にし、違いを受容して活用する企業風土を

磨き上げ、ダイバーシティを重視した経営を推進して

いきます。

　さて、こうした多様な人材の活躍により、私たちが

掲げてきた「2020年度 1 兆円企業ビジョン」は、実現

に向け着実に歩を進めつつあります。そして今、「One 

Air Water」を合言葉に、2020年以降も成長し続ける

ための準備を進めているところです。

　この成長ビジョンはまた、「地域を中心に、地域とと

もに」発展するビジョンでもあります。合言葉の「One 

Air Water」の「One」には、エア・ウォーターが一丸とな

るという意味と同時に、地域とも「一つ」になって取り

組んでいく決意を込めました。地域への貢献を重要

なテーマの一つとして、全国 9 つの地域事業会社を

はじめ、エア・ウォーターグループ各社は、地域の皆様

の期待に常に応える企業となることを目指していま

す。経営理念にある「空気、水、地球、そして人にかか

わる事業」の新たな創造もまた、そうした貢献につな

がると考えます。

　2016年5月に稼働を開始した「安曇野バイオマス

エネルギーセンター」は、その一例です。木質バイオ

マスを使ったガス化コージェネレーション設備によっ

て、野菜栽培用のエネルギーを供給する同センターで

は、周辺地域の未利用木材から得た、熱、電気、木炭、

二酸化炭素など、貴重な資源を余すことなくグループ

企業、そして地域で活用する、理想的なエコロジーサ

イクルを生み出しています。

　人の暮らしに不可欠な農業と発電を融合させたこ

の新事業は、独自の戦略である「全天候型経営」と「ね

ずみの集団経営」を信州地域で根付かせてきた当社

と、地域の皆様との信頼関係のもとで実現に至ったも

のです。地域からいただいたご協力を、私たちは「地

産地消」「雇用創出」という形で地域に還元していきま

す。地域社会と地球環境に貢献するこの新たな事業

モデルを「半農半電」と名付け、今後も各地域事業会社

において、地域の特性に応じた独自の形で展開させて

いく予定です。

　また本冊子の特集では、人々の生命、暮らし、そして

地域産業を守り、支える取り組みをご紹介しています。

特集１で取り上げたエア・ウォーター防災は、呼吸器、

地域とともに発展を続けるために
新たな事業を創造する。
それが私たちの「社会への貢献」と考えます。

ステークホルダーの皆様へ



3

消火設備、医療用ガス設備、手術室設備、医療機器など、

「生命」に直結するものを扱う企業として、2016年 4

月から製品の耐震安全性を保証する「振動試験セン

ター」を稼働させました。熊本地震をはじめ、自然災

害発生が相次ぐ昨今、防災の観点からも、エア・ウォー

ターグループが連携し、事業領域の幅広さを活かした

社会貢献の道をさらに模索していきます。

　一方、特集２で取り上げたのは、北海道で炭酸ガス原

料の供給ソースがなくなるという問題を、行政や関係

企業とエア・ウォーターグループが連携・協力して乗り

越えた、地域課題解決の事例です。地域で培ってきた

お客様との信頼関係をもとに、社会の課題に取り組む 

エア・ウォーターの姿勢をご理解いただけると思います。

　エア・ウォーターグループは、産業ガスやケミカル事

業など「産業系ビジネス」から医療、エネルギー、農業・

食品といった「生活系ビジネス」まで、幅広く事業を展

開し、さらにその領域の拡大を続けつつあります。そ

の全ての事業で、私たちはいつも皆様から必要とされ

る魅力ある存在であらねばなりません。社会の課題

やニーズに真摯に向き合い、応えていくには、いかな

る分野に携わる従業員にも、高い理想と倫理観、心身

の健康が不可欠です。そのための、従業員教育、コン

プライアンス意識の徹底、健康経営にも、積極的に取

り組んでいきます。

　そうした健全な従業員一人ひとりの知恵と力の結

集により、社会の皆様とともに発展する企業を目指し、

これからも邁進いたします。

　ステークホルダーの皆様には本報告書を通じ、エア・

ウォーターグループの姿勢と活動に理解を深めていた

だければ幸いです。今後とも一層のご支援を賜りま

すよう、お願い申し上げます。

エア・ウォーター株式会社

代表取締役会長・CEO

ステークホルダーの皆様へ



4

日本
全国
に展開す

る9つの地域事業会社

お客様

経営理念

創業者精神と誇りを持って
空気、水、地球、そして人にかかわる
事業の創造と発展に、英知を結集する

従業員

株主・
投資家

政府・行政地球環境

地域社会

お取引先

220社を超える多彩なグループ
会社

産業ガス

海水

エネルギー

研究・開発

物流

農業・食品

ケミカル

医療

私たちは、常にお客様視点で事業
活動を推進し、その製品やサービ
スの提供によって、社会に対し最大
限の価値を創造し続けていきます。

関連情報 ▶ P.18～19

私たちは、経営理念と経営方針を
共有する多様な人材の人格や個
性を尊重し、安全と信頼を優先す
る企業文化を築いていきます。

関連情報 ▶ P.20～24

私たちは、企業経営のパートナー
である株主・投資家の皆様との真
摯なコミュニケーションによって、
長期的・安定的な信頼関係を築い
ていきます。

関連情報 ▶ P.17

私たちは、法令と社会倫理に基づ
き、透明性の高い経営を推進する
ために、公的機関との協調・協力
を惜しみません。

関連情報 ▶ P.16～17、24

私たちの事業は、それぞれの地域
と密接に関係しています。地域の
発展・活性化のために積極的に関
与し、共に発展していくことを目指
して歩み続けます。

関連情報 ▶ P.25

私たちは、コンプライアンスの順
守をはじめ、社会的な規範に基づ
く公正な商取引の徹底など、倫理
的行動の推進に努めていきます。

関連情報 ▶ P.24

私たちの事業は、限りある地球の
資源を大切に使うことによって継
続していくことができます。地球環
境の保全に全力を挙げて取り組
みます。

関連情報 ▶ P.26～31

　エア･ウォーターグループは、産業ガス、ケミカルなどの

産業系ビジネスと、医療、エネルギー、農業・食品などの人

にかかわる生活系ビジネスのバランスを志向しています。

そして、経営環境の変動に左右されない「全天候型経営」と、

グループの中堅企業群がシナジーを発揮し、新たな事業を

開拓することでグループの総合力を高めていく「ねずみの

集団経営」を経営の基本としています。またグループの社

員一人一人の行動指針として、過去を顧み、足元を見極め

て将来に備える「脚下照顧」、組織の壁を越えて議論し、枠

にとらわれない行動「横議横行」を掲げています。

　2016年を初年度とした新中期経営計画「NEXT－ 2020 

Ver.3」（2016 ～ 2018年度）では、「1兆円企業ビジョン実現

に向けての体質づくり」と「2020年以降の成長に向けての

礎づくり」の 2つを、取り組むべき経営課題と位置づけまし

た。2020年度に 1兆円企業を実現するために相応しい体

制を整え、環境変化に強い事業体質をさらに磨いていくこ

とに加え、2020年以降も永続して成長発展する企業であ

ることを目指し、その礎となる施策に着手しています。

　 また、「構造改革と持続成長へのさらなる挑戦」という新

たな基本コンセプトのもと、当社の経営の基本である「 全

天候型経営」と「 ねずみの集団経営」の真価をさらに高め

るための取り組みを推進していきます。

　これからも、空気や水などの地球資源を活かして事業を

創出し、社会や暮らしに広く貢献していきます。

エア・ウォーターの事業とステークホルダー

空気や水などの地球資源を活かして事業を創出し、
社会や暮らしに広く貢献していきます。

事業案内
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事業案内

経営の基本

全天候型経営	
経営環境の変動に左右されない事業体制の確立を図るため、

産業系分野から生活系分野まで適切な事業ポートフォリオを形成し、
常に安定した収益を目指す経営戦略

ねずみの集団経営	
ねずみのように環境変化に俊敏に対応し、柔軟に新分野・新規事業を
開拓する活力を持った中堅企業群を育成し産み出し続けることで、

持続的な企業成長を図る成長戦略

行動指針

脚下照顧	
過去を顧み、足元を見極めて将来に備えること

横議横行	
組織の壁を越えて議論し、枠にとらわれず行動すること
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事業案内

多彩な事業と地域に根ざした事業で
持続的な成長を目指します。

　ガス製造やプラントエンジニアリング、輸送・貯
蔵などの高度なガス関連技術を有し、酸素、窒素、ア
ルゴン、炭酸ガス、水素、ヘリウムなどの多様な産業
ガスを、お客様に合わせた最適な供給方法で、安全
かつ安定的に届けています。

産業ガス 　	産業や暮らしのさまざまなニーズに、「産業ガスのソリューション」で	
お応えします。

高効率小型液化酸素・窒素製造装置「VSU」大型オンサイト
プラント

　全国の供給ネットワークを通して、患者様の生命
を守る医療用ガスを安定供給するとともに、病院設
備の設計施工、医療機器の輸入販売、SPDや受託滅菌・
メンテナンスをはじめとする医療サービスから在宅
医療・福祉介護まで、ワンストップで、医療の現場を
支える幅広い事業を展開しています。

医療 　	医療用ガスをはじめ、「医療のトータルソリューション」で	
生命の現場を支えています。

手術室ショールーム 在宅酸素濃縮器

　北海道から東日本・中日本を中心に展開している
LPガス、灯油などの家庭用・産業用の燃料、エネル
ギー供給は、「ハローガス」ブランドとして親しまれ
ています。また、産業・工業分野では、エネルギー供
給はもちろんのこと、LNG輸送機器、LPガス仕様の
移動電源車など、独自技術による新提案を行ってい
ます。

エネルギー 　	「地域に欠かせない生活エネルギー」で暮らしや産業の成長・発展に	
貢献しています。

ハローガス球形タンク ハイブリッド給湯暖房システム（VIVIDO）

　製鉄所のコークス炉ガスやコールタールを原料に
付加価値の高い化学製品を製造・販売するコールケ
ミカル事業と、有機化合物やタール蒸留品を原料に、
長年培った合成化学技術を活用し、医・農薬中間体
や電子材料などの製品を国内外で製造・販売するファ
インケミカル事業などで、社会や暮らしに貢献して
います。 ガス精製プラント 高活性対応GMPプラント

ケミカル 　	世の中に欠かせない、「高付加価値のケミカル材料」の独自開発に	
取り組んでいます。
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北海道エア・ウォーター

東北エア・ウォーター

関東エア・ウォーター

近畿エア・ウォーター

しなのエア・ウォーター

新潟エア・ウォーター

中部エア・ウォーター

中・四国エア・ウォーター

九州エア・ウォーター

事業案内

　産業ガスをはじめ、エレクトロニクス材料、ケミカ
ル材料、医療、エネルギー、農業・食品など、幅広い事
業分野に持つ先端技術を活かして、事業の枠を超え
た横断的な技術融合とシナジー効果により、顧客の
ニーズに応じた最良の製品・サービスを追求し、新
しい事業イノベーションの実現を目指しています。

　エア・ウォーターは、主要 5セグメントに加え、海
水事業や物流事業をはじめ、さまざまな特長ある事
業によって構成される複合事業体です。各々が持
つ独自の技術・製品・サービスによって、広がる事業
のイノベーションを一層推進していきます。

その他（海水、物流など）　	独自の製品・技術・サービスで「広がる事業のイノベーション」を一層推進していきます。

研究・開発　	顧客のニーズに適った最良の製品・サービスを追求し、	新しい事業イノベーションの実現を目指しています。

3C-SiC on Si ヘテロエピウェーハ 竪型遠心式ポンプ

　国産生ハムを中心とする高級志向のハム・デリカ
と高鮮度・高品質の素材系冷凍食品の製造・販売、青
果物の生産、仲卸、流通・加工、販売、野菜・果実飲料
や宅配飲料水の製造・販売など、自社で一貫して展
開し、高品質で安心・安全な農・食品をお届けしてい
ます。

農業・食品 　	21世紀の食シーンに向けて、「高品質で安心・安全な農・食品」を	
お届けしています。

「さぶーる」商品（業務用）太陽光利用型野菜工場

一般家庭用塩 シャーシ輸送

　「全天候型経営」「ねずみの集団経営」を最前線で実践している
のが、全国に展開する地域事業会社と220社を超える多彩なグルー
プ企業です。それぞれの地域特性や事業群に応じてシナジーの
創出によるグループ総合力を発揮し、各地域が自立的に独創的な
ビジネスを生み出し、事業の深耕を図っています。

地域事業会社と多彩なグループ会社を通して
地域に根ざした事業展開を図り、事業のさらなる進化を	
目指しています。
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大規模化・複合化する災害

