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地球にやさしい製油所として
　　東亜石油社長　ご挨拶

　平成１５年「環境報告書」を発行するにあたって、一言述べさせていただきます。

　東亜石油は、ＨＳＥ（安全・健康・環境保全）の確保を経営の基盤とすることを経営理
念に定めています。ＨＳＥの確保については、ロイヤル・ダッチ／シェルグループが開発
したＨＳＥ―ＭＳ（安全・健康の確保と環境保全のためのマネジメントシステム）を昨年
から本格的に運用開始し、従来から認証を取得しているＩＳＯ１４００１環境マネジメン
トシステムを包含したこのトータルマネジメントシステムを最大限に活用して環境保全と
安全および設備信頼性の管理を進めています。

　今年６月には新たに設立された合弁会社「株式会社ジェネックス」により東京電力への
電力卸供給事業が開始されました。新設発電所は、エネルギー資源の有効活用と効率化を
図り、周辺への環境の影響を十分配慮した最新鋭の排ガス処理設備を設置して環境負荷を
最小限に抑制する対策を行っています。

　当社のビジネスモデルは

 ① ＨＳＥの確保
 ② 精製マージンの増大
 ③ コスト競争力強化
 ④ 人

　の四つの要素から成り立っていますが、
経営理念の最初に謳っているように「ＨＳＥの確保」
を経営基盤の最優先項目として取り上げています。
　しかしながら、これらのビジネスモデルに基づく企業活動を円滑に実行するためには、
当然ながら社会との信頼関係がなくては存立しません。今年度より「監査倫理室」および
「倫理委員会」を創設するとともに関連規程を制定しました。今回の組織改定により、社
員一人ひとりがコンプライアンス意識を強くもち、全員一丸となって明るい未来と誇りと
喜びを語れる企業風土が醸成されるものと確信しています。

　本報告書は５回目の発行となりますが、今後企業倫理に基づく環境保全と安全管理の向
上を図るべく活動を進めていく所存です。皆様の温かいご理解とご支援を心からお願いし
ます。
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経営理念 環境安全理念
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地球にやさしい製油所として

　　１．安全と環境保全は企
　　　　業活動の基盤であり、
　　　　社会的責務である。

　  ２．労働災害の防止と健
　　　　康の確保は人間尊重
　　　　の原点である。

　  ３．安全・健康の確保と
　　　　環境保全は一人ひと
　　　　りの自覚と責任ある
　　　　行動によって達成で
　　　　きる。

　環境保全に対する姿勢

　
　
　　　東亜石油株式会社の使命は、エネ
　　ルギーの安定供給により社会へ貢献
　　することにある。
　　この認識を基本として、ここに経営
　　理念を定める。

　　１．ＨＳＥ（安全・環境・健康）の
　　　　確保を経営の基盤とする。

　　２．創意工夫と技術革新により常に
　　　　改善を進め、持続的発展をはか
　　　　る。

　　３．グループ及び協力会社との協力
　　　　関係を一層促進し、相互の繁栄
　　　　をはかる。

　　４．人材・能力の開発に努め、相互
　　　　理解と信頼に基づく活力溢れる
　　　　人間集団を形成する。

　　５．公明正大で透明性のある経営を
　　　　行い、社員が会社の発展と明る
　　　　い未来に誇りと喜びを語れる企
　　　　業風土をつくる。

　当社では、社会から尊敬され世界に誇れる会社にすべく、「コンプライアンス」施策を充実し実践
してきました。
『経営理念』の見直しを行い、当社で最も重要な経営基盤であるＨＳＥ（健康・安全・環境）という
文字を記載しました。



安全、健康及び環境保全に関する基本方針
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　環境保全に対する姿勢

　

　　当社は環境安全理念に則り事業活動を遂行するにあたり安全を確保し、健康
　を守り、環境を保全することが社会的責務であるという認識のもとに、安全、
　健康及び環境保全に関する基本方針をつぎのとおり定める。

　１．災害防止、労働安全衛生、製品安全及び環境保全について、関係法令の遵
　　　守はもとより、適切な施策の導入をはかり、継続的な改善に努める。

　２．新規事業の導入、大規模設備の設置、新製品の開発等にあたり、安全、健
　　　康及び環境保全に関する事前評価を実施し、また、状況の変化に応じてそ
　　　れらを適宜再評価する。

　３．自らの操業において、省資源、省エネルギー対策を一層推進するとともに、
　　　汚染物質の排出防止等、環境への負荷の低減に努める。

　４．原油の受入から製品の出荷に至る全ての段階において、安全、健康及び環
　　　境を考慮し、これらの取扱者または使用者に適切な取り扱い、使用方法等
　　　の情報を提供する。

