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ごあいさつ 

皆様方には日頃、多大なご支援を賜り感謝申し上げます。  

本報告書では、当センターの 2017 年度環境保全・労働安全衛生活動をご紹介しております。 

この報告書を通して、私たちの環境保全・労働安全衛生への取組みをご理解いただけれ

ば幸いです。 

環境保全につきましては、事業活動が環境に与える影響を十分認識し、「循環型社会」「持

続可能な社会」の構築に努めてまいりました。  

労働安全衛生活動においては、災害リスクの低減・災害予防・適用法令の順守など自主

的な目標のもと、働きやすく安全な職場づくりに取り組んでまいりました。  

これからも安心・安全・高品質な製品づくりにこだわり、環境に配慮した企業活動を社

員一丸となって推進していく所存です。  

今後も、より一層の皆様方のご支援、ご協力をお願い申し上げます。  

 

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス 

BCLカンパニー 静岡プロダクツセンター 

社員一同 
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2017 年度 BCLP 環境・品質・安全衛生方針 

株式会社スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニー 静岡プロダクツセンターは、化粧品の開
発・製造業務を行う事業所として、環境負荷の低減、化粧品品質向上、労働災害防止が社会的使命と考え、
更に環境に関しては、「スタイリングライフ グループ環境基本方針」に基づき行動します。 

1. 法の順守：環境・品質・安全衛生に関する法規制及び受け入れを決めたその他要求事項を順守します。 
2. 国際規格との適合：環境では ISO14001:2004、品質では ISO9001:2008に適合するマネジメントシステ

ムを構築し、運用します。 
3. 目標設定とマネジメントプログラム運用：サイトの置かれている状況を的確に捉え、目標（環境では

中期目的も含む）を設定し、これを実現するためのマネジメントプログラムを策定し、行動します。 
4. 重点テーマ：以下を当サイトの重点テーマとして行動します。 

環   境 

① 2015年度版への整備 
② BCLPで発生する廃棄物の適正な分別と監視：生産量に比例しない発生要因については削減方法

を検討 
③ 環境調査、最終処分場、リサイクル施設等の定期観察の実施 
④ LED、省エネ機器等の導入による電気使用量の削減に効果を期待する 

※天候や品質維持による電力使用量の変動はやむなしとする（記録は残す） 

品   質 
期待される現場の力・確かな製品づくり：「確かな製品」とはお客様が使い終えるまで満足する
品質の製品 

① 先手管理：新製品を円滑に本生産に取り組む体制を整備し実践する 
・部門ごとにどれだけ気づけるか 
・検証方法とデータ管理の徹底 
・早期発見による製品ダメージの回避 

② 生産計画は臨機応変に対応：納期遅れ、品切れは発生させない 
オーダーの遵守 + 残バルクを作らない 
・バルク調製量の適正化 
・バルク調製から 30日以内に製品化 
・資材納期情報の明瞭化 
・資材倉庫スペースの確保 

③ 自己完結型の品質保証体制を部門ごと構築する：正しい作業マニュアルの作成と教育、計画的
な人材育成 
・イージーミスの防止 
・過去のトラブルを再発させない 
・外部からのリスクも持ち込ませない 

④ 工場機能の維持管理：設備、機器、人材の計画的な導入とメンテナンス 
中長期のレンジで予算編成 
・各部門の機器・設備・人 
・工場全体のメンテナンス 

安全衛生 

① BCLPにおけるすべての業務において作業の安全を確保し、労働災害を未然に防ぐ 

② 健康管理の推進に努める 
・新規設備導入時のリスクアセスメントを実施し適切な安全対策、教育を行う 
・取扱い説明書の保管管理の徹底 
・取扱い責任者の選定、作業者への教育と力量の評価を実施（履歴を残す） 
・安全衛生委員会を充実させ、産業医とのコミュニケーションを有効活用する 

5. マネジメントシステムを運営する組織体制を整備し、その責任を明確にし活動を確実なものとし、
環境の保全に配慮して行動します。 

6. 活動に必要とされる経営資源を適切に投入します 
7. 活動に必要な力量を明確にし、適切な教育・訓練を実施します 
8. マネジメントシステムが適切に機能しているか定期的に内部監査を実施します。日々の活動で生