　エア・ウォーター防災の呼吸器は、消防活動や人命救助、

災害防止などに使用され、消防署をはじめ、製鉄所や化学

工場、船舶、ホテルなど、さまざまな現場に配置されてい

る。主な使用者は消防署に勤務する消防隊員の方々であ

る。取材は、政令指定都市であり、山間部から都市部、臨

海部と多様な地域性を抱える神奈川県川崎市の川崎市消

防局を訪れ、施設装備課 装備係長（消防司令）の落合様に

話を伺った。

　「川崎市は、森林火災からビル火災、また高速道路上の事

故、コンビナートや空港、船舶での災害など、多様な現場に

対応するため、広範な装備を準備しておく必要があります。

また、今後の災害の特徴として、複合化、大規模化の傾向が

進展しており、救助活動を行う消防にもその対応が求めら

れています。例えば、鉄道事故は軌道事故が多いのですが、

2005 年に起きたJR福知山線脱線事故は、車両が外へ飛

び出し建物に突っ込むという大惨事になりました。そし

て2011 年の東日本大震災は、地震を発端として津波、原

子力発電所事故と、結果として想定をはるかに超える複合

的な大災害となりました。こうした災害の大規模化・複合

化の背景には、さまざまな社会システムの高度化・複雑化

が一因としてあるのではと考えています」

被災者の生命を預かる消防隊員の
生命を確実に守るために

　災害現場で被災者の生命を預かる消防隊員にとって、自

分たちの生命を守る呼吸器は不可欠な資器材である、と話

す落合様。救助する人が倒れることは、あってはならない

からである。

　「通常の火災だけではなく、通信ケーブルやガス管が埋設

された酸欠状態のトンネル、有毒ガスが漏えいした化学工

場など、災害現場はいずれも過酷です。その中の救助活動

事業を通して社会の課題を解決する

災害の現場で、人の生
い の ち

命と財産を守る
ーーエア・ウォーターグループの「人にかかわる事業」が果たす役割ーー

エア・ウォーターグループの経営理念にある「人にかかわる事業」の一端を担うエア・ウォーター防災株式会社。
自らの企業理念「人の生

い の ち

命と財産を守る」を基に、医療事業、消火事業、呼吸器事業の３分野を柱に創造と挑戦を続けています。
理念を実現するのは、長年の実績に裏付けられた確かな「高圧ガス制御技術」と、きめ細やかなサービス体制です。
特集では、変貌しつつある災害の状況と、高まりを見せる社会の防災ニーズに応えるため、
災害現場に、より安全で安心な呼吸器を提供するエア・ウォーター防災のさまざまな取り組みについて取材しました。
エア・ウォーターグループ内の連携により、さらなる社会貢献を目指すエア・ウォーター防災の「今」を報告します。

凛 し々い表情の消防隊員の皆さん（川崎市消防局） 日々行われる消防隊員の訓練は、災害現場と同じ装備と緊張感で行われる。

医療
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では自然呼吸は不可能に近い。つまり命綱である呼吸器

は、極限まで安全性を高め、操作性・耐久性ともに優れ、そ

して安心して使用できることが求められます。同時に我々

も、交替時、訓練時、使用後と、点検は徹底的に行い、決して

怠ることはできません」と、消防活動や救助活動の厳しさ

について話す。

　エア・ウォーター防災の呼吸器導入の決め手について、

一つは、装着の手数、ボンベ交換の手数が少ないこと。消

防や救助の活動は時間との闘いでもあるからである。二

つ目は、メンテナンスや点検などのサービスが行き届いて

いること。三つ目は、やはり日本のメーカーのものづくり

技術への信頼性が大きい、と話す。最後に落合様は、次の

ように語った。

　「消防や救助の活動は、大規模災害を想定して、自衛隊

や警察、海上保安庁など他組織との連携がますます重要に

なっています。呼吸器の利用範囲も広がっていくでしょう。

今後もさまざまな災害に柔軟に対応できるよう、呼吸器を

使用する我々と、開発・製造するエア・ウォーター防災とで、

お互いに協力しながら市民の安全を守っていきましょう」

安全・安心の呼吸器を提供し続ける
メーカーとしての取り組み

　呼吸器の国内シェア約70％。エア・ウォーター防災は呼

吸器のトップメーカーである。その製造台数は年間約4,000

台であるが、極めて特殊性の高い“生命を守る呼吸器”とい

う製品をユーザーに届けている。配置・使用先は、全国に

約 800カ所ある消防署を筆頭に警察や官公庁、製鉄所や

化学工場など。呼吸器の圧倒的なシェアの理由について、

“安全・安心を提供する呼吸器”と“長年にわたる信頼関係”

に依るところが大きいと、エア・ウォーター防災社長の青

田は話す。

　「現在の弊社の呼吸器は、軽量化・広視界性・身体の動き

に追随する活動性能など、高性能な機器としてほぼ出来上

がっています。それ以外にもお客様のリクエストに応え、

絶え間ない改良が為される使い勝手の良さだと思います。

お客様の要望を聞き、それに応えるべく、種類やオプショ

ン部品を多く用意し、お客様をサポートしていく。こうし

た活動によって、お客様のより身近な信頼できる呼吸器と

なっていくのです」

　続いて、エア・ウォーター防災の呼吸器の強みについて、

同社の呼吸器統括担当部長の井上が説明する。

　「まず、＜技術と品質＞です。国産メーカーとして日本

人に合った装備を開発し、製造ラインでも、生命を預かる

精密な機器として一つ一つ安全性を検証しながら丁寧に

仕上げ、メーカーとしての責務を果たす姿勢を堅持している

こと。次は＜サービス＞。技術者派遣による講習やメーカー

での修理をはじめ、お客様のご要望の具現化、特殊な環境

で使用する呼吸器のカスタマイズ化など、サービス体制を

充実させ、顧客満足を高める努力を惜しみません。最後は

＜長年の信頼に裏づけられたブランド力＞です。1949年

の販売開始より半世紀以上、『ライフゼム』の名称で使用さ

れている空気呼吸器は、信頼のブランドとして定着してい

ます。また1996年より販売を開始した長時間使用の酸

素呼吸器『オキシゼム』も、福島原子力発電所事故の対応で

貢献することができました」

川崎市消防局
総務部 施設装備課 装備係長

消防司令  落合 真一 様

エア・ウォーター防災株式会社
常務取締役  防災事業本部長

山本 智幸

エア・ウォーター防災株式会社
防災事業本部  呼吸器事業部 
呼吸器統括担当部長

井上 肇

エア・ウォーター防災株式会社 
代表取締役社長

青田 良一

空気呼吸器「ライフゼム」 酸素呼吸器「オキシゼム」
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　呼 吸 器 事 業 部 開 発 グ 

ループ長の横山も、エア・

ウォーター防災の呼吸器

の強みについて、次のよう

に話す。

 「消防署を巡回して修理

するときに技術者が同行

していますが、このタイミ

ングは消防隊員の方々と

直接話をして課題を把握

し、開発や改良につなげる

絶好の機会です。消防隊

員の方々も自分の命を預

ける呼吸器について真摯

に話をしてくれます。こうしたきめ細かいサービスによっ

て、弊社は信頼を獲得しているのだと思います」

　このように同社では、不良部品の交換だけでなく、お客

様との接点を大切にしている。エア・ウォーター防災は、“修

理して長く使う”という環境負荷低減への配慮も、徹底し

ている。

エア・ウォーター防災と呼吸器。
その軌跡をたどる

　エア・ウォーター防災の歴史は、遡ること 1924年。潜

水艦の技術をドイツより輸入した際に、呼吸器の特許権

も含まれていたため、その技術を応用し、3 年後の 1 9 2 7

年に、国産初の酸素呼吸器の生産を開始したのが始まり

である。

　以来、炭鉱事故などでの救助活動用酸素呼吸器、消防活

動用の空気呼吸器など発展を続け、今では、より安全な消

防活動ができる自動陽圧型空気呼吸器を中心に、長時間型

の酸素呼吸器、清掃工場・薬品会社などの作業用ハイブリッ

ドエアラインシステム、緊急避難用酸素マスクなどを開発し

販売している。どんな環境下でも、人が安全に活動できる

ようサポートすることを使命に、日

本の呼吸器の歴史とともに歩んで

きた。

　そして現在は、呼吸器の高圧ガ

ス制御技術を活用した、消火設備

や病院向け医療ガス配管設備など、

事業分野を広げている。

高圧ガス制御技術と３つの事業。
そして、エア・ウォーターグループ内の連携

　エア・ウォーター防災の事業の発端となった呼吸器は、

ボンベに高圧で圧縮した空気を充填し、呼吸時には減圧

して装着者に供給するという、高圧ガス制御技術が基本

となっている。この技術を活かし、新たに開拓されたのが、

消火事業と医療事業である。

　消火事業では、1942年に航空機の消火器の開発に着手

したのを皮切りに、高圧ガスを使用したガス系消火設備を

一般ビルや工場、船舶などに納入している。水による消火

が困難なサーバールームや電気室、美術品保管庫などでは

ガスによる消火は必須であり、エア・ウォーター防災は、窒

素消火や二酸化炭素消火、泡消火など特殊防災設備で高

い評価を得ている。

　医療事業は、1957年に国産初の医療ガス供給設備を世

に送り出した。現在は、医療用ガスの供給をはじめとして、

病院内の医療ガス配管設備のプランニング・設計・施工・保

守・メンテナンスまで、ワンストップソリューションで提案

している。また手術室では、手術の科目や使い勝手に応

じて壁面設備機器が任意の場所に移動できる次世代型の

手術室『AMhouse（アムハウス）』を提案している。社長の

青田に3つの事業の展開について聞いた。

　「3 事業の共通理念は『人の生
い の ち

命と財産を守る』こと。

そして、『誠実・迅速・確実』を技術開発のポリシーに、技術

立社としての道を歩んでいます。いずれも、エア・ウォー

ターグループの産業ガス、医療ガスの供給ネットワークと

の連携で安定した事業展開を実現しているに止まらず、

Feature Story

国産初の酸素呼吸器
（1927年）

エア・ウォーター防災株式会社
防災事業本部  呼吸器事業部 
開発グループ長

横山 昌司

次世代型手術室
「AMhouse」

さまざまな呼吸器船舶用高圧式二酸化炭素消火設備

３つの事業
消火 呼吸器

医療
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グループ各社と協働し、例えば医療事業では、病院が求め

るさまざまな環境や設備を、ワンストップソリューション

でお届けする。また消火事業では、エア・ウォーターの産

業カンパニーと協働し、工場などの防災設備を一括してご

提案できるよう、将来を見据えた新たな事業の創造に挑

戦しています。

　また、弊社の大きな事業戦略でもある“サービス体制の

充実”により、お客様との信頼関係の構築に力を入れてい

ます。売るだけではなく、その後の“使って安心”をお客様

に提供するのです。3 事業とも生命に関わる事業なので、

当然のことと言えます」

さらなる安全と安心のために。
国内最高水準の加振試験装置を導入

　日本は世界有数の地震国であり、あらゆるものの耐震力

の確保は大きな社会課題でもある。エア・ウォーター防災

でも、生命を預かる製品を社会に提供していくうえで、さ

らなる安全と安心のために、自社製品の耐震力を実証する

加振試験装置を導入した。防災事業本部長の山本は装置

の導入について、次のように話す。

　「日本で大規模な地震発生が予測されるなか、電力施設

や通信施設など重要設備の耐震力確保の重要性が高まっ

ています。弊社の製品は人の生命に関わるので、当然、同

様のことが求められ、これまで外部委託していた振動試験

をすべて自社で行うこと

にしました。国内最高水

準の加振試験装置を導入

することで、呼吸器や消

火設備をはじめ、医療用

ガス設備、手術室設備、医

療機器など、幅広い分野

の設備や機器の耐震安全

性 を、自社一貫体制 で保

証することが可能になりました。また、この装置を設置し、

2016年 4月より運用を開始した振動試験センターでは、

自社製品だけではなく、お客様の振動試験へのニーズにも

スピーディーにお応えすることで、安全と安心を社会にお

届けしています」

社会の課題を解決するために、
技術による創造と挑戦

　変貌する災害、進化する医療…いずれも生命と深く関わ

る社会課題であり、エア・ウォーター防災の事業分野でも

ある。企業理念『人の生
い の ち

命と財産を守る』ことを社会のな

かで形にしていく３つの事業、医療事業、消火事業、呼吸器

事業を通して、どう社会課題を解決していくのか。今後の

事業展開について、社長の青田は次のように話す。

　「エア・ウォーター防災の事業の土台には高圧ガス制御

技術があり、技術によって社会課題を解決し、生命を守り

続けていくことが私たちの使命と考えています。今後は、

３つの事業それぞれの総合力強化によって、お客様のニー

ズや社会の課題に応えていきます。いずれも、生命に関わ

る事業なので、アフターフォローを確実にするサービス体

制が私たちの事業のもう一つの土台だと考えています。

　エア・ウォーターグループの経営の基本『全天候型経営』

『ねずみの集団経営』についても、3 事業がバランスよく補

填し合うことで全天候型経営を実現し、またグループのさ

まざまな経営資源と連携することで、安定した成長を目指

していきます」

　続けて、呼吸器開発の新たな展開について力強く話す。

「今、消防隊員の一層の安全性向上を目指して、カメラや 

通信装置が付属した呼吸器を検討しています。開発の目

標は2020年の東京オリンピックです」

　世界一安全な東京そして日本を実現するため、エア・

ウォーター防災は、創造と挑戦で未来を拓いていこうとし

ている。

※ 川崎市消防局の取材にあたりましては、総発売元株式会社重松製作所および神
奈川県代理店晃洋商事株式会社様にご協力をいただきました。改めて御礼申し
上げます。エア・ウォーター防災の本社工場敷地内に新設された振動試験センター

