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社会貢献活動事例集 

「タイ植林ボランティア活動」を実施しました。今回は、
国内から18名、シンガポールのグループ会社から2名の
計20名が参加し、マングローブ植林活動に加え、海岸
での植林活動、国立公園内での地域清掃活動を行
いました。また、ホームステイや懇親会を通じて地域住
民の方々や、タイのグループ会社役職員の方々との交
流を深めました。 
マングローブは、地球温暖化の原因であるCO2を他の
植物より多く吸収し、また、食物連鎖が生まれることに
より、豊かな生態系を育むことができます。08年から植
林を継続している「住友化学の森」は現在195ヘク
タールまで広がっています。これからも労使協働で、地
球環境保全および生物多様性保全の取り組みを続
けていきます。 

猛暑に負けず、力を合わせてマングローブを植えました！ 

住友化学株式会社・グループ会社 
|「タイ植林ボランティア活動」実施 

|宮城県の「オイスカ海岸林再生プロジェクト」に 社員ボランティア派遣 

当社は、東日本大震災の被災地支援の一環として、
「オイスカ海岸林再生プロジェクト」(*)に当社およびグ
ループ会社の社員22名を派遺し、ボランティア活動を
実施しました。 
本プロジェクトは、東日本大震災での津波により被害
を受けた宮城県名取市のクロマツ海岸林約100ヘク
タールの再生を行うもので、平成23年から10ヵ年計画
で、国、宮城県、名取市および地域住民と公益財団
法人オイスカが協力して取り組んでおり、当社のボラン
ティア派遣は今年で3年目となります。 
当社は、労働組合とともに被災地の1日も早い復興を
願い、今後もボランティア活動を継続していく予定です。 
 
＊当社グループが労使協働で取り組むマッチングギフトにより集まった寄付金で支援して 
  いるプロジェクト 

住友化学株式会社・グループ会社（日本） 

       下草刈りや施肥などを行い、クロマツの苗木が 
       成長できる環境を整えました 

目次へ戻る 
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東京都内で開催された「夏休み子ども化学実験
ショー」で、当社は化学実験教室を開催しました。本イ
ベントは日本化学会、化学工学会、新化学技術推
進協会、日本化学工業協会で構成される「夢・化学
－21」委員会主催で、化学の不思議さや面白さを子
どもたちに体験してもらうことを目的に毎年開催されて
おり、今年は約5500人が会場を訪れました。 
当社は、2日間で延べ119人の子どもたちを対象に、
「高吸水性樹脂の吸水実験」、ウレタンを利用した「光
るバッジの製作」を行いました。教室の照明を消して
バッジが光ると、「わぁ、光った！」「成功だ！」と歓声が
上がりました。 

|「夏休み子ども化学実験ショー」化学実験教室を開催 
住友化学株式会社 東京本社（日本） 

少し緊張した面持ちの子どもたち 「うまくできるかな？」 

|子ども参観日開催 

東京本社で、ワーク・ライフ・バランス推進の取り組みと
して、今回で6回目となる子ども参観日を開催しました。
当日は、30組計90名程が参加し、オリジナル名刺の
交換や理科実験、各部門の製品の展示の見学、家
族の働く職場への訪問など、さまざまなプログラムを体
験してもらいました。 
子どもたちは、各部門が趣向を凝らした製品展示コー
ナーに目を輝かせ、スタッフとして参加した入社２年目
の社員たちと一緒に楽しんでいました。 
子ども参観日を通じて、「化学は夢のある産業である」
ということを体感してもらえるよう、今後も趣向を凝らし
た企画を行っていきます。 

住友化学株式会社 東京本社（日本） 

楽しいプログラムが盛りだくさんでした！ 

目次へ戻る 
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|熊本地震の支援物資として「ストロンテック」を提供 

熊本地震の被災地支援のため、熊本県ペストコント
ロール協会を通じて、「ストロンテック 大空間野外用
虫よけ」352セットを提供しました。被災者のご自宅や
ボランティアセンターなどに配布され、「持ち運びが簡単
で使い勝手が良い」などの声が寄せられました。 