じたシステムの不具合を速やかに感知し、改善に努めます。 
9. 環境、安全衛生に関しては、地域、行政との関係が重要と判断しており、活動への参加を含め、

社内外からの意見を尊重し、良好なコミュニケーションを維持していきます 
10. この方針は文書として定め、当サイトに関係するすべての社員に対し周知し、意義を理解した効

果的な活動を推進します 
11. トップマネジメントとして、方針、目標の達成状況を含めマネジメントシステムが適切に機能し

ているかを見直すため、定期的にマネジメントレビューを実施し、（パフォーマンスと）システム
の継続的改善を図ります 

 
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス  

BCLカンパニー 静岡プロダクツセンター  

この方針は社内外に公表します 

所長  鈴木 俊子 
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静岡プロダクツセンター概要（2018年3月31日現在） 

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス ＢＣＬカンパニー 
[略称：ＢＣＬＰ] 

所 在 地 静岡県焼津市上泉132-1 

製 品 品 目 化粧品 

従 業 員 数 88名 

敷 地 面 積 36,728 ㎡ 

建 物 面 積  9,360 ㎡ 

緑 地 面 積  7,152 ㎡ 

環境敷地面積 14,018 ㎡ 

 

沿革 

1985年5月 静岡プロダクツセンター設立 

1996年2月 株式会社ソニークリエイティブプロダクツより分社独立 

  株式会社ソニーシーピーラボラトリーズとして営業開始 

2006年1月 株式会社Ｂ＆Ｃラボラトリーズに社名変更 

2011年1月 親会社である株式会社スタイリングライフ・ホールディングスと合併 

  株式会社スタイリングライフ・ホールディングス ＢＣＬカンパニーに社名変更 

 

主な製品群 
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静岡プロダクツセンター環境関連施設 

2018年3月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境マネジメント組織図 

当センターの環境管理の推進をするための体制は下記の組織図のとおりです。 

  
経 営 者 

管理責任者 

製造部 研究開発部 

基礎研究部 

品質管理部 

内部環境監査人 

環境マネジメントシステムを実行する部門です 実行部門 

総務部 

物流部 
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環境実績 

2017 年度は、生産数の増加や新製品の準備、品質維持のための温度管理などにより

電力使用量・廃棄物排出量ともに前年度より増加しています。 

 

維持管理値 サイト電力消費量 

 

実績  電力消費量 492,074kwh 

2016年度比 7.0%増加 

 

  

維持管理値 サイト発生廃棄物排出量 

   

実績  廃棄物総重量 26,842kg 

  2016年度比 10.3%増加 

 

 

実績  使用量 88,875枚 

  2016年度比 12.5%増加 

活動内容  電子化の推進 

  OA用紙使用量把握とフィードバック 

  複合機 IC認証化によるプリント 

ミスや放置プリントの防止 

 

 

実績  使用量 16,473㎥ 

  2016年度比 23％増加 
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容器回収 

代理店様のご理解とご協力を頂き、代理店店舗で 

発生する空容器・包装箱の回収を行なっています。 

この活動を通して、代理店様、お客様の環境への 

関心の高さを感じています。 

回収された空容器は、固形燃料やガラス原料とし 

て再資源化されます。包装箱は購入メーカーに再 

生原料として売却し、その原料で作られた包装材 

を再び購入するリサイクルを形成しています。 

 

 

2017年度実績  

容器回収総重量 31,750 kg  

・プラスチック 30,890 kg  

・ガラス 860 kg  

2016年度比 1.9% 増  

包装箱回収 1,645個  

2016年度比 7.6% 減  

その他の有益な活動 

風力発電 

2007年4月から、化粧品製造で使用する 

12.4万kwhの電力は日本自然エネルギー(株) 

の風力発電による電気を使用しています。 

年間に工場で消費する電力のおよそ25%以上 

を賄っています。 

“クリーンで環境に優しい”電力で物づくりを 

行なっています。 

 

 

 

マテリアルリサイクル 

当センターで着用する作業服は、使用後に購入メーカーに返却し、再資源化されます。 

建築・土木用の防水シートや、自動車用内装材などの産業用資材として再利用されています。 

 

 