大型 3軸（縦×横×垂直）同時加振試験装置

細部に及ぶ部品の検査
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北海道の広大な大地と
エア・ウォーターの使命

　北海道におけるエア・ウォーターの歴史は長い。1929

年、酸素を、民間でも医療用に使用できるように有志によっ

て設立された、北海酸素の札幌での創業に始まる。

　現在は、産業ガス、医療、エネルギー、そして農業・食品に

関わる事業まで、北海道の産業や人々の暮らしに欠かせな

い存在へと成長している。エア・ウォーターの北海道代表

の藤田に、地域や事業の特徴について聞いた。

　「エネルギー関連は、直接住民の皆さんにLPガスをお届け

するサプライヤーとして、道内を約90カ所の拠点で網羅し、

生活者の身近で暮らしの安心・安全を支えています。産業

ガス、医療用ガスでは、北海道の地域性として供給エリアが

広いので、安定供給のための拠点確保や人員配置などに注

力しています。また、これからの北海道は農業や食品の生

産基地になることは間違いなく、エア・ウォーターの総合力

で農業や食品事業を育てていきたいと考えています」

道内唯一の炭酸ガスメーカーとして

　道内での炭酸ガス供給について、北海道エア・ウォーター

社長の曽我部は次のように話す。

　「エア・ウォーターは、炭酸ガスでは全道に対してほぼ

100％の供給を担っています。炭酸ガスの用途は非常に幅

広く、溶接用をはじめ、ドライアイスや炭酸飲料用、また消火

用、農業用（ハウス栽培）、手術

用など、人々の暮らしや産業の

至るところで利用されている

のです。北海道新幹線の札幌

延伸でも、トンネル工事排水の

中和用に用いられています」

　そ し て 道内唯一 の 炭酸 ガ

スメーカーとして、社会貢献

の役割も大きい。2015年7月

には、苫小牧市沖合で起きた 

カーフェリー「さんふらわあ 

だいせつ」の火災事故で、北海

道エア・ウォーターと北海道エ

ア・ウォーター・エンジニアリン

グ、エア・ウォーター炭酸、エア・

ウォーター物流の連携で、消火

と船体冷却のために、液化炭酸

ガスの供給作業を緊急実施した。

炭酸ガス供給の危機。緊急事態に向けエア・
ウォーターグループと地域企業の力を結集

　2012年11月、「エネルギー供給構造高度化法※」に基づ

き、JX日鉱日石エネルギー（現、JXエネルギー）株式会社が

室蘭製油所の原油処理停止（石油化学工場への転換）を発

表した。同製油所から純度 99％以上の炭酸ガス原料の供

エア・ウォーター株式会社
専務取締役 北海道代表

藤田 昭

北海道エア・ウォーター株式会社
代表取締役社長

曽我部 康

Feature Story

※ エネルギー供給構造高度化法：化石燃料市場の不安定化や温室効果ガス削減への対策として、エネルギー供給事業者に対して、非化石エネルギー源の利用拡大と、化石エネルギー
原料のさらなる有効利用促進を目的とした法律（2009年７月成立）。

北海道というエリアで、その特徴ある地域性を活かした事業を展開するエア・ウォーター。
その存在感は、産業ガス、医療ガス、エネルギー、農業・食品など、地域密着で進めてきた各事業で大きく育っている。
特に炭酸ガス供給では、室蘭市で道内唯一の工場を操業し、ほぼ 100％の道内需要に応えてきた。
2012年、炭酸ガス原料の供給元であった製油所が原油処理停止（石油化学工場への転換）を発表。
それを受けてエア・ウォーターグループは、“道内炭酸ガス供給の継続”を目標に、
お客様である新日鐵住金グループ各社の協力を得て、力を結集。その経緯や内容について、報告します。

地域事業

事業を通して社会の課題を解決する

	 “北海道での炭酸ガス供給を切らさない”
	 エア・ウォーターグループの挑戦
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給を受け、道内で唯一炭酸ガスを

製造していたエア・ウォーターグ

ループの共同炭酸は、供給不能の

危機に直面した。この緊急事態に、

エア・ウォーターグループと関係各

企業が総力を挙げて動き出した。
　炭酸ガス原料の新たな供給元を

調査していたエア・ウォーター側

では、新日鉄住金エンジニアリン

グ株式会社からの省エネ型CO2 回収設備「E
エスキャップ

SCAP（Energy 

Saving CO2 Absorption Process）」の提案に可能性を見

出した。提案を受けた、エア・ウォーターの藤田は次のよ

うに話す。

　「提案は、新日鐵住金株式会社室蘭製鐵所の熱風炉から 

排出される純度 20〜30％程度の炭酸ガス原料から、アル

カリ溶液を使った化学吸収プロセス「ESCAP」によって、純

度99％以上の高濃度炭酸ガスを回収するというものです。

エア・ウォーター側としては、十分な炭酸ガス原料を継続

的に供給していただけることで、この提案を採用しました」

　元々、新日鐵住金室蘭製鐵所はエア・ウォーターの酸素

と窒素のオンサイトプラントのお客様であり、室蘭で長年

の取引きがある。また共同炭酸が製造する炭酸ガスのお

客様でもあった。つまり炭酸ガスの供給停止は、新日鐵住

金室蘭製鐵所にとっても回避すべき事態だった。

　供給元が決定してからは、時間との闘いが始まった。新

たに炭酸ガスの製造元となるエア・ウォーター炭酸をはじ

め、エア・ウォーターグループと新日鐵住金グループ各社 

スタッフの“北海道の炭酸ガス供給を切らさない”という共

通の目標のもと、2014年11月1日の炭酸ガス製造開始に

向けて力を一つに結集した。

　新しい炭酸ガス製造プラント

を新日鐵住金室蘭製鐵所構内に

建設する際、現地の責任者であっ

たエア・ウォーター炭酸室蘭工場

長の森田は、操業開始までの経

緯について次のように話す。

　「一番の課題は、2014年11月

1 日の操業開始に絶対に間に合

わせなければならないことでし

た。試運転での調整、プラント運転操作習得、また品質管

理のための分析など、業務は山積し、また冬季の北海道の

凍結トラブルなどを想定し、かなりの神経を使いました」

　それでも、北海道に炭酸ガス製造の代替工場はなく、継

続的な供給は自分たちの社会的使命であるという思いで、

乗り越えることができたと話す。

人々の暮らしと産業を守るために
地域に根ざした事業を創造していく

　室蘭における北海道への炭酸ガス供給プロジェクトは、

エア・ウォーターの供給責任だけではなく、供給停止を懸念

する経済産業省北海道経済産業局や室蘭市、また新技術に

よるプラントの設置を提案した新日鐵住金グループなど、国

や地方自治体、また地域の企業を巻き込み、成功を収めた。

　2016年3月現在、北海道のエア・ウォーターグループは 

企業数21社、従業員数4,129人を擁する。エア・ウォーター

の藤田は最後に、今後の展望について次のように語った。

　「地域の産業と暮らしを守り、地域に根ざした、地域なら

ではの事業の創造と雇用の創出を目指し、北海道に欠かせ

ない存在として成長を続けていこうと考えています」

エア・ウォーター炭酸株式会社
室蘭工場 工場長

森田 寿一

　1909年（明治 42年）、室蘭に北海道唯一の銑鋼
一貫製鐵所を創業し、わが国の発展に貢献して
きた新日鐵住金。今回の北海道の炭酸ガス供
給継続で協力いただいた同社室蘭製鐵所のご
担当、安全環境防災部長の林様にお話を伺った。
　「室蘭製鐵所は、特殊鋼棒線という主に自動
車部品に使用されている高品質な鉄鋼製品を
生産しています。エア・ウォーターとは、鉄鋼
製造の工程で使用する酸素や窒素をオンサイ
トプラントより供給いただいている他、炭酸ガ
スも室蘭のグループ会社より供給いただくな
ど、長年にわたり深い関係にありました。今回

の炭酸ガス供給の継続にあたっては、私ども
のグループ企業が持つESCAPという技術を使
い、この室蘭製鐵所内にプラントを新設するこ
とになりましたが、私たちにとってもESCAPの
商用 1号機を実現する良い機会となりました。
また、炭酸ガスの供給継続だけではなく、何と
か地域連携により室蘭にこの事業を残したい
という思いがあり、短い期間でしたが、最大限
の協力をさせていただきました」
　ビジネス上の目的だけではない、同じ地域で
発展してきた企業の協業の背景には、使命感
と絆があった。

絆をつなぎ、共に北海道の炭酸ガス供給に寄与

新日鐵住金株式会社
棒線事業部 室蘭製鐵所  
安全環境防災部長

林 浩明 様

炭酸ガス回収設備「ESCAP」
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　鉄鋼業界のCO2排出量を約 30％削減することを目指した「環
境調和型製鉄プロセス技術開発（COURSE50）」が、NEDO※委託
事業として進められています。2015年度には試験高炉が建設
され、CO2削減効果実証への取り組みが始まりました。エア･
ウォーターは、この試験高炉へ混合ガスを供給する設備を担当
しています。
　設備開発にあたり課題だったのは、従来困難と言われていた
COとN2の分離でした。エア･ウォーターは新たにN2を吸着し

ないCO吸着剤を採用し、CO吸着剤の特性を生かした新たなガ
ス精製設備を研究開発しました。
　このガス精製設備により、CO濃度の低い高炉ガスから98％
の高純度COガスを取り出すことができるようになりました。
　今後も多様なソースからのガス精製ニーズにお応えしながら、
環境負荷低減に貢献していきます。

※独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

地球環境研究・開発

地球環境農業・食品 地域事業

環境調和型製鉄プロセス技術開発への協力とガス精製設備の開発

■COURSE50 高炉ガス精製設備

ベースガス

AW受注範囲

N2/H2/H2S

高炉ガス
(CO、CO2、
N2、H2の
混合ガス）

ターゲット

ガス

CO
高炉ガス
精製設備 試験高炉混合設備

トピックス

環境に貢献するエア･ウォーターの研究開発と事業

　エア・ウォーターグループは、空気、水、地球、そして人にかかわる事業の創造と発展に英知を結集し、社会課題
の解決に努めています。ここでは、CO2削減国家プロジェクトへの協力、資源を余すことなく活用するバイオマス
エネルギーセンター、温室効果ガス削減や省エネに貢献する化学製品、バイオディーゼル燃料の製造・販売など、
社会課題解決に貢献している事例を紹介します。

　エア･ウォーターが 2016年 5月に稼働を開始した安曇野バ
イオマスエネルギーセンターでは、地域の木質バイオマスを
活用するガス化コージェネレーション設備が導入されています。
野菜栽培用エネルギーの供給を目的に、株式会社エア･ウォー
ター農園の安曇野菜園敷地内に建設された施設です。
　コージェネに使う燃料は、周辺地域の未利用木材（間伐材
など）を破砕・乾燥させた木質チップを、高温でガス化したもの。
ガスエンジンで出る熱は回収され、温水として安曇野菜園へ
供給、エネルギーの利用率を高めています。
　 また燃焼過程で副生されるCO2は、来年度より安曇野菜園
内のトマトの光合成に利用し、ガス化した後に発生する木炭は、
木材チップを乾燥させる燃料として利用する予定です。さら
に木炭の一部は、近隣のエア･ウォーター・エコロッカ株式会
社の工場で、環境建材「エコロッカ」※の製造原料の一部とし
て活用することを検討しています。
　発電した電気は売電をしていますが、化石燃料ではなく木
材を利用したバイオマス発電のため、温室効果ガス排出量の
削減に貢献します。
　 このように同センターは、未利用木材から得た貴重な資源
を熱、電気、CO2、木炭などとして余すことなく活用しています。

　エア･ウォーターはこの事業を、温室効果ガスの削減はもち
ろん、持続可能な農業事業の推進、森林資源の有効活用を通じ
た地域振興、さらには地域の安定した雇用創出にも貢献する「半
農半電」のビジネスモデルとして取り組んでいきます。

※ 「エコロッカ」は未利用の廃木材と廃プラスチックの複合材で、木材とプラスチック
それぞれの優れた特性を兼ね備えた建材。

貴重な資源を余すことなく活用するバイオマスエネルギーセンター

■ 安曇野バイオマスエネルギーセンターの外観
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地球環境ケミカル

温室効果ガス排出削減や省エネに貢献するケミカル事業の製品
　エア･ウォーターグループの川崎化成工業株式会社は、多種
多様な石炭・石油化学品を製造しています。ここでは、環境貢
献商品である「マキシモール®」と「SAQ®」を紹介します。