住友化学株式会社 生活環境事業部 （日本） 

現地へストロンテックをお届け！ 

「化学の日 子ども化学実験ショー」に出展しています。
本イベントは、子どもたちに化学の楽しさや化学産業の
社会への貢献などを知ってもらうために開催され、多く
の子どもたちが会場を訪れています。 
関西地区の事業所の社員が講師を務め、「キラキラ万
華鏡＆不思議な筒をつくろう！」と題して偏光フィルム
を用いた実験を行います。キラキラ光る万華鏡に、子ど
もたちだけでなく、保護者の方も一緒になって歓声を上
げていました。 

|「化学の日 子ども化学実験ショー」に出展 
住友化学株式会社 （日本） 
大阪管理部、大阪工場、健康・農業関連事業研究所  

うまくできたかな？ 

目次へ戻る 
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名古屋支店は、当社グループ会社社員との親睦団体
活動の一環として、市内の住友グループ各社の社員と
ともに、名古屋市主催の清掃活動「全市一斉クリーン
キャンペーン·なごや」に毎年参加しています。 
社員の家族も加わり、地域の皆さんとともに清掃活動
を行います。今回は、たばこの吸い殻や空き缶、ペット
ボトルをはじめ、ビニール傘やパンクした自転車のタイヤ
なども捨てられておリ、 参加者全員で力を合わせて街
の美化に取り組みました。 

街を綺麓にすることができました！ 

|「全市一斉クリーンキャンペーン・なごや」参加 
住友化学株式会社 名古屋支店（日本） 

名古屋支店は、災害対策用に備蓄している食料や飲
料水の中から、500mlの飲料水ボトルを、フードバンク
(認定NPO法人)に寄贈しました。これは当支店として
は初めての取り組みです。当支店では、名古屋市主
催の清掃活動にも参加しており、地域とのつながりを
深めるこうした活動を今後も継続的に行っていきます。 
 

|備蓄飲料水をフードバングに寄贈 
住友化学株式会社 名古屋支店（日本） 

フードバンクの担当者に飲料水を手渡す様子 

目次へ戻る 
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|「ラブアース・クリーンアップ」に参加 

福岡支店とアグロ事業部福岡営業所は、㈱住化分
析センター福岡営業部の協力を得て、住友生命保険
相互会社と共に、「住友二水会」（福岡地区の住友
グループの会）の主幹事として、地域環境美化活動
「ラブアース・クリーンアップ」に参加しました。活動場所
は、福岡市東区の「海の中道海浜公園」内で、600
名以上が参加する大規模な海岸清掃活動となリまし
た。浜辺に打ち上げられたペットボトルや、漁具類など
の粗大ゴミも撤去し、砂浜に生息する貴重な植物やコ
アジサシなどにとって住みよい環境にすることができまし
た。 

住友化学株式会社 福岡支店 （日本） 

福岡支店、アグロ事業部福岡営業所、住化分析センター 
から15名が参加しました 

|献血運動推進協力により表彰 

愛媛県が主催する「献血運動推進協力団体等に対
する表彰状および感謝状贈呈式」で、愛媛県知事よ
り愛媛工場に感謝状が贈呈されました。愛媛工場お
よび大江工場では、年2回、愛媛県赤十字血液セン
ターによる献血運動に協力しており、長年の功績が評
価されました。両工場は、地域の安定的な血液確保
の一助となるよう、今後も取り組みを継続していきます。 

住友化学株式会社 愛媛工場・大江工場 （日本） 

感謝状をいただきました 

目次へ戻る 
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愛媛県総合科学博物館で、親子で一緒に実験や工作
を体験できる科学イベント 「わくわくサイエンス広場」が開
催され、愛媛工場および大江工場が出展しました。 
ボランティアスタッフとして参加した社員70名が講師となり、
「身近なモノで、誰でも簡単に科学を楽しむ」をテーマに、
磁力でくるくる回るおもちゃ 「回るんです！」と、揚力を利
用した紙コップ飛行物体「飛ぶんです！」の工作を行いま
した。 
当社ブース(*)は、850名を超える参加者で賑わい、子ども
たちはボランティアの社員と一緒に、 切り方、曲げ方、着
色に工夫しながら、自分だけのオリジナル作品を完成させ、
上手に動くと歓声を上げて喜んでいました。 
 