　５．設備の安全操業並びに保全に努め、事故及び災害の発生を未然に防止する
　　　措置を講ずる。

　６．労働災害の防止に努める。

　７．万一の事故・災害に備えて緊急時対策を定め、発生時には関係機関と協力
　　　のうえ、被害を最小限に抑えるために適切な措置を講ずる。

　８．安全、健康及び環境保全に関する法令、自主基準の遵守並びに諸施策の実
　　　施状況を定期的に監査する。

　９．従業員に対し、安全、健康及び環境保全に関する啓発、教育、訓練を行い、
　　　従業員の意識の高揚と自発的参加、協力を要請する。
　　　また、協力会社等関連事業者の協力を求め、必要に応じ勧告または指導を
　　　行う。

１０．安全、健康及び環境保全の分野における調査研究を行い、研究結果の活用
　　　を推進する。
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地球にやさしい製油所として
企業倫理の推進

コンプライアンスに対する取り組み コンプライアンス体制の充実

社員への周知徹底

　企業は、社会からの信頼なくしては存立せ
ず、多様なステークホールダーとのバランスと
調和のある良好な関係を構築することが不可欠
です。
　２００２年に役員、従業員及び労働組合の代
表で構成されたコンプライアンス・プロモー
ション・チームを発足し、抜本的な検討をしま
した。
　２００３年４月「経営理念」（１９８９年制
定）を当社の魂を込め、根付く内容に新訂し、
それに合わせこの「経営理念」の具体的行動を
明示した「行動原則」（１９９８年制定）も改
訂しました。

　コンプライアンスに関する施策として、
２００３年４月に「監査倫理室」を創設し、
「行動原則」もしくは企業倫理上での問題に対
する相談窓口として、オープン・ドア・ポリ
シー（経営層への直接相談制度）、倫理ヘルプ
ラインを開設しました。
　２００３年１０月に「倫理委員会」を発足さ
せ、「倫理委員会並びに倫理ヘルプライン等に
関する規程」を制定しました。

　社会から尊敬され世界に誇れる会社にすべく、２００３年はコンプライアンス体制を一層充実し実践しています。

　これらの対象範囲である当社、子会社及び協
力会社の社員に周知徹底を図り、コンプライア
ンス経営の確立・実践に邁進しています。

 

行
動
原
則

経
営
理
念

　　　コンプライアンス活動の
　　　　　基本方針、諸施策等を審議する機関

委員長：社長
委　員：社長以下全取締役
　　　　委員長が指名する者

取締役会

企業倫理相談窓口経営層への直接相談制度

当社　社員 子会社　社員 協力会社　社員

倫理委員会

相談

倫理ヘルプラインオープン・ドア・ポリシー

　会社の持続的な発展を目指して、社員一人ひとりが
コンプライアンス意識を強く持ち、全員が一丸となって
明るい未来と誇りと喜びを語れる企業風土の醸成。
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地球にやさしい製油所として
　環境保全を推進する体制

 　     委員長　　社長
 　     副委員長　環境安全担当役員
 　     委員　　　全取締役、所長、副所長
 　     事務局　　環境安全グループ

 　  委員長　  京浜製油所長
 　  副委員長  副所長
 　  委員　　  部長
 　  事務局　  環境安全部

 　  委員長　　京浜製油所長
 　  副委員長  副所長
 　  委員　　  管理職／従業員
 　  事務局　  環境安全部

 　  委員長　  京浜製油所長
 　  副委員長  副所長
 　  委員　　  部長
 　  事務局　  環境安全部

　社長を委員長とするＨＳＥ関連事項の最高審議機関。
　ＨＳＥ重点目標、ＨＳＥ活動レビューなど環境保全、
安全、労働安全衛生についての基本事項を策定、推進す
る。

　製油所の環境保全について、
審議する委員会で所長が委員長
をつとめる。

　製油所の設備の信頼性および
安全管理の向上について審議す
る委員会であり、所長が委員長
をつとめる。

　安全衛生規則に準じた安全・
衛生に関する労使組織。
　所長が委員長をつとめる。

安全衛生委員会 信頼性向上委員会環境委員会

ＨＳＥ委員会

　環境保全と安全管理を推進する組織は、本社にＨＳＥ全体
に関する最高審議機関として、社長を委員長とする「ＨＳＥ
委員会」を置き、この委員会の中で、環境方針や環境保全の
重要事項を審議決定します。

　京浜製油所には、製油所長を委員長とする「環境委員会」
と「信頼性向上委員会」を設置して、本社の基本方針等の決
定事項に基づき、環境と安全に関する具体的な重点活動項目
の計画等を策定した後に、製油所各部門にて実行します。ま
た、実施結果についても確認を行い次の計画に反映します。

　構内で働く協力会社に対しても方針や活動項目を周知し、
環境保全と安全に対する一体となった取組みを行っていま
す。

信頼性向上委員会



　当社では、シェルグループのシステムに基づき、Ｈ：健康、Ｓ：安全、Ｅ：環境の

それぞれのリスクを包括的に管理する【ＨＳＥマネジメントシステム（ＨＳＥ－ＭＳ）】

を昨年４月より本格導入し運用を行っています。

　