●	硬質ウレタンフォーム用のポリオール	「マキシモール®」
　硬質ウレタンフォームは断熱性能が高いため、ビルや住宅、
冷凍・冷蔵庫等の断熱材など、身近なところで広く使用され
ています。
　硬質ウレタンフォームの原料には、ポリオール（多価アル
コール）や発泡剤などが用いられます。以前は発泡剤にオゾ
ン層を破壊する特定フロン系のものが使われていましたが、
現在は代替フロン系発泡剤が主流です。川崎化成工業が製
造販売している「マキシモール®」は、代替フロン系発泡剤に
対応するポリオールです。
　代替フロン系発泡剤はオゾン層を破壊しませんが、地球温
暖化係数が大きい（800～1000程度）のが課題でした。次世
代の発泡剤は地球温暖化係数が小さく（１～２）、大幅に改善
できます。また代替フロンなどを使わず水によって発泡させ
る材料もできています。
　川崎化成工業は、これら次世代発泡剤・水発泡剤に適した
ポリオールである新たな「マキシモール®」の開発と販売も 
行っており、温室効果ガスの排出削減に貢献しています。

●	パルプ蒸解助剤「SAQ®」
　紙原料である木材チップのほとんどは、海外からの輸入
に頼っており、価格が年々上昇しています。製紙工場では、
パルプの歩留向上が課題となっています。
　川崎化成工業のパルプ蒸解助剤「SAQ®」は、木材チップか
らセルロース（繊維）パルプを取り出す蒸解工程での歩留を
向上させるため、国内のほとんどの製紙工場やアジア地域
の製紙工場で使用されています。
　このほか「SAQ®」には、パルプの蒸解温度の低下、蒸解時
間の短縮の効果があります。また、パルプの着色成分であ
るリグニンの除去を促し、漂白・排水負荷や臭気問題の低減
にも役立ちます。
　川崎化成工業は、「SAQ®」を通して森林資源の保護、木材
輸送量低減、反応温度低減による化石燃料使用量とCO2排
出量の削減など、製紙工場に関わる環境負荷低減に貢献し
ています。

トピックス

　株式会社どりーむが製造するバイオディーゼル燃料（以下BDF）製品が、2015年 10月に液体燃料として初
めて、北海道認定リサイクル製品に登録されました。北海道リサイクル製品認定制度は、道内で発生した
循環資源を利用し、道内で製造された一定の基準を満たすリサイクル製品を北海道が認定し、リサイクル
製品の利用を促進する制度です。
　どりーむは、札幌市とその近郊の飲食店・食品工場や家庭から出る廃植物油を主な原料に、BDFを製造し
ています。植物由来の油を原料としており、温室効果ガス（CO2）の排出量削減に貢献します。そのためどりー
むのBDFは、環境対応型燃料として札幌市環境事業部のごみ収集車や公共施設などに採用されています。
　北海道認定リサイクル製品に登録されて以降、公共工事作業車・重機用燃料として採用されたほか、運送
業者からの採用もありました。どりーむでは販売したBDF使用分のCO2削減量を「証明書」として発行して
おり、お客様が作成する環境報告書での掲載にも役立っています。

どりーむのバイオディーゼル燃料が北海道認定リサイクル製品に登録

■硬質ウレタンフォームとマキシモール®

■パルプ製造の蒸解工程におけるSAQ®の役割

パルプ蒸解助剤SAQ®

アルカリ性白液

SAQ®

SAQ®

木材チップ

木材チップを原料とした化学パルプの製造

リグニン含有黒液
（燃料として使用）

セルロース
パルプ

蒸解釜 触媒的な
リサイクル反応

■北海道認定リサイクル 
　製品認定証
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経営報告

コーポレート・ガバナンスに関する	
基本的な考え方
　エア・ウォーターは、社会的良識に従った公正な企
業活動を行い、株主や顧客の皆様、地域社会、従業員
などあらゆるステークホルダーから信頼されることが、
企業の持続的発展と企業価値の最大化に不可欠であ
ると考えています。そして、内部統制システムを含
めたコーポレート・ガバナンスの充実は、ステークホ
ルダーの信頼を獲得し、企業の社会的責任を果たす
うえで、最も重要な経営課題であると認識しています。
　エア・ウォーターは、的確な経営の意思決定、それ
に基づく適正かつ迅速な業務執行、ならびにそれら
の監督・監視が充分に機能する経営体制を構築する
とともに、幅広い情報公開で経営の透明性を確保す
ることにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っ
ています。

「コーポレートガバナンス・コード」に関する取り組み
　エア･ウォーターは、東京証券取引所が2015年 6月 1日に定めた「コーポレートガバナンス・コード」の各原則についての対応を行っ
ています。また、取り組み内容はコーポレートガバナンス報告書に記載し、当社ウェブサイトにて公表しています。

選定・解職

業務監査 会計監査

監督

連携

選任･解任 選任･解任
連携 監査

選任･解任

内部監査

付議・
報告

付議・報告 報告報告

報告

報告

監督・
指示

監査・指導報告

カンパニー／事業部門／管理部門／研究部門／グループ会社

代表取締役最高経営委員会

取締役会

監査室

監査役会 会計監査人

株主総会

コンプライアンスセンター

経
営

業
務
執
行

内
部
統
制

■コーポレート・ガバナンス体制

コンプライアンス体制
　コンプライアンス体制の基礎として、「エア・ウォーターグルー
プ倫理行動規範」を制定し、社会倫理と順法精神の教育啓発、
ならびに法令順守に関するルールの徹底を図っています。こ
れは、エア・ウォーターおよびグループ会社の役員ならびに社
員が法令などを順守し、社会倫理を尊重した行動を実践する
ための行動指針となるものです。

内部監査の状況
　内部監査については、内部監査部門である監査室が、エア・
ウォーターグループにおける法令および社内諸規則の順守状
況のほか、業務プロセスの適正性と妥当性について、定期的に
監査を実施しています。また監査室は、財務報告の信頼性と
適正性を確保するための内部統制システムの構築および運用
状況について監視および監督を行うとともに、その有効性の評
価については、代表取締役の責任と指揮のもとで主管部門とし
ての役割を果たしています。
　また、エア・ウォーターでは、監査室のほかに、コンプライア
ンス、保安防災、環境保全および品質保証について当社グルー
プを横断的に管理、統制する専任部署として、コンプライアン
スセンターを設置しています。

　 それぞれの内部監査によってエア・ウォーターグループの経
営に重要な影響を及ぼすおそれのある事実が確認された場合
には、監査役および代表取締役に適宜、報告する体制としてい
ます。

コンプライアンス委員会
　エア・ウォーターでは、関連部門が集まりコンプライアンス
問題を協議する諮問機関として、コンプライアンス委員会を設
置しています。代表取締役から出されたコンプライアンスに
関する方針・指示事項について具体施策などを検討するほか、
コンプライアンス違反発生時における対応についても協議し
ます。

内部通報制度
　エア・ウォーターはコンプライアンスを順守する経営を行う
ために、内部通報制度を設けています。法令および社内諸規
程に違反、または違反のおそれがある行為を認識した者が通報
できます。
　通報窓口は社内と社外に設け、通報者には不利益な扱いを
しないことを定めています。

　持続的な成長を進めるには、あらゆるステークホルダーからの信頼が不可欠と、エア･ウォーターは考えます。
そのためにエア・ウォーターおよびグループ会社では、透明性の高い組織統治の実現に向けた取り組みを行って
います。

組織統治への取り組み
ISO26000

6.2  組織統治
株主・投資家 政治・行政

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス
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経営報告

　エア・ウォーターおよびグループ会社
の事業活動において特に重要なリスク
であると認識しているコンプライアンス、
保安防災、環境保全および品質保証にか
かわるリスクについては、代表取締役の
直轄組織であるコンプライアンスセンター
がその統括部門として、エア・ウォーター
およびグループ会社を横断的に管理す
る体制をとっています。
　情報セキュリティ、品質管理、知的財産および契約などにか
かわる個別リスクについては、それぞれの担当部門において、
社内規程の制定、マニュアルの作成ならびに教育研修の実施な
どを行うとともに、事前審査や決裁制度を通じて当該リスクを
管理しています。
　また、コンプライアンスセンターを事務局とするリスクマネ
ジメント検討会を定期的に開催し、各部門およびグループ会社

におけるリスク管理体制の状況を把握するとともに、エア・ウォー
ターグループ全体におけるリスク管理体制の強化を推進して
います。
　 その他、事業活動への影響が大きいと想定されるリスクが
発生した場合には、危機管理規程に基づき、直ちに危機管理委
員会を社内に設置し、発生したリスクに対し迅速かつ適切に対
応する体制を整えています。

　エア・ウォーターは、株主・投資家の皆様と長期的、安定的な
信頼関係を築き、多様な事業群を形成して絶えず成長・変化し
続ける当社独自の戦略やビジネスモデルを正しくご理解いた
だくため、ウェブサイトや刊行物などによる企業情報の発信、
株主総会や国内外でのIR活動などを通して、適時・適切な情報
開示と積極的なコミュニケーションを図っています。
　株主の皆様には、毎年 2回、株主報告書を作成し、事業内容
および業績をわかりやすく説明するよう努めています。また
機関投資家やアナリスト向けには、北海道や関西などをはじめ
各地のグループ施設・工場の見学、四半期ごとの決算電話会議、
個別ミーティングなどを実施し、当社への理解を深めていただ
いています。

株主・投資家とのコミュニケーション

■危機管理体系図

連絡

指示
速報

代表取締役危機管理委員会／対策本部

職制コンプライアンスセンターコンプライアンス委員会

リスク発生部門（事故災害・コンプライアンス違反）

指示
速報

指示
報告

指示報告指示

報告

 設置指示
／対策指示

報告

諮問

答申

監
査
役

連絡
 監査

報告

指示
速報

代表取締役危機管理委員会／対策本部

職制コンプライアンスセンターコンプライアンス委員会

リスク発生部門（事故災害・コンプライアンス違反）

指示
速報

指示
報告

指示
報告指示

報告

 設置指示／対策指示

報告

諮問

答申

監
査
役

連絡
 監査

報告

指示
速報

代表取締役危機管理委員会／対策本部

職制コンプライアンスセンターコンプライアンス委員会

リスク発生部門（事故災害・コンプライアンス違反）

指示
速報

指示
報告

指示
報告指示

報告

 設置指示／対策指示

報告

諮問

答申

監
査
役

 監査

報告

■株主報告書　

　大地震による広域災害の発生を想定した大規模災害防災
訓練を、2015年度の大阪地区に続き、2016年度は東京地区で
実施しました。対策委員を対象に、その初動対応力、判断力
を高めるため、模擬会社の対策本部員の設定で初動対応を体
感する「大規模災害体験シミュレーション訓練」を行っています。
　危機発生時 に 起 こ
りう る 状況 へ の 想像
力を高め、迅速な対応
の 実現 に 必要 な 取 り
組みについて、理解を
深めました。

大規模災害（対策本部設置）訓練の実施
（東京地区での開催）

■工場見学会の様子

リスクマネジメント

株主・投資家との関わり

　2007年の「エア・ウォーターグルー
プ倫理行動規範」制定時に制作した
冊子『コンプライアンス入門』を全
面的に刷新した『コンプライアンス 
ハンドブック』を 2016年 6月、全グ
ループ社員に配布しました。
　 これにより、エア・ウォーターグ
ループのコンプライアンス順守の意
識を一層高めていきます。

「エア・ウォーターグループ倫理行動規範」の順守
『コンプライアンス ハンドブック』の発行

リスクマネジメント体制
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　エア･ウォーターは、お客様の高い期待と信頼に応える製品やサービスの提供に、日々取り組んでいます。
そして、安全・安心を旨とする品質のさらなる向上に向けて、グループを挙げた取り組みを推進しています。

　エア･ウォーターでは、各部門およびグループ会社の共通の方針である「全社品質方針」を以下のように定めています。

お客様から 
『ありがとう』と言っていただける品質の、 

製品・商品・サービスの提供。

全社品質方針

　人工呼吸器や在宅酸素濃縮器などエア・ウォーターが提供す
る医療機器は、いずれも幅広い医療分野で活用されており、そ
の安全と品質の保証・維持は常に意識すべき重要課題と考えて
います。そこでエア・ウォーターでは2015年 10月、医療機器の
品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485の認証
を取得しました。
　ISO13485は医療機器の品質を保証するために運用されるシ
ステムであり、順守運用により国際規格での品質を保証するも
のです。また毎年継続審査を受審することで、品質を継続的
に保持するシステムとなっています。
　今後もエア・ウォーターはISO13485を順守運用し、常に患者
様に安心・安全な高品質の医療機器を提供していきます。
　また、医療機器については、法改正による医薬品医療機器等
法に準じ、製造販売に求められた品質マネジメントシステム
(QMS)の導入を進めています。