中間処理 

プラスチック容器 

ガラス容器 

包装箱 

固形燃料 

カレット 

（ガラス原料） 

紙箱原料 

BCL

原料 
メーカー  

容器回収の流れ 

梱包材 

容器・梱包箱回収実績推移 

（個） 

（kg） 

（年度） 
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環境保全活動 

当センターでは、焼津市の海岸線一斉清掃など地域の環境保全活動にも積極的に参加し、環境美化活

動を行っています。 

・緑化整備 

・農業用水路の草刈り実施（年２回） 

・工場周辺地域清掃 

・調整池沈砂池の清掃 

緊急時訓練 

私たちはセンター内に於いて、軽油、薬品などの環境に影響のある物質が万が一流れ出た場合、センター

敷地外に流れ出ないよう防止する事が大切と考え、訓練を実施しています。 

 

コミュニケーション 

私たちは環境活動を推進するうえで、お客様や地域周辺とのコミュニケーションが大切と考えてい 

ます。当センターの環境に対する姿勢や取り組みを、多くの方に理解していただけるように努めてい

ます。 

 

工場見学 

当センター見学者の皆さまに対して、環境活動を 

紹介しています。 

2017年度は305名の方が見学に見えられました。 

 

苦情や要請 

苦情、要請等はありませんでした。 

省エネ・廃棄物・防災対策活動 

年間計画に従い、省エネ・廃棄物削減・防災対策活動を実施しています。 

・デマンド装置導入による最大電力量の管理 

・調整池の落葉流入防止ネットによる汚泥量の削減 

 

ISO14001:2015年版規格へ移行（12月） 

国際規格環境 ISO1400:2004年度版から2015年度版への 

移行審査を受け、認証を得ました。 

調整池沈砂池清掃 

工場周辺地域清掃 
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安全衛生管理の取り組み 

私たちは、労働災害の撲滅には当センターで働くすべての人が、安全で健康に仕事ができる快適な職

場環境の形成が大切と考えています。 

自主的な目標のもと、安全衛生活動の継続的改善を行ない、安全衛生水準の向上に努めています。 

 

2017年度の活動結果 

当センターでは、2017年度は１件の不休業労働災害が発生しました。 

 

 

通勤途上の事故防止 

交通安全講習会実施（9月） 

焼津警察署交通課の方を講師に招き、講習 

会を実施しました。県内・焼津市内の交通 

事故発生事例をもとに、車載ドライブレコ 

―ダーの画像等も使って重大事故の発生防 

止・予防対策を説明していただきました。 

 

地震・火災リスクの低減 

消防防災訓練の実施（10月） 

今回は、地震発生を想定した避難訓練を実施 

しました。焼津消防署員の方々の立会いの下、 

初動対応と避難通路の確保、水消火器を使用 

しての消火訓練を実施しました。 

また、総括班による通報訓練も実施しました。 

実際にオペレーターと会話をすることにより、 

通報する際に慌てず必要なことを伝えられる 

ようにするために、毎年実施しています。 

発災初期における対応に重点をおき、いざと 

いう時に焦らず、冷静な判断と行動ができる 

ように訓練を重ねています。 

 

 

安否確認システムの運用 

災害時や緊急時に従業員の安否を把握するためのシステムを導入し、本社で運用管理しています。 

通報訓練 
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AED の設置 

当センターには心停止状態時に効果を発揮 

するAEDが設置されています。焼津消防 

局より “まちなか救急ステーション” に 

認定され、近隣の皆様にも緊急時に利用 

していただけます。 

日常点検、定期点検によるメンテナンス 

も行っています。 

AEDを必要とした場合の緊急連絡先 

総務部 054-622-7100 ※但し営業時間内で対応できます 

 

安全衛生委員会 

毎月1回委員会を開催し、身近な安全衛生の話題を話し合い、 “労働災害ゼロ” を目指した活動を実

施しています。産業医からアドバイスをいただき、活動にいかしています。 

協力会社連絡会議 

構内常駐協力会社の方々との連絡会を2ヶ月に１回開催しています。安全衛生に関する報告、情報交

換を行ない、細かい異常をも逃さない努力をしています。 

協力会社様：日本連合警備(株)、ロフティ、シルバー人材センター 

健康管理への取り組み 

作業環境測定 

最適な作業環境維持のために、法律に基づき作業環境測定を実施しています。有機溶剤を使用する作

業場の濃度は第Ⅰ管理区分で、適切な管理をしています。 

また、近隣の皆様に不快な環境とならないよう、騒音及び水質測定を実施し監視しています。 

喫煙対策 

資料配布による禁煙の勧め、喫煙室の場所変更など、喫煙者の健康に配慮した環境改善と禁煙推進活

動を行なっています。 

健康診断 

法定検診（一般および特殊健康診断）、人間ドッグなどきめ細かい対応で社員の健康管理を行なって

います。有機溶剤を使用する作業者を対象にした検診も行っています。 

 

