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環境、健康、安全、品質の方針
理念
私たちは、タルク鉱石から高品質なタルク（滑石）製品を生産し、技術サービスを提供す
る業務を通じて、安全で健康的な職場環境を備え、且つ地球環境保護・天然資源の節約お
よび汚染防止に貢献する企業として、地域社会において高く評価されるよう努める。また、
鉱産物の輸入に当たっては供給者と密に連絡を取り品質管理を徹底することを確約する。
私たちの事業の成功には、効果的な EHSQ プログラムを作成・運用していくことが不可
欠であり、これらのプログラムはイメリスの EHSQ 規準に準拠する。
方針
私たちは以下に挙げる行動によって理念を達成する。
１． 法律、規則並びに会社の規準に則って操業する為に必要なリーダーシップ、人材、
プログラムを提供する。
２． EHSQ プログラムの運用のために、チーム内で有効且つ定期的なコミュニケーショ
ンを実行し、組織の整備と責任の明確化を行う。
３． 目標を設定し、実績を評価し、実践的な方法で管理することによって、EHSQ の継
続的な改善を実現する。
４． 職場内、対顧客、地域社会及び環境におけるリスクを認識し、最小化するために、
リスクアセスメントを実施する。
５． 環境、健康、安全、品質について責任を持って業務を遂行できるよう、全ての従業
員に訓練を施し習熟させるとともに、改善案を提案し、懸念や違反事項を報告する
よう奨励する。
６． 重大な事故に対する危機管理・緊急対策システムと連絡体制を確立し、そのシステ
ムを定期的に検証し更新する。
７． 当社の活動等が環境に与える影響を考慮し、省エネ、省資源、廃棄物削減による汚
染予防に努める。
８． この環境、健康、安全、品質の方針は一般に公開する。
イメリス スペシャリティーズ ジャパン株式会社
代表取締役社長及び EHSQ 責任者
須藤 英夫

ISO-E-002
(SA1-1.1-1)(HA1-3.1-1)

Established: April, 2006
Latest revised Date No. 8
Latest revised date: January1, 2016

Environment, Health, Safety and Quality Policy
Vision
We are committed to providing a safe and healthy workplace, being a stewardship of
the environment through our business of producing high quality talc products from
talc ore and providing technical services. We are also committed to contributing for
conservation of global environment, saving natural resources and preventing from
pollution, where we operate and being a respected member of the community. When
we import and sell mineral resources, we will make sure of thorough quality
management by closely communicating with suppliers. It is essential to the success of
our business to develop and operate effective EHSQ programs, which are based on
Imerys EHSQ standards.
Policies
We achieve our vision by the following actions,
1. providing the leadership, resources and programs necessary to operate in
compliance with laws, regulations and company standards;
2. implementing efficient and regular communication among the team to perform
EHSQ program and establishing clear reporting line with each accountability;
3. achieving continuous improvement in EHSQ performance by setting targets,
appraising performance and using best practicable method;
4. using risk assessment to identify and minimize risk in the workplace, with the
customer, in communities and the environment;
5. training and equipping all employees to perform their work responsible manner in
a safe, health, environment and quality and also encouraging them to suggest
improvements and communicate concerns and violations;
6. utilizing crisis management and emergency preparation systems to respond
effectively to a major incident, testing and updating our systems periodically.
7. saving energy, saving natural resources and preventing from pollution by
mitigating industrial waste, taking environmental effect from our operation into
account.
8. disclosing this Environment, Health, Safety and Quality Policy to the public.
Imerys Specialities Japan Co., Ltd..

Hideo Sudo
President & Representative Director
EHSQ Manager