　 お客様には産業ガスをいつも安心してお使いいただきたい。
そのための取り組みとして、エア･ウォーターは2016年4月に「遠
隔監視・支援センター」を創設し、全国約 230の製造拠点を 24
時間監視する体制を確立しました。万が一の警報にスピーディ
に対応できるほか、設備データを予防保全、設備改善に反映す
ることで、より安定したガス供給が可能となります。　
　また、建設工事等の際に行う現場分析については、実施する
作業員の技量を認定する「ガス分析作業員認定制度」を開始し
ました。既に115人が取得しています。
　さらに、各製造拠点で認定を取得済みの「ガス分析技術認定
制度」と併せ、確かな製品ガス分析技術で、お客様へお届けす
る製品ガスの品質を保証しています。
　こうした取り組みによって、製造設備から製品ガスに至るま
で全社統一体制で管理を行い、お客様に「エア・ウォーター品質」
での供給責任を果たしていきます。

■ガス分析作業員認定証

お客様との関わり
（安全・安心な製品やサービスの提供）

全社品質方針

ISO26000
6.7  消費者課題

■遠隔監視・支援センター

お客様

■ISO13485認証証

各種活動報告

医療機器の品質管理への取り組み

産業ガスの品質管理への取り組み
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品質マネジメントシステムへの取り組み 品質保証研修会

食品安全スタッフ研修会
　エア･ウォーターでは、農業・食品事業にかかわる「品質管理
プロジェクト」を 2015年 4月に立ち上げました。グループ各社
の品質管理体制のレベルアップと重大クレームの撲滅を目指し、
定例会議と必要に応じた現場チェック活動を続けています。
　 また、グループ共通の品質基準を策定し、各食品工場での自
己点検を実施しました。これにより、自社工場の管理レベル
の強みと弱みが、客観的に把握できるようになります。
　 このように、ハードとソフトの両面から品質管理の強化を
進め、お客様に安全な食材をお使いいただけるよう、日々の改
善に取り組んでいます。

　エア･ウォーターでは、「食品の安全・安心」に対する情報・技
術の共有化、知識・意識レベルの向上および食品事故の未然防
止を目的に、食品安全スタッフ研修会を開催しています。
  2015年度は 11月に行い、食品に関わる事業部やグループ会
社の品質管理・品質保証スタッフが参加しました。今回は、食
用塩のリーディングカンパニーである株式会社日本海水の讃
岐工場見学会、各社でそれぞれ取得している食品安全マネジ
メントシステム（ISO22000、FSSC22000、総合衛生管理製造過
程など）導入後の取り組み報告、外部講師による「 効果的な食
品安全マネジメントシステム（FSMS）の構築」と「従業員教育

訓練 シ ス テ ム 」を
テ ーマ とし た 講演
が行われました。
  新 た に 加 わ る グ
ル ープ 会社 が 増 え
るなか、今後もこう
し た 食品安全教育
を継続することで、
品質管理・品質保証
の向上に努めてい
きます。

　エア･ウォーターグループは、各社で品質マネジメントシス
テム（ISO9001、ISO13485）認証を取得しています。
　グループ内では、内部監査員の養成講習、品質マネジメント
システムの認証取得や継続的改善を支援する活動を行ってい
ます。
　2015年度は、ISO9001内部監査員の養成講習会を2カ所で実
施し、グループの社員が受講しました。

　エア･ウォーターは、品質保証意識の向上およびエア･ウォー
ターグループの情報・技術の共有化を目的に、各種品質保証研
修会を開催しています。2015年度は、以下の2つの研修会を開
催しました。

●  グループ各社の若手技術系従業員向け研修（全国３カ所
で開催）

 品質管理の基礎を習得する「品質管理セミナー」
● グループ各社のトップマネジメント、管理責任者、所属部

門の長、内部監査員等を対象とした研修（全国３カ所で開催）
 品質マネジメントシステムISO9001：2008 が改訂され、

ISO9001：2015 が2015年 9 月 15 日に発行されたことを受
け、外部講師による「ISO/JIS Q9001：2015 規格改訂説明
とマニュアルの移行対応」

　今後も計画的に品質保証研修会を開催し、品質保証意識の
向上、グループの情報・技術の共有化を進めていきます。

食品安全体制

　エア･ウォーターは「 品質保証情報」
および通達文書を発行し、各部門、グ
ループ会社の品質保証責任者および
担当者に対して、品質保証に関する情
報の共有を図っています。2015年度は、
平成 27年度全社品質目標の通知や品
質保証研修会の案内などを発行しま
した。

品質保証情報の共有

■品質保証情報

品質保証への取り組み

食品安全への取り組み

■品質保証研修会

■日本海水讃岐工場で塩生産設備を見学
■食品工場における点検の様子

各種活動報告



20

従業員との関わり
（安心して働ける職場環境づくり）

１.	 労働災害ゼロをめざして、総合的かつ計画的な安全対策を推進します。

２.	 従業員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。

３.	 関係法令を順守し、労働安全、交通安全、労働衛生および保安防災の責任体制の明確な職場をつくります。

以上の基本方針のもとで、安全衛生教育を通じて、「安全衛生第一」とする従業員一人ひとりの意識の向上と、 
会社としての風土作りを推進します。

エア･ウォーターグループ　安全衛生基本方針

　エア・ウォーターでは、職場の安全衛生を確保するために中
央安全衛生委員会の体制を整えています。中央安全衛生委員
会は、安全衛生統括本部長のもとに安全担当委員、衛生担当委
員、25人の安全衛生部会長およびエア・ウォーター労働組合が
参加し、定期的に開催しています。
　また、年度末に5年間無事故・無災害の事業所やグループ会
社を安全表彰することで、安全に対する意識や安全衛生活動
への取り組み意欲を高めています。
　中央安全衛生委員会の内容については、社内ネットワークを
通して社内に公開し、情報の共有化を図っています。

　エア・ウォーターでは、安全活動に関する施策の基本事項として、「安全衛生基本方針」を制定し、活動に取り組んでいます。

中央安全衛生委員会

各地域の部会

会長・社長

各安全衛生部会長、労働組合中央執行委員長

安全衛生統括副本部長（コンプライアンスセンター長）

安全衛生統括本部長（管理部門管掌役員）

安全担当委員（保安担当部門長） 衛生担当委員（人事担当部門長）

■安全衛生体制図

　エア･ウォーターは、安全の確保は企業活動の大前提であり、従業員の安全・安心なくしては会社の存続と発展はな
いと考えています。安全衛生基本方針の下、安全に関する情報を共有し、従業員の安全・安心を第一に考えた職場づ
くりに努め、労働災害ゼロを目指した取り組みを行っています。

労働災害ゼロを目指して

　エア･ウォーターグループの 2015年度の休業災害は 54件で
した。2014年度の休業災害 53件から増加しています。なお、
2015年度の休業災害に対する度数率※ 1は1.61となっており、
横ばい状態にあります。

　2016年度も引き続き、休業度数率 0.90以下を中期目標とし
た取り組みを行います。
　2015年度の事故原因の内訳については、｢ 転倒・つまずき｣ 
｢墜落・転落｣が全体の約4割と多く、｢挟まれ・巻き込まれ｣｢切れ・
擦れ｣を含めると約 6割を占めています。
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 ■休業災害の度数率

※ 1 休業災害に対する度数率
度数率とは、100万延労働時間当
りの事故遭遇率人数で労働災害
の頻度を表すものです。

エア･ウォーターグループは業種
と人数構成を加味し、2016 〜 18
年度の中期目標を、休業災害の
度数率 0.90以下としました。

■ 休業災害の事故原因
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（2015年度　54件）

集計範囲：エア・ウォーター㈱、連結子会社、持分法適用子会社・関連会社、持分法非適用関連会社、非連結子会社
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　労働災害の撲滅には、これまでに起きた災害について検証し、
再発防止に活かしていく姿勢が大切です。エア・ウォーターで
はコンプライアンスセンターが中心となって事故の傾向を分
析し、さまざまな角度から、グループ内の労働災害低減に向け
た取り組みを行っています。
　ここでは、①労働災害の「原因」に着目した各種対策や教育、
②事故の多かった「事業」に対して重点的に行った各種防止活

動、③労働安全衛生法改正に先駆けて行われた「化学物質のリ
スクアセスメント研修」、④労働災害ゼロの取り組みをより深
めるさまざまな従業員を対象とした安全研修、について紹介し
ます。
　いろいろな方向からのアプローチを重ねることで、職場での
安全衛生活動が活発になり、高い安全意識が職場の一人ひと
りに根付いていくことを目指しています。

各種活動報告

労働災害低減への取り組み

　グループ内で発生した事故原因の約 4割を占めるのが、「 転
倒・つまずき」「墜落・転落」です。エア･ウォーターでは安全衛
生重点施策として 2015年度に「転倒災害 撲滅活動」を導入し
ました。2016年度は「墜落」への対策も追加して、引き続き強
化活動を行っています。
　「 転倒・墜落災害」が発生するおそれがある場所への「 転倒・
墜落災害防止ポスター」掲示、「転倒・墜落災害防止チェックシー
ト」等を用いた職場巡視のほか、4S(整理・整頓・清掃・清潔）活
動や危険箇所の「 見える化」といった、各種安全衛生活動を推
進させるための安全教育を続けています。 
　2015年度は、特に地域
別にみて、「 転倒・墜落災
害」の発生件数が多かっ
た 北海道地区 に つ い て、
全事業 を対象に、事故事
例と原因・関係法令・安全
対策・リスクアセスメン
ト演習など、職場での安
全教育に役立つ内容を組
み込んだ「転倒・墜落等災
害防止研修会」を実施し
ました。

①労働災害の「原因」	からのアプローチ
　エア・ウォーターグループの労働災害において、「 挟まれ・巻
き込まれ」「切れ・擦れ」の約 5割は、農業・食品事業で起きてい
ます。
　 これらを防止するには、人的要因と物的要因の両面からの
対策が必要で、これらの行動が危険であると注意喚起するた
めにKY(危険予知）活動や安全教育を行うことが大切です。ハー
ド面では、「危険な作業」にならないような対策を講じることで、
安全カバーを設ける、手が入る前に装置が停止するような安
全装置（インターロック）を設けるといった手段が有効となり
ます。
　2015年度は、農業・食品事業を対象として「 挟まれ・巻き込
まれ等」の事故事例と原因・食品加工用機械の関係法令・安全
対策・リスクアセスメント演習など、職場での安全教育に役立
つ内容を組み込んだ「 挟まれ・巻き込まれ等災害防止研修会」
を実施しました。

②「事業別」労働災害	からのアプローチ

■転倒・墜落災害防止ポスター

■ 「転倒・墜落等災害防止研修会」テキスト ■ 「挟まれ・巻き込まれ等災害防止研修会」テキスト

■ 「挟まれ・巻き込まれ等災害防止研修会」
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　エア･ウォーターでは、「労災ゼロ」の取り組みをより深める
ため、安全に関するさまざまな研修を行っています。2015年
度はグループの安全衛生スタッフが参加する「安全スタッフ研
修」、高圧ガスに携わるスタッフを対象とした「 高圧ガス保安
技術スタッフ研修」を実施しました。
　このほか、現場作業者を対象とした「安全体感教育研修」、お
よびグループの安全衛生スタッフ・職場リーダー・現場作業者を
対象とした「リスクアセスメントの基礎研修」を実施しています。 
　安全スタッフ研修は、労働災害や交通事故に関する情報を
共有し、グループ内での安全に対する取り組みの浸透を図るも
のです。また、安全体感教育研修は「リスク」「 安全」に対する
知識を深め、職場に潜在する危険を感覚的に理解し、事故の抑
制を図ることを目的としています。
　これらの研修を通
じ て、安全 に 対 す る
意識 の 高 い 人材育成
に取り組んでいます。
また、研修は、業種の
垣根を越えたグルー
プ の ス タッフ同士 が
交流する機会でもあ
ります。

■ 2015年度　研修会の実施回数

安全スタッフ研修 1回
高圧ガス保安技術スタッフ研修 1回
安全体感教育研修 5回
リスクアセスメントの基礎研修 6回
化学物資のリスクアセスメント研修 3回
転倒・墜落等災害防止研修 1回
挟まれ・巻き込まれ等災害防止研修 1回

　エア・ウォーターは、毎年７月の「 全国安全週間」にあたり、
安全意識の高揚を図るため、グループ会社も含めた全ての従業
員に呼びかけ「安全スローガン」を募集しています。
　従業員にとっては、職場や家庭で
安全について考える良い機会となっ
ており、2015年度は、5,194件の応募
がありました。
　優秀作品は表彰するとともに、ポス
ターにして各職場に掲示しています。
併せて、作品の提出率が高い会社や
多くの作品を提出した会社をグルー
プ安全衛生優良会社として表彰する
ことで、会社単位での積極的な取り
組みを推奨しています。

各種活動報告

　エア・ウォーターでは、グループ内で発生した事故や各職場
の労働安全衛生活動を促す情報などを「 安全情報」として、社
内ネットワークで配信しています。
　特に重大・重篤な事故につながりか
ねない休業災害が発生した場合は、
速やかにリスク分析を行って事故発
生の直接原因や再発防止対策を明文
化し、これらの情報をグループ内へ提
供しています。
　情報を共有化し職場へ浸透させる
ことで、職場環境への意識向上や職
場改善への水平展開を行い、類似災
害の防止につなげています。