まちなか救急ステーション看板（工場正門） 
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201８年度 BCLP 環境・品質・安全衛生方針 

株式会社スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニー 静岡プロダクツセンターは、化粧品の開

発・製造業務を行う事業所として環境負荷の低減、化粧品品質向上、労働災害防止が社会的使命と考え、

さらに環境に関しては、「スタイリングライフ グループ環境方針」に基づき行動します。 

1. 法の順守 

環境・品質・安全衛生に関する法規制及び受け入れを決めたその他要求事項を順守します。 

2. 国際規格との適合 

環境 ISO14001:2015、品質では ISO9001:2015に適合するマネジメントシステムを構築し運用します。 

3. 目標設定とマネジメントプログラムの運用 
サイトの置かれている状況を的確に捉え、目標を設定し、これを実現するためのマネジメントプログ
ラムを策定し、行動します。 

4. 重点テーマ：以下を当サイトの重点テーマとして活動します。 

【環 境】 正しい製品づくりをし、不要な廃棄物を出さない 

① 品質維持のためリサイクル化していなかった段ボールの検証をし、運用の方向性を決める 

② 環境保全活動への積極的な取り組みをする 

③ LED化、省エネ機器対応の計画と実行 

④ 環境調査、最終処分場、リサイクル施設等の定期観察の実施 

※天候や品質維持による電力使用量の変動はやむなしとする（記録は残す） 

【品 質】 品質を下げずコストを下げる 「品質＝コスト」 

① 発想力を磨く 「固定観念にとらわれない」 

② 個人のスキルを向上させる 「すべては化粧品製造に関わる知識の習得」 

③ トラブルの再発防止 「データ管理の徹底」 

※目標達成のイメージを明確にし計画的に進行する 

【安全衛生】 BCLP に通勤する全従業員の安全と健康維持に努める  

① 通勤時のリスク管理教育 

② 通勤時間内に発生しうるリスクを各部門ごとに調査し改善または教育に努める 

③ 健康診断、人間ドック受診の推進 

④ 安全衛生委員会における情報共有と配信 

5. マネジメントシステムを運営する組織体制を整備し、目標設定と計画的な進行をすることで結果
が得られるようにし、日々の業務を活性化させる 

6. 活動に必要とされる経営資源を適切に投入します 

7. 活動に必要な力量を明確にし、適切な教育・訓練を実施します 

8. マネジメントシステムが適切に機能しているか定期的に内部監査を実施します。日々の活動で生
じたシステムの不具合を速やかに感知し、改善に努めます。 

9. 環境、安全衛生に関しては、地域、行政との関係が重要と判断しており、活動への参加を含め、
社内外からの意見を尊重し、良好なコミュニケーションを維持していきます 

10. この方針は文書として定め、当サイトに関係するすべての社員に対し周知し、意義を理解した効
果的な活動を推進します 

11. トップマネジメントとして、方針、目標の達成状況を含めマネジメントシステムが適切に機能し
ているかを見直すため、定期的にマネジメントレビューを実施し、（パフォーマンスと）システム
の継続的改善を図ります 
 

 
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス  

BCLカンパニー 静岡プロダクツセンター  

この方針は社内外に公表します 

所長  鈴木 俊子 
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ご意見・ご感想をお聞かせ下さい  

環境・安全衛生報告書 2017年度版をお読みいただき、ありがとうございます。 

本報告書をお読みいただいた皆様のご意見・ご感想をお聞かせいただき、今後の環

境・安全衛生活動への取組み、報告書作りに活かしていきたいと考えております。 

下記問い合わせ先へご連絡いただきますようお願い申し上げます。  

   

お問合わせ先 

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス  
ＢＣＬカンパニー 
静岡プロダクツセンター 総務部 

〒421-0217 静岡県焼津市上泉132-1 

Tel：054-622-7100 Fax：054-622-2292 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