*㈱イージーエス、住化アッセンブリーテクノ㈱、住化農業資材㈱、 ㈱住化分析センター、 
 大日本住友製薬㈱と合同開催 

|愛媛県総合科学博物館行事への理科教室出展 
住友化学株式会社 愛媛工場・大江工場 （日本）  

紙コップ、うまく飛ぶかな？ 

愛媛工場、大江工場、㈱住化分析センター（SCAS）
愛媛ラボラトリーは、愛媛地区近隣4カ所の公民館で開
催された「地域文化祭」に理科教室を出展しました。社員
72名が講師となり、化学の力で作った人工イクラを利用し
た万華鏡工作と、SCASによるサインペンと濾紙を使った
ペーパークロマトグラフィーの実験ショーなどを行い、450名
を超える児童や地域の方と交流を深めました。 
参加した児童からは、「色水がプニプニしたイクラに変化す
るのが面白い。万華鏡でのぞくと、とても綺麗だった」「白衣
を着るのが夢だった。科学者みたいでカッコいい」などの感
想が聞かれ、化学の不思議と楽しさを実感した様子でし
た。 

|地域文化祭、今年も大盛況 
住友化学株式会社 愛媛工場・大江工場 
㈱住化分析センター 愛媛ラボラトリー（日本）  

うまくできるかな？ 

目次へ戻る 



10 

社会貢献活動事例集 

寄贈先の校長先生と児童たちとともに 

愛媛工場は、新居浜市教育委員会を通じて同市内
の小学校へコンパクトデジタルカメラ８台を寄贈しまし
た。同工場は、グループ会社である住化不動産㈱と
共同で、市内小学校へ物品寄贈を行っており、今回
で11校目となります。 
児童代表から、「私たち６年生は、小学校で学んだこ
との締め括りとして、“人に伝える”勉強をするため、い
ただいたカメラを使ってパンフレット制作を頑張ります」と
お礼の言葉をいただきました。 

|市内の小学校に教育物品を寄贈 
住友化学株式会社 愛媛工場 
住化不動産㈱ （日本）  

寄贈先の校長先生と児童たちとともに 

新居浜太鼓祭り「船御幸」の開催に合わせて、大江
工場を一般開放しました。これは、海との関わりが深い
新居浜市・川西地区で航海の安全と豊漁などを祈っ
て、2年に1度行われている行事で、船の上で勇壮に
かきあげ(*)が行われる様子は圧巻です。工場の護岸
からは、この船御幸を絶好のロケーションで観覧できる
ことから、CSR活動の一つとして、工場を一般開放して
います。 
当日は、多くの市民が来場し、船御幸を間近で楽しみ
ました。当社およびグループ各社から約70名の社員ボ
ランティアが参加して、ドリンクの無料配布や誘導などを
行い、終了後には、大江工場前の清掃活動も行いま
した。 
 
*重さ約2.5トンの太鼓台を約150人のかき夫(ふ)が担ぎあげること 

|新居浜太鼓祭り「船御幸」大江工場を一般開放 
住友化学株式会社 大江工場 （日本） 

新居浜太鼓祭り「船御幸」の様子 

目次へ戻る 



11 

社会貢献活動事例集 

千葉工場は、地域貢献の一環として、2002年4月、
市原市、袖ケ浦市の後援のもとに、市原・袖ケ浦少年
少女発明クラブを発足させました。自由な環境の中で、
アイデア工作や科学実験など、創作活動の場を小中
学生に提供し、創造性豊かな人間形成のお手伝いを
しています。 

住友化学株式会社 千葉工場 （日本）  

発泡ウレタンの実験、どんな風に反応するのかな？ 

|市原・袖ケ浦少年少女発明クラブ 

地域の住民の皆様や地域の小学生を対象とする工
場見学会や、説明会の場を設けて、住友化学のアク
ティビティにご理解をいただく様に努めています。また、
「環境対話集会」を、県・市原市・袖ケ浦市と共催し
ています。 

住友化学株式会社 千葉工場 （日本） 

説明の後は、工場内のバス車窓見学！ 

|工場見学会の開催 

目次へ戻る 
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市原市、袖ケ浦市の行事に積極的に参加し、地域の
住民の皆様や各企業との交流を図っています。 

住友化学株式会社 千葉工場 （日本）  

竹笛、出来上がりが楽しみ！ 

|地域社会との交流 

市原市や袖ケ浦市の呼びかけに応じて、従業員がボラ
ンティアで、国道16号線周辺の清掃を行っています。 

住友化学株式会社 千葉工場 （日本） 

お昼休みの時間帯に皆で協力して行っています 

|工場周辺の清掃活動 

目次へ戻る 
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近隣地域との交流や子どもたちが化学に興味を持つ
きっかけづくりを目的として、近隣地域在住の小学生を
対象に、大阪工場構内にて化学実験教室を開催しま
した。当日は偏光フィルムを用いて様々な色に光る万
華鏡を作る実験や、吸水性ポリマーを使って芳香剤を
作る実験を実施しました。 

|子ども化学実験教室を開催 
住友化学株式会社 大阪工場 （日本） 

化学の不思議に夢中でした！ 

|「国際クラス別パラ卓球選手権大会」でのボランティア活動を実施 

大阪工場・グループ会社は、大阪市舞洲障害者ス
ポーツセンターで毎年開催される「国際クラス別パラ卓
球選手権大会」でボランティア活動(*)を実施していま
す。当日は、ボールを自力で拾うことが難しい選手をサ
ポートするボールパーソンや、大会結果の掲示作業を
行っています。多くの選手から感謝のお言葉をいただい
ており、2015年度には、日本肢体不自由者卓球協
会からも感謝状が贈呈されました。 
 