安全スローガン 安全情報の共有

　エア･ウォーターは、2016年 6月 1日施行の労働安全衛生法
改正により義務づけられた化学物質のリスクアセスメントに
先がけ、2015年度に化学物質を製造または取り扱うグループ
の事業所を対象とした「化学物質のリスクアセスメント研修」
を実施しました。
　 この研修では、爆発・火災を起こす危険物（爆発性物質、発
火性物質、引火性物質）や着火源（マッチ、電気スパーク、静電
気など）を危険要因として洗い出してリスク評価する「 爆発・
火災防止のためのリスクアセスメント」、化学物質を取り扱う
業務に従事する作業者が健康障害を受ける可能性の度合い、
化学物質にさらされる（ばく露）程度などを評価してリスクの
判定を行う「健康障害防止のためのリスクアセスメント」に関
する手法を学びました。その上で、グループのさまざまな事業
所で取り扱いが多いと予想される化学物質を題材とした演習
を行いました。
　 この研修は、2016年度も引き続き開催する予定です。

③化学物質のリスクアセスメントからのアプローチ ④各種安全研修によるアプローチ

■安全情報

■リスクアセスメントの基礎研修

■安全体感教育研修

■安全スローガンポスター
　（2015年度）
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の目的は部門・部署内での連携と協働を推進することにありま
す。部門・部署内の全員が参加し、話し合い、知恵を出し合っ
てより効率・効果的な働き方を実現する方策・目標を決定し、目
標達成に向けて相互に理解、協力し、
連携をはかって取り組むことを目指し
ています。

『安全衛生委員会News』の発行　

　安全衛生委員会 による 活動 を 従業
員に広く周知すべく、2015年度から『安
全衛生委員会News』の発行を開始しま 
した。

ICカードリーダーの設置　
　本社および東京、札幌などの事
務所に、2016年4月からICカードリー
ダーを設置しました。出社・退社状
況を正しく捉えて、適正な労働時
間管理を行っています。

従業員との関わり
（多様な人材の活用・人権への取り組み）

　エア・ウォーターグループは、さまざまな事業を展開する多彩なグループ会社で構成されています。その多様な
人材の人権を守り、人格や個性を尊重し、それぞれが生き生きと働くことができる職場になるように努めています。

　エア・ウォーターでは、企業活動に貢献できる女性を採用・育
成することにより、女性の活躍を促進するとともに、人材層の
多様化による組織力の向上を図ることを基本方針に、取り組み
を行っています。
　現状では、女性新卒者の応募が少ないため採用数に男女差
が出る、女性管理職比率が低い、といった課題を抱えており、

女性社員の継続就業を支援する制度や環境の整備は急務です。
そこで、新卒や指導監督層の女性比率向上、継続就業に向けた
施策の充実などを2016年度から5年間の目標とした行動計画
を策定しました。
　これらの方針および行動計画は、エア･ウォーターのウェブ
サイトで公表しています。

　エア・ウォーターは、「労使の関係は車の両輪である」と考え
ています。お互いの立場を尊重し、一定の距離を保ちながら、
双方向で意見を率直に交わすことで、常により良い方向に向かっ
て行く強固な協力関係を築くよう努めています。
　2015年度は、毎月の経営協議会で安全衛生への取り組み、適
正な労働時間管理の推進、女性活躍の促進、ライフイベント時
の両立支援等に関する取り組みについて意見交換を行いました。
また、労働組合の定期中央大会に合わせて行う中央労使懇談

会においては、会社から当期の収益状況、現下の重点経営方針
が説明されるとともに、適正な労働管理や安全衛生、グローバ
ル化への対応などが話し合われました。
　その他 、賃金に関する諮問機関である賃金委員会を開催し、
検証結果に基づいた賃金テーブルの改定にも取り組んでいます。
　今後も労使が一体となり、将来の成長の礎となる企業風土
づくりに取り組んでいきます。

　従業員一人ひとりの心身の健康は、多くの場面でそれぞれ
の持ち味を活かして効率・効果的な働き方を実現する礎です。
また、効率・効果的な働き方はワークライフバランスの実現に
つながるものです。労働時間を適切に管理することはその基
盤であると言えます。
　近年、社会的に、過重労働に起因する、脳・心臓疾患や精神疾
患の急増、事故・災害の発生、また、企業での時間外労働に対す
る不適切な取り扱いの実態が明らかになり、大きな問題となっ
ています。エア・ウォーターはこのような問題が潜在化するこ
とを防ぐため、「労働基準法」および「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」などに基づき、労
働時間を適切に管理するためのガイドラインを作成し、グルー
プ全体で適切な労働時間管理に向けた取り組みを行っています。

“メリハリ20”の活動
　2015年 7月から、エア・ウォーター本社事務所（大阪）におい
て、労使協働で “メリハリ２０”活動を推進しています。第１段
階は事業所退場時刻 20時を目標とする取り組みですが、本来

従業員

各種活動報告

適正な労働時間の管理

女性の活躍推進への取り組み　

労働組合との関わり

ISO26000
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6.3  人権
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　エア・ウォーターグループでは、法令順守の徹底を経営の重
点課題の一つとして取り組んでいます。
　2015年、基礎杭工事のデータ改ざん偽装によって、横浜市の
マンションが傾斜したことが社会問題化するなど、工事を施工
する際の建設業法の順守が重要な課題となりました。
　こうした状況を踏まえ、エア・ウォーターグループとして建

設業法 の 要求事項 の
再認識・再徹底を図る
べく、工事に従事する
グ ル ープ 会社 の 社員
を 対象 に 研修会 を開
催しました。

　エア･ウォーターは、事業を継続的に発展させるべく、法律やお客様・お取引先との取り決めなどを誠実に守り、
ステークホルダーとの信頼関係の維持・向上に努めています。公正な事業慣行を推進し、ステークホルダーの皆様
と共に発展していきたいと考えています。

　エア・ウォーターは、購買管理規程の中で購買活動のあり方
と心得を以下のように定めています。
○購買活動は、常に積極的に実施し、もって社業の進展に寄与

するものとする。
○取引先とは、自由競争下において、対等の立場で相互信頼に

基づく長期的な信頼関係を構築し、良きパートナーとしてお
互いが自己の力をより一層発揮し共に繁栄・存続してゆく、
共存共栄の関係を目指すものとする。

○ 取引先の選定は、優れた財・サービスを経済合理性に基づく
総合的な評価により行うものとし、選定にあっては、国内・国
外、経営規模の大小を問わず、いかなる新規参入希望者に対
しても常に公平・公正な参入機会を与えるものとする。

○購買活動にあたっては、環境への貢献、調和を実践するため
に、資源保護、環境保全に配慮するものとする。また、関連
する法令および当社の「諸規程」および「通達」を十分に理解
し、これを順守する義務を負うものとする。

公正な事業慣行の推進
ISO26000

6.6
公正な事業慣行

お取引先

各種活動報告

　エア・ウォーターは、「エア・ウォーターグループ倫理行動規
範」を定め、その中で職場環境に対する行動規範について以下
のように定めています。
1.   職場における相手方の意に反した性的な言動または行動を

行ってはなりません。また、このようなセクシャルハラスメ
ントを許してはなりません。

2.   一人ひとりの人権を尊重するとともに、性別、国籍、信条、
人種、年令、社会的身分、身体障害など、業務を進めるうえ
で関係のない非合理的な理由で差別を行ってはなりません。
また、このような差別を許してはなりません。

  　この内容は、人事研修で事前に研修受講者が自身の職務
との関わりを考察、整理のうえ、レポートを作成し、研修時
にグループで議論しています。

人権への取り組み

　愛沃特気体(蘇州)有限公司（蘇州エア・ウォーター）は、中国の
蘇州に拠点を置き、工業・医療用ガスを製造・販売する現地法人
です。蘇州出身の人事総務課長 戈益鋒（ガ・イ・フォン）さんは、
人事総務業務のほか安全管理の責任者でもあり、安全監督員と
して会社の保安・安全を監督・指導する職務に従事しています。
　「危険化学品の生産工場である当社は、中国政府当局から注
目される立場にあります。近年、中国国内では危険品生産企
業の大きな死亡事故が頻発しており、政府当局による管理・監
督はさらに厳しさを増しました。

　安全方針の実施、改善案の提出
などについて、安全管理局、消防
局、運輸管理局、環境局などから
受ける監査・指導は、トータルで月
に1回程度あり、保安・安全の責任
者として的確な対応を行うよう努
めています。また、従業員の安全
意識を高めるための取り組みにも
力を入れています」

外国籍人材（グローバル人材）の登用

愛沃特気体(蘇州)有限公司
人事総務課長　
戈益鋒（ガ・イ・フォン）

■建設業法研修会

購買活動のあり方と心得

公正な取引
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地域と共に歩み、地域と共に発展

　「梓
し す い え ん

水苑」は、長野県松本市にある市所有の公共宿泊施設です。
2015年 4月から、エア・ウォーターグループの4社、しなのエア・
ウォーター株式会社、株式会社ＡＷあんじゅり、ファインフー
ズ株式会社、およびエア・ウォーター株式会社で結成したエア・
ウォーター梓川地域開発共同体が管理運営を行っています。
　宿泊のほか、日帰り入浴、会食、会議などができ、バーベキュー
施設、キャンプ場も併設しています。ここでは、日本アルプス
の眺望、隣接する梓川でのラフティング体験など、信州の自然
をさまざまに楽しむことができ、また、地元の素材を生かした
美味しい食事も好評です。
　エア･ウォーターではこの梓水苑で、「からだアセスメント」「健
康ヨガ教室」「足うらバランスとウォーキング講座」「健康測定
会」など、地域の方々の健康づくりに役立つさまざまな健康教
室を開催しています。参加者の中心は、松本市内に暮らす 40
～ 60歳代。2015年 5月～ 2016年 6月末で、のべ 1,100人を超
える参加がありました。
　また、2016年 4月からは松本市立病院と提携し、人間ドック
とからだアセスメントを組み合わせた「アクティブドック」を
開始しました。フォローアップ教室の運動実践や栄養講座と
身体の評価により、健康づくりの継続を支援しています。

　エア･ウォーターの健康運動教室は、松本市が進める「 健康
寿命延伸都市構想」の具現化を目的としたもので、2013年に「生
活アシストセンター松本」（松本市）で一般の方を対象に行って
いた「ピン！ピン！きらり！運動教室」が始まりです。その後、
梓水苑の指定管理受託を機に、当施設で本格的に行うことに
なり、2015年 5月より開始しました。
　健康運動指導士の資格を持つエア・ウォーター社員を主な講
師に、松本大学人間健康学部の監修のもと、利用者一人ひとり
の健康管理と運動・食事療法を効果的に組み合わせたプログラ
ムを用意しています。また、専門の資格を持つ外部講師に依
頼した健康ヨガ教室は、女性に人気の教室であり、実施回数を
増やして、多くの方に本格的なヨガを実施しています。
　これからもエア･ウォーターは、梓水苑を通して地域の方々
の健康を支援していきます。

ISO26000
6.8  

コミュニティ 
への参画及び 

コミュニティの発展

地域社会

地域社会

■ロコモ※を解消する体操

各種活動報告

長野県松本市の公共宿泊施設「梓水苑」における健康支援活動

　エア･ウォーターグループには、全国 9つの地域事業会社をはじめ、220を超える多彩なグループ会社があります。
これらの会社が地域に密着し、地域に根ざしたビジネスを追求していくには、地域社会からの信頼が不可欠です。
それぞれの会社が地域の一員として、皆様に信頼される存在となるよう努めています。
　ここでは、地域に暮らす皆様の健康づくりに貢献するためエア・ウォーターグループが行っている諸活動の一端を、
長野県松本市における健康支援活動を通して紹介します。

参加者の声
○足うらバランスとウォーキング講座

「正しい歩き方でウォーキングを実践すると、身体が楽になりました」
「足裏バランスのような測定は初めてで、自分の姿勢について見

直すことができました」

○からだアセスメント
「自分の身体に関するデータが細かくわかって、非常に参考にな

りました」
「プログラムの中に個別指導の時間もあるので、自分に合った運

動方法を知ることができて、よかった」

担当講師の重野さん
参加者からの感想をお聞きして、利用者様一人ひとりに合った健
康づくりのきっかけとなっていることを実感しました。指導者
としてやっていて良かったと思います。今後は継続的な支援に
も力を入れて、「梓水苑に来て健康になった、元気になった」と言っ
てもらえるよう努力していきます。

■自然豊かな梓川の周辺を講師の指導でウォーキング

■梓水苑の外観

■足うらバランス測定の様子

※ ロコモティブシンドロームのことで、
立つ、歩くなど、身体を移動する能
力の低下がはじまる状態
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環境基本方針
　エア･ウォーターグループは、環境活動に関する施策の基本事項として環境基本方針を定め、活動を推進しています。2016年 4月、
３つの重要課題に取り組んでいくというコミットメントを果たすために、方針を一部改訂しました。

空気と水、この大いなる自然をあずかるものとして、
産業や暮らしに一番いい形で製品をつくることと同時に、

自然に一番いい形のものづくりを考えたい。
空気も水も、人々に役立ったあとは、そっと自然に戻ってもらう。

清浄な根源の姿への回帰。これが私達の未来への責任だと深く考えます。
自然界の摂理や生命循環サークルに立脚した企業へ、

私達は地球資源循環カンパニーを目指します。

環境基本方針

➊

研究・開発、生産、販売、物流、サービスにいたる企業活動の全てにおいて
環境汚染の予防、地球温暖化対策（気候変動の緩和策と適応策）、資源の有効利用、

及び化学物質リスク低減の課題に取組みます。

➋

企業活動によって生じる環境への影響を調査・検討し、
技術的、経済的に達成可能な環境負荷を低減する目標を定め、環境活動を推進すると共に、

環境管理の仕組みに対して継続的な改善を図ります。

➌

環境関連の法律・規制を遵守します。
必要に応じて自主基準を制定し、環境保全に取組みます。

➍

企業活動に必要な資源（設備、原材料、副資材、部品など）は、
技術的、経済的要求を満足し、併せて環境負荷が小さく、
地域住民、従業員への影響が少ないものを選択します。

➎

研究・開発においては環境、安全、品質に考慮して、
環境に貢献する製品、商品の提供および技術開発を行います。

➏

環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証取得を推進し、
環境基本方針を実行する体制を構築します。

➐

社内広報活動などにより、全従業員に環境基本方針の理解と意識の向上を図ります。
この環境基本方針は一般に公開します。

　エア･ウォーターグループは、空気、水など地球の資源を利用した事業を展開しており、地球環境を維持する活
動は企業の持続的な発展のために不可欠であると考えています。
　このような考えのもと、エア･ウォーターグループは、「地球温暖化対策」「資源の有効利用」「化学物質リスクの低減」
の３項目を環境の重要課題と捉え、環境基本方針のもと、グループを挙げて環境管理を進めています。

かけがえのない地球を守り続けていくために
地球環境 ISO26000

6.5  環境

環境報告
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環境マネジメント

環境リスク管理

　エア・ウォーターグループでは、環境活動に対し、代表取締
役を最高責任者として全社を挙げて取り組んでいます。その
中心となるのがエア・ウォーターのコンプライアンスセンター
環境推進部です｡ 各事業所やグループ会社における環境法規
制の順守指導、環境負荷低減活動の推進、ISO14001の認証取得・
維持活動の支援を行っています。

　エア・ウォーターグループは、
各事業所やグループ会社に環境
法規制の改正情報や他社の環境
への取り組み事例などの情報を
提供するため、「 環境情報」を発
行しています。2015年度は改正
水質汚濁防止法の完全施行に関
する情報など、6回発行しました。
グループ内で情報を共有するこ
とにより、環境リスクの低減に
つなげています。

　エア・ウォーターグループでは、毎年、グループ会社における
環境活動の中心となる人材を育成する研修会を開催しています。
　2015年度はエア・ウォーターグループのISO14001の認証取
得事業所の環境管理責任者・事務局向けに「ISO14001：2015規
格への対応」をテーマにして実施しました。外部講師による
ISO14001：2015年版規格の説明とグループ演習、ISO14001活
動事例発表などを行いました。

教育・人材育成

　廃棄物処理法が年々強化されるなか、建設工事に伴う産業
廃棄物の処理については、法改正により元請業者が処理責任
を負うことが明確になりました。エア･ウォーターグループ
で建設工事の元請をしている会社および元請になる可能性の
ある会社に対して、建設工事現場から生ずる廃棄物の適正処
理についての理解を深めるために、外部の専門講師を招いて
研修会を開催しました。

　エア・ウォーターグループでは、環境基本方針に基づき、グルー
プ内の環境負荷の高い製造事業所を中心に、環境マネジメン
トシステムの国際規格であるISO14001の認証取得を推進し
ています。現在、合計 30組織が認証を取得しています。

　エア・ウォーターグループでは、環境保全活動や環境法規制
の順守指導のために、環境監査を実施しています。
　エア･ウォーターの環境推進部がグループの工場の環境負
荷の程度、ISO14001の取得状況、過去の環境監査結果などを
踏まえて年間の監査計画を立案し、監査を行っています。　
　2015年度は 31事業所の環境監査を実施しました。また、こ
のほかに産業廃棄物の収集運搬の許可を持つ事業所 2件の監
査を実施しました。

■環境情報

環境報告

環境管理体制

環境情報の発行

環境管理スタッフ研修会

環境マネジメントシステムへの取り組み

環境監査

廃棄物管理研修会

 ※ ISO14001の認証取得状況は、当社ウェブサイトをご覧ください。

  http://www.awi.co.jp/csr/

■廃棄物管理研修会■環境管理スタッフ研修会

■環境監査の様子

■研修資料
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マテリアルバランス（環境負荷の全体像）
　空気や水をはじめとする地球資源から生み出した製品をお客様に安心・安全とともにお届けし、使っていただい
た後はそっと自然に返していく。エア･ウォーターグループの事業活動は「地球にかかわる仕事」をしているとい
えます。エア･ウォーターグループでは、環境負荷が大きい主要工場の資源やエネルギーなど生産活動におけるイ
ンプット、製品の生産や廃棄物などのアウトプットを把握し、環境負荷の低減を推進しています。

環境パフォーマンスデータの集計範囲
　エア･ウォーター㈱ならびに環境負荷が大きいグループ会社※27社（計 28社）
　　　※ 省エネ法「 特定事業者」、産業廃棄物「 多量排出事業者」、公害防止

組織法該当会社、化管法第１種指定化学物質を1t以上環境へ排出・
移動している会社

　■グループ会社 27社
　　 産業ガス関連：  エア･ウォーター炭酸㈱、エア･ウォーター・ベルパール㈱、神

鋼エアーテック㈱、新日化エア･ウォーター㈱、㈱ダイオー、
松山酸素㈱、相模原液酸㈱、静岡液酸㈱、しな の 液酸㈱、 
東海液酸㈱、新潟液酸㈱、福島液酸㈱、苫小牧共 同酸素㈱

　　ケミカル関連：   川崎化成工業㈱、サンケミカル㈱
　　医療関連：   エア･ウォーター防災㈱、斎藤医科工業㈱
　　 農業・食品関連：  ㈱エア･ウォーター農園、ゴールドパック㈱、春雪さぶーる㈱、

㈱トミイチ
　　 その他：  エア･ウォーターＮＶ㈱、エア･ウォーター・ゾル㈱、エア･ウォーター・

マッハ㈱、タテホ化学工業㈱、㈱日本海水
　　地域事業会社： 中・四国エア･ウォーター㈱

 
 ・マテリアルバランス：左記 28社の国内 64工場
 ・地球温暖化防止の取り組み（P30）
 　　・工場・事務所での取り組み：省エネ法「特定事業者」22社
 　　・輸送分野での取り組み： 荷主としての取り組み ：省エネ法「特定荷主」2社 

輸送事業者としての取り組み：省エネ法「特定
輸送事業者」1社

 ・資源の有効利用・化学物質リスクの低減（P31）
   　・産業廃棄物排出量：マテリアルバランス対象工場
   　・ 食品リサイクル：食品リサイクル法「食品廃棄物等多量発生事業者」３社
   　・化学物質の製造量と輸入量：化審法届出対象会社４社
   　・化学物質の環境への排出量、移動量：マテリアルバランス対象工場

INPUT OUTPUT

容器・包装資材  1,150 t

上水  0.6 百万m3

工業用水 16 百万m3

地下水   7.8 百万m3

海水   224 百万m3

化学物質  399千t

原材料
　空気、石炭、（海水、食品原料...）

OUTPUT

燃料  111千kL

蒸気  740TJ

電気  23億kWh

エ
ネ
ル
ギ
ー

大
気
汚
染
物
質

温
室
効
果
ガ
ス

水
資
源

製品

産業廃棄物  42千t
食品廃棄物  11千t 

（再生利用実施率99％）

公共用水域 212 百万m3

下水道   0.4 百万m3

化学物質  677 t

フロン漏洩量 3.3 千ｔ-CO2

CO2  1,582千t

 SOx  751 t
NOx 669 t
ばいじん 15 t

2015年度
エア・ウォーター
グループの
主要64工場の
生産活動

水
質
汚
濁
負
荷
量

COD  545 t
窒素  49 t
りん 252 t

環境報告



29

　エア・ウォーターグループでは、その事業活動に多くのエネルギーを使用しています。省エネルギー法の特定事
業者として、工場のみならず、事務所、研究施設などを含めた事業全体でエネルギーの使用状況を把握し、省エネルギー
に取り組んでいます。

地球温暖化防止への取り組み
地球環境

■ エネルギー管理体制

　エア・ウォーターは省エネルギー法の特定事業者として、コ
ンプライアンスセンター長をエネルギー管理統括者としたエ
ネルギー管理体制を構築しています。エネルギー管理統括者、
エネルギー管理企画推進者、およびエネルギー管理指定工場
のエネルギー管理担当者が集まる「 省エネルギー委員会第１
部会」とエネルギー消費量の比較的少ない工場や事業所など
が集まる「省エネルギー委員会第２部会」を定期的に開催して

います。各部会では、省エネ法対応についての各種検討、省エ
ネに関する情報交換、省エネ法に基づくデータ、報告書などの
実務検討を実施しています。
　また、コンプライアンスセンター環境推進部は、エア・ウォー
ターグループ各社のエネルギー管理体制について、環境監査
などを通じて確認し、指導を行っています。

エア・ウォーター（株）　エネルギー管理体制

グループ会社
エネルギー管理体制

確認・指導

エネルギー
管理指定工場
10工場

その他工場・
研究所など
7拠点

事務所
営業所など
19拠点

エネルギー管理統括者
コンプライアンスセンター長

エネルギー管理
統括者

代表取締役

省エネ委員会
（第１部会、第２部会）

エネルギー管理企画推進者
コンプライアンスセンター

環境推進部長

事務局
コンプライアンスセンター

環境推進部

補佐

補佐 エネルギー管理
企画推進者

事務所工場 営業所

　エア・ウォーターグループでは、2013年度より省エネルギー
活動を推進して特に優れた実績を挙げた会社および事業所を
省エネ優秀会社・事業所として表彰しています。
　2015年度は苫小牧共同酸素株式会社と株式会社日本海水讃
岐工場を表彰しました。
　表彰することで、会社・事業所の意欲を高めるとともに、一
層の省エネ普及促進を図っています。

　エア・ウォーターグループでは、2015年度、省エネ法の特定
事業者に指定されている22社を対象にエネルギー管理スタッ
フ情報連絡会を開催しました。
　省エネ優秀会社・事業所の表彰式と省エネ事例発表、外部講
師による「エネルギー管理の“実務力”と“企画力”をさらに高め
るための知識と情報」の講演、各社の中長期計画の発表などを
行い、グループの省エネに関する情報交流を図りました。

環境報告

エネルギー管理体制

省エネ優秀表彰 エネルギー管理スタッフ情報連絡会

■省エネ優秀表彰 ■ エネルギー管理スタッフ
情報連絡会
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　現在、エア・ウォーターグループで省エネ法により指定を受
けている特定事業者は22社あり、各社省エネルギー・CO2削減
に取り組んでいます。

　2016年度より省エネ法において運用が開始された「 事業者
クラス分け評価制度」において、Sクラス（優良事業者）9社※となっ
ています。 ※ 2015年度実績を含む評価

■エア・ウォーターグループ
　エネルギー消費に関するCO2排出量、エネルギー原単位指数の推移

※ 1.  2011年を基準年とし、M&A、特定事業者指定による集計範囲拡大分

注記： 購入電力のCO2排出量は、各電気事業者の排出係数により算出しており、原子力発電所の停止等による排出係数UPの影響を受けています。

　北海道地区を中心に輸送事業を担うエア･ウォーター物流株
式会社は、輸送事業者として省エネルギー・CO2削減を推進して
います。
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■輸送に関わるCO2排出量、原単位指数の推移

輸送事業者としての取り組み
　エア･ウォーターグループでは、輸送会社と協力しながら荷
主として省エネルギー・CO2削減を推進しています。

0

20,000

30,000

40,000

50,000
[ トン ]

50

70

100

110
[指数]