*本活動は此花区近隣企業と合同実施 

住友化学株式会社 大阪工場 （日本） 

白熱した試合を観戦しながらのボランティア活動です！ 

目次へ戻る 
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|-196℃の世界を体験 

大分工場は、近隣にある大分市立の小学校と中学
校の児童・生徒300人を対象に、出前授業を実施し
ました。当日は、「化学反応・状態変化」をテーマに、
液体窒素、ドライアイス、高吸水性樹脂、サリチル酸な
どを使った化学実験を行いました。 
毎年大人気の液体窒素の実験では、バラやバナナが
あっという間に凍っていく様子に児童・生徒たちは大興
奮で、「いままで気にも留めなかったことがよく分かって、
理科が好きになった」といった声が聞かれました。 

住友化学株式会社 大分工場 （日本） 

一瞬で凍ったバラにびっくり！ 

大分工場で、家族工場見学会を開催し、社員の家
族44組計135人が参加しました。会社の概要説明、
「お父さんの一日」と題した社員の一日の紹介の後、プ
ラントの見学と、ウレタンを利用した「光るバッジの製
作」を行いました。 
参加者は、普段目にすることのない職場を興味深く見
学し、バッジ制作では、子どもたちは自分たちが作った
バッジが光ると歓声を上げていました。当日は大分県の
マスコットである「めじろん」が来社するなど、参加者に
とって良い夏の思い出となりました。 

|家族工場見学会を開催 
住友化学株式会社 大分工場（日本） 

工場名所の「くすのき通り」で記念撮影 

目次へ戻る 
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|苦手な理科も大好きに 

岐阜プラントは、近隣にある小学校の6年生11名を対
象に、出前授業を行いました。今回は、スポンジの作成、
再結晶実験、液体窒素を用いた実験を行いました。 
児童たちは、それぞれの実験で物質の変化に驚き、毎
回好評の液体窒素を用いた雲を作る実験ではとりわけ
大きな歓声が上がりました。理科実験に苦手意識の
あった児童からも「理科が面白いと思った」といった感想
が寄せられました。 

住友化学株式会社 大分工場 岐阜プラント （日本） 

実験って意外にたのしいかも 

大分工場は、大日本住友製薬㈱大分工場と共同で、
２０１７年７月初旬からの九州北部豪雨の被災地
のひとつである日田市へ、平日のボランティア不足への
対応として社員を派遣しました。 
派遣は同年７月１９日から７月３１日まで行われ、
延べ６７名が参加し、被災地の泥かきや被災家屋の
家財運びだし等を行いました。参加した社員全員で力
を合わせて復興へのお手伝いをさせていただきました。 

|日田市災害ボランティアへの参加 
住友化学株式会社 大分工場（日本） 
大日本住友製薬株式会社 大分工場（日本）  

参加者が協力し復興へのお手伝いをしました 

目次へ戻る 
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|地域清掃とタイアップ岡山プラント周辺清掃ボランティア 

岡山プラントの社員および家族で、プラント周辺のボラ
ンティア清掃を行いました。この活動は、同日に開催さ
れる地域清掃とタイアップして毎年実施しているもので、
清掃範囲、安全事項の説明の後、プラントの正門、
西門および国道沿いのゴミ拾いと落ち葉の片付けを行
いました。CSR活動の一環として、今後も地域の美化
活動を実施していく予定です。 

住友化学株式会社 大分工場 岡山プラント （日本） 

暑い日でしたが全員で協力して頑張りました！ 

歌島地区では西淀川区役所主催で年に4回第二日
曜日の早朝に実施される大野川緑陰道路のボラン
ティア清掃に、労使協働の取組として社員の家族も含
めて自主参加しています。 
この大野川緑陰道路の清掃活動は地域住民の皆さ
んも参加しており、振興町会長からも感謝のお言葉を
いただいております。 
これからも清掃活動を通じて地域の皆さんと一緒に「ま
ちづくり」に参加していきます。 

|清掃ボランティアで地域のまちづくりに参加 
住友化学株式会社 大分工場（歌島)  (日本) 

地域の皆さんと「まちづくり」に参加します！ 

目次へ戻る 
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|「子ども職場参観日」実施 

三沢工場では、夏休みに子ども職場参観日を実施し
ています。 
子どもたちは親子一緒に出勤し、子ども達だけで工場
のガイダンスを受けた後、家族の職場を訪問しました。
職場では、保護者へインタビュー形式で仕事の内容を
聞き、家にいるときとは違う家族の姿に興味津々な様
子でした。 
また、恒例の化学実験教室で盛り上がり、当社製品
を通じて化学に触れ、充実した時間を過ごしました。 
従業員の家族が、仕事に対する理解度を深められると
ともに、化学への興味を持ってもらえるよう、これからも
活動を続けていきたいと思います。 

住友化学株式会社 三沢工場（日本） 

不思議な筒にビックリ！ 

事業所協賛のCSR活動として、所内で生活必需品の
提供を募り、当社と以前から交流のある災害ボランティ
ア活動支援団体NPO法人レスキューストックヤードを
通して、東日本大震災の被災地宮城県七ヶ浜町へ
生活必需品を寄贈いたしました。提供した生活物資
約700点については宮城県七ヶ浜町の被災者地域の
住民交流、孤立防止見守り活動を目的とした「年末
イベント子供サンタ」のプレゼントとして活用され、提供
先のレスキューストックヤード七ヶ浜事務局から「小中
学生の子どもたちにより、災害公営住宅や集団移転
住宅にお住まいの皆さまに、クリスマスプレゼントとしてお
配りすることができました。皆さま大変喜んでいただき、
私共といたしましても、御社のご厚意に、大変感謝して
おります。」とお礼の言葉をいただきました。 

|東日本大震災被災地へ生活必需品寄贈 
住友化学株式会社 愛媛工場 大江工場 大分工場（歌島地区）三沢工場 
             先端材料開発研究所 健康・農業関連事業研究所（日本） 

子供サンタのイベントにて、プレゼントを届けに被災者宅訪問 

目次へ戻る 
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当社の加西試験農場では、職業体験活動「トライや
る・ウィーク」の一環で、加西市内の中学校の生徒を受
け入れました。この取り組みは、兵庫県が県内の中学
生を対象に実施しているもので、当社は毎年協力して
おります。 
生徒たちは社員の指導の下、農作物の栽培管理や生
育調査、農薬・肥料散布の模擬体験、試験用昆虫の
採集、水稲田植え補助などを体験しました。 

|加西試験農場で職業体験活動「トライやる・ウィーク」実施 
住友化学株式会社 健康・農業関連事業研究所（日本）  

トマトの苗が倒れないように支柱にくくりつけます 

|特別支援学校で出前授業 

㈱サイオクスは、特別支援学校の中学部の生徒を対
象に出前授業を実施し、社員が生徒たちと交流を深
めました。社員が生徒たちをサポートしながら偏光板な
どを用いた実験を行い、授業後半には会場は打ち解
けた雰囲気に包まれ、笑顔が溢れる出前授業になりま
した。先生からは、「今後もこのような授業を通して、障
がいを持った生徒への理解を深めていただければ幸い
です」との言葉をいただきました。 

株式会社サイオクス（日本） 

実験前の説明の様子 

目次へ戻る 
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住友化学投資(中国)有限公司と、中国内の住友化
学グループ会社は、中国宋慶齢基金会と協同で
2013年から北京市の小学校児童を対象に、化学実
験教室を開催しています。 
この教室は、実験を通して化学への興味を喚起し、化
学製品の有用性、環境への貢献などへの理解を深め
てもらうことを目的としています。 
児童達には、講師役の社員の補助を受けながら、自ら
偏光フィルムを使った万華鏡作り、高分子凝集剤を用
いた白濁水の分離、高吸水性樹脂を使った芳香剤作
りなどの、化学の不思議に触れる体験をしてもらいます。 
当社は、これからも児童の教育と経験に役立つ機会の
提供を続けていきたいと思います。 

|化学の不思議を体験！ 
住友化学投資(中国)有限公司 
住化華北電子材料科技(北京)有限公司 （中国）  

混ぜるとどうなるだろう？！ 

|マングローブ植林活動 

CSR活動の一環として、マングローブ植林活動を行い
社員とその家族、総勢80名が参加しました。 

Bara Chemical Co., Ltd. （タイ） 

マングローブの植林をしました！ 

目次へ戻る 
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