（年度）

10,000 60

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

32,300
30,300 28,800 29,200

94.2
91.792.4

95.6
100

30,200

エネルギー原単位指数CO2排出量

■委託輸送に関わるCO2排出量、原単位指数の推移

荷主としての取り組み

■ 地球温暖化対策（省エネルギー）の中長期目標 

目標 実績 評価 差異要因
エネルギー原単
位を中長期的に
みて（過去 5年度
間）年平均 1%以
上低減する

過去 5年度
間平均
0.6%減

△

・産業ガス関連事業のガス需要が過去
に大幅に減少し製造設備の運転効率
が悪化した影響

・海水事業の新設備の試運転で大量の
燃料を使用した影響

■ 地球温暖化対策（省エネルギー）の年度目標
目標 実績 評価 差異要因

エネルギー原単
位を前年度に比
べ低減する

2014年度比
1.6%減

○

・産業ガス関連事業のプラント更新に
よる原単位向上

・海水事業の自家発電設備の更新に伴
う燃料転換による原単位向上

評価：○目標に到達している　△目標に近い　×目標と大きく乖離している

■ 地球温暖化対策（省エネルギー）の中長期目標　
目標 実績 評価 	 差異要因	

エネルギー原単位を
中長期的 に み て（ 過
去 5年度間 ）年平均
1%以上低減する

過去 5年
度間平均
1.5%減

○

・産業ガス関連事業において小型液
化酸素・窒素製造装置の新設によ
る効率配送の実施

・海水事業の陸上・海上輸送の満車
化、満船化による輸送回数減によ
る原単位向上

■ 地球温暖化対策（省エネルギー）の年度目標
目標 実績 評価 	 差異要因	 	

エネルギー原単位を
前年度に比べ低減す
る

2014年 
度比

2.6%増
×

・産業ガス関連事業における長距離
輸送の顧客が増えたことによる
影響

評価：○目標に到達している　△目標に近い　×目標と大きく乖離している

■ 地球温暖化対策（省エネルギー）の中長期目標　
目標 実績 評価 差異要因

エネルギー原単位を
中長期的 に み て（ 過
去 5年度間 ）年平均
1%以上低減する

過去 5年
度間平均
4.6%減

○

エネルギー使用合理化対策による
原単位向上

・低燃費車の導入
・エコドライブの実施
・モーダルシフト化

■ 地球温暖化対策（省エネルギー）の年度目標
目標 実績 評価 差異要因

エネルギー原単位を
前年度に比べ低減す
る

2014年
度比

3.0%減
○

エネルギー使用合理化対策による
原単位向上

・低燃費車の導入
・エコドライブの実施
・モーダルシフト化

評価：○目標に到達している　△目標に近い　×目標と大きく乖離している

環境報告

工場・事務所での取り組み

輸送分野での取り組み



31

　エア・ウォーターグループは、化学物質のリスク管理を行う
ために、化学物質の製造量および輸入量を適正に把握してい
ます。
　ケミカル関連事業を中心に「 化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律」（化審法）に基づき、化学物質の製造量と輸
入量に関する届出を行っています。

化学物質リスクアセスメントへの取り組み
　労働安全衛生法の改正により2016年 6月より化学物質リスクアセスメントが義務化され
ています。リスクアセスメント対象物質の中には環境への影響が懸念されるPRTR対象物質
も多く含まれることから、グループ全体でリスクアセスメントを推進し、化学物質リスクの
低減に努めています。（従業員との関わりP22参照）

化学物質の製造および輸入 化学物質の環境への排出および移動

　エア・ウォーターグループは、廃棄物について３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の実践で排出量を減らす
とともに、法を確実に順守する取り組みを行っています。また、化学物質の製造量、輸入量や排出量を適正に把握
するとともに、化学物質を扱う従業員がそのリスクを正しく理解することにより管理レベルの向上を図っています。

資源の有効利用・化学物質リスクの低減
地球環境

　エア・ウォーターグループでは、3R（リデュース・リユース・リ
サイクル）の実践で排出抑制に努め、廃棄物の排出量を適正に
把握しています。

　エア･ウォーターグループでは、農業・食品関連事業の生産工
場から排出される食品廃棄物については、発生抑制およびリ
サイクルに積極的に取り組んでおり、リサイクル率 99%以上を
達成しています。

　エア・ウォーターグループでは、化学物質の取り扱いに関す
る情報を提供するために、取扱量、排出量および移動量を適正
に把握しています。
　「化学物質排出把握管理促進法」（化管法：PRTR制度）に基づ
き、第 1種指定化学物質（PRTR物質）を 1t以上取り扱っている
対象事業者は国に排出量および移動量の届出を行っています。
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■産業廃棄物排出量

※ 2010年を基準年とし、M＆Aなどによる集計範囲拡大分

※2015年度より、ケミカル関連事業の新しいグループ会社を集計範囲に追加したため、
量が大幅に増えています。
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■化学物質の製造量および輸入量
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※2015年度より、ケミカル関連事業の新しいグループ会社を集計範囲に追加したため、
量が大幅に増えています。
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■食品廃棄物と再生利用の実施量

 ※  その他環境パフォーマンスデータにつきましては、 
当社ウェブサイトをご覧ください。

  http://www.awi.co.jp/csr/

環境報告

産業廃棄物の排出 食品リサイクル
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会社概要　（2016年3月31日現在）

会社名 エア・ウォーター株式会社／ AIR WATER INC.

本社所在地 〒 542-0081　 
 大阪市中央区南船場 2丁目 12番 8号

設立年月日 1929年 9月 24日

代表者  代表取締役会長・CEO　豊田 昌洋

資本金  32,263百万円

従業員数  11,334人（連結）

グループ会社数 227社（内連結子会社数　85社）

農業・食品  13.9%
ハムデリカ・冷凍食品、飲料、農産品、農産加工品

ケミカル  13.2%
基礎化学品、炭素材、タール蒸留品、ファインケミカル

その他  17.6%
塩、マグネシウム化合物、エアゾール、ゴムOリング、
物流サービス、建築材料 

エネルギー  7.0%
LPガス、灯油、天然ガス、LPガス関連機器、LNG関連機器 

産業ガス  29.4%
産業ガス、ガス製造装置、ガスアプリケーション機器、
産業機材

医療  18.9%
医療用ガス、医療機器、病院設備工事、病院サービス、
在宅福祉サービス    

連結売上高
660,622百万円

（2015年度）
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■セグメント別売上高比率（%）と主な営業品目

■エア・ウォーターグループの主要連結子会社（事業セグメント別）

【産業ガス関連事業】 
エア・ウォーター炭酸㈱、エア・ウォーター・ハイドロ㈱、エア・ウォーター・
プラントエンジニアリング㈱、エア・ウォーター・ベルパール㈱、エア・ウォー
ター・マテリアル㈱、エア・ウォーター薬化㈱、共同炭酸㈱、神鋼エアーテッ
ク㈱、神鋼エア・ウォーター・ガス㈱、神鋼エア・ウォーター・クライオプ
ラント㈱、新日化エア・ウォーター㈱、㈱セルコ、泉北酸素㈱、㈱ダイオー、
大宝産業㈱、竹中高圧工業㈱、日本ヘリウム㈱、北海道エア・ウォーター・
エンジニアリング㈱、松山酸素㈱

【ケミカル関連事業】 
カワカ産業㈱、川崎化成工業㈱、サンケミカル㈱、㈱プリンテック

【医療関連事業】  
㈱医器研、エ ア・ウ ォ ータ ー 防災㈱、エ ア・ウ ォ ータ ー・メ デ ィエ イ チ
㈱、エア・ウォーター・メディカル㈱、エムシーサービス㈱、斎藤医科 
工業㈱、精研医科工業㈱、デンケン・ハイデンタル㈱、西村器械㈱、㈱半田、
美和医療電気㈱、ラドセーフテクニカルサービス㈱

【エネルギー関連事業】
エア・ウォーター・テクノサプライ㈱、エア・ウォーター・ハローサポート㈱

【農業・食品関連事業】 
㈱九州屋、ゴールドパック㈱、相模ハム㈱、春雪さぶーる㈱、㈱高谷商店、
㈱トミイチ、日農機㈱、日農機精工㈱、㈱林屋

【その他の事業】 
アクアインテック㈱、エア・ウォーター・エコロッカ㈱、エア・ウォーター
NV㈱、㈱エア・ウォーター企業※ 、エア・ウォーター食品物流㈱、エア・ウォー
ター・ソフテック㈱、エア・ウォーター・ゾル㈱、エア・ウォーター物流㈱、
エア・ウォーター・マッハ㈱、タテホ化学工業㈱、タテホセラミック㈱、西
日本エア・ウォーター物流㈱、㈱日本海水、東日本エア・ウォーター物流㈱、
北海道車体㈱

※ 現在の社名は、エア・ウォーター・サービスに改称されています。



第三者意見

第三者意見を受けて

エア・ウォーター『環境・社会報告書2016』を精読して

評価できる点
• 社外ステークホルダーが、貴社の経営の基本である『 全天候

型経営』および『 ねずみの集団経営』の説明文を読んだだけ
では、それらが意味することを理解しにくいかもしれません。
しかし、「人にかかわる事業」が織りなす今回の特集１の実話
を読めば、多くの社外ステークホルダーは、経営の基本につ
いての理解が深まるものと思います。さらに 2016年も熊本
地震や台風の襲来などの災害が多発していますが、貴社が事
業を通じて、このような社会課題の解決にどのように貢献し
ているかについてもわかりやすく報告されています。

• 環境分野 で は 3つ の 重要課題 を 特定 さ れ、か つISO14001：
2015年版の新たな要求事項も参照すべきとの昨年度の第三
者意見も参考にされ、環境基本方針を一部改訂されました。
今後は本新方針を基軸とした継続的な改善を期待しています。

• 2014年度と 2015年度を対比すると、売上高は微増し、かつ
M&A他により集計範囲が拡大するなか、結果として、工場・

事務所でのエネルギー消費に起因するCO2排出量が減少し
ている点は評価致します。なおトピックスで紹介されてい
る事業活動を通じたお客様先でのCO2排出量の削減量も加
味すれば、実質的には更なる削減をなしえています。

次年度以降に向けて
• ダイバーシティを重視した経営を推進していくと述べられ

ていることもあり、「女性の活躍推進への取り組み」に関する
今後の進展を期待しています。確かに女性新卒者の応募が
少ないため、（貴社に限らず）その改善には困難が伴うことも
理解できますが、例えばその促進策の一環として、2016年度
からの 5年間の行動計画の目標と実績を社内外のステーク
ホルダーに、意図的かつ戦略的に開示することも検討すべき
と考えます。

• 労働安全衛生に関しては 3ページを割き、かつ休業災害に対
する度数率の過去の実績値の推移と 2018年度の中期目標を
設定・開示しています。貴社は様々な事業を展開されている
ため、その対応策も一律ではなく多岐にわたり、改善には困
難が伴うものと思われますが、2018年度に向けて休業災害
防止の成果が現れることを期待しています。

• 特集 1および 2では、社外ステークホルダーが顔写真入りで
貴社へのコメントを寄せています。紙面の制約はありますが、
より信頼される環境・社会報告書を目指し、会社からの一方
的な情報伝達ではなく、今後も様々な地域ステークホルダー
の登場を期待しています。

• 2015年度の産業廃棄物排出量は、M&Aなどにより増加して
います。このようなマイナス情報も開示されている点は評
価いたしますが、新環境基本方針（資源の有効利用）も踏まえ、
今後の継続的な改善を期待しています。

　猪刈様に弊社の環境・社会報告書の第三者意見をお願いし
て 5年目になりました。これまでのご指摘やご提案について
お礼申し上げます。
　コメントの通りエア・ウォーターグループでは環境分野で３
つの重要課題を特定し、環境基本方針を改訂しました。この
方針に基づき環境管理の仕組みに対して継続的な改善を図っ
て行きたいと考えています。

　「 次年度以降に向けて」でご指摘いただいた労働安全衛生、
とりわけ休業災害防止につきましては、中央安全衛生委員会
を通した安全意識の向上、研修会などによる職場での安全衛
生活動の活性化と共に、安全監査による指導も充実させ、労災
の撲滅に努めてまいります。また、新たに環境分野の重要課
題にあげた「資源の有効利用」については、産業廃棄物排出量
の低減やリサイクル率の向上等を一層進め、限りある地球の
資源を有効に活用していくよう努めてまいります。
　グループが拡大をしていく中、今後とも猪刈様をはじめと
した外部の客観的な意見を真摯に受けとめ、環境・社会に関す
る活動および情報開示を充実させてまいります。

取締役
C S R 推進担当
コンプライアンスセンター長

波多野　和彦

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部　環境・社会グループ
シニアマネージャー・上席コンサルタント
成蹊大学　非常勤講師

猪刈　正利
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お問い合わせ先
エア・ウォーター株式会社
コンプライアンスセンター
環境推進部
TEL : 06-6252-1798　FAX : 06-6252-1799

本書はエア・ウォーター株式会社のウェブサイトに掲載しています。
PDFファイルになっていますので、Adobe Acrobat Readerでご覧いただけます。
URL http://www.awi.co.jp/

適切に管理された森林で生産された木材を原料
に含む「FSC認証紙」を使用しています。

この印刷物に使用している用紙は、森を元気にす
るための間伐と間伐材の有効活用に役立ちます。
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エア・ウォーターは2009年から環境・社会報告書
に使用する紙の採用を通して、環境NPOオフィス
町内会が主催する「森の町内会」活動を支援して
います。紙 1kgあたり15円を寄付することで、岩
手県の森林の間伐を支援し健全な森林の育成に
貢献しています。昨年の環境・社会報告書 2015
は0.15haの間伐促進に役立ちました。