　

ＨＳＥマネジメントシステムの推進
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地球にやさしい製油所として

環境マネジメントシステム

　リーダーシップとコミットメント

　実行とモニタリング

　組織・役割・責任

　方針と戦略的目標

　計画と手順（ＨＥＭＰ）

　マネジメントレビュー

　監査

※　ＨＳＥ重点目標

※　ＨＳＥ委員会、環境委員会、
　　 信頼性向上委員会、
　　 安全衛生委員会

※　ＨＥＭＰにより指摘され
　　 た問題点への対応策

※　外部監査、内部監査
　　 社長査察、チーム査察

継続的
改善

ＨＳＥマネジメントシステムの更なる強化対策

　対象となる施設における潜在的な
危険要因、環境負荷要因を洗い出
し、それによって発生すると予測さ
れる災害、環境汚染などによる損害
の大きさと発生確率を考慮したリス
クの影響度を評価し、そのリスクの
大きさに従って対策の優先度を決定
する手法。

ＨＥＭＰ
　Ｈａｚａｒｄ　and　Effect
 Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓ

目標設定・計画
Plan

実行
Ｄｏ

確認
Check

目標の再設定
Action

健康・労働安全

安全・設備信頼性

環境

ＰＤＣＡサイクル



　当社では、環境改善活動を組織的・継続的に改善するために、

国際規格であるＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステムを

扇町工場、水江工場に導入し、各工場毎に認証を取得していま

したが、１９９９年京浜製油所として統合審査を受けて認証を

取得しました。

　平成１５年６月には、京浜製油所の拡大審査を受けて、

ＩＰＰ電力卸供給設備を取り込みました。

※ＬＲＱＡ　：　LLOYD’S  REGISTER  QUALITY  ASSURANCE

　環境保全は、全社一丸となって取り組んでいますが、定期的に実施する監査、査察によって

維持管理状況を確認しています。

ＩＳＯ１４００１認証
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　環境マネジメントシステム

環境保全を維持する活動

　

　　京浜製油所　　　　　　１９９９年６月　　　　　ＬＲＱＡ　　　　　ＪＢＣ７７２５１０

取得年月 認証番号認証機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外部認証機関（ＬＲＱＡ）による維持審査を年２回実施。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 また、３年に１回の更新審査を継続実施しています。

外部監査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＩＳＯ１４００１は、ＨＳＥ－ＭＳの中のマネジメントシステム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と位置付けて、年２回の内部監査を実施しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この内部監査は、外部機関で実施される内部環境監査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　員養成コースを終了した者が、所長により任命を受け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『内部環境監査規則』に基づいて実施しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＳＥ委員会の委員長である社長による各工場の査察は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年２回実施され、環境保全活動状況と安全管理状況の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外部監査の一環として、昭和シェルグループでは、グルー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ製油所のＨＳＥ－ＭＳ運用状況の確認を年１回実施して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査は、昭和シェル石油や昭和四日市石油などグループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各社のメンバーで実施され、ＩＳＯ１４００１ＭＳや安全管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状況などＨＳＥ全体のＰＤＣＡを確認します。

内部監査

社長査察

チーム査察



（トン／年）

２５６ １８７ ▲　６９

環境目標 排出実績 差異

ばいじん排出量 １９．５ １６ ▲  ３.５

窒素酸化物排出量 １００２ ９１９ ▲　８３

硫黄酸化物排出量

平成１４年度　環境アクションプランと実績

８ TOA Environment Report 2003

地球にやさしい製油所として
平成１４年度　ＨＳＥ重点目標

　　　　● 事故・労働災害ゼロ
　　　　● ＨＳＥマネジメントシステムの推進（本運用開始）
　　　　● ４年連続運転に対応した自主保安活動の確立

本社のＨＳＥ重点目標

製油所の重点目標

　　　　●安全安定操業の推進と健康・環境保全（ＨＳＥ－ＭＳ）の推進
　　　　●競争力強化へのチャレンジ
　　　　●業容拡大へのチャレンジ
　　　　●人と組織の活性化と意識改革

　平成１４年度の重点課題は、平成１３年秋に導入した労働安全衛生マネジメントシステムに対応した
ＨＳＥ－ＭＳの本運用であります。
　リスクの高い潜在的災害源（４６項目）について、所内各部門でＨＥＭＰ分析を実施し、その結果に
より改善を要する項目について、リスクを低減する改善目標を掲げ、ＰＤＣＡサイクルを廻していま
す。
　また、ＩＳＯ－１４００１環境マネジメントシステムの維持・改善に努め、平成１３年度に設定した
環境目的・目標の見直しを平成１４年度に反映し、活動を推進しています。

　平成１４年度は、公害防止処理装置をはじめ、製油所装置の安定運転と、環境負荷の維持改善に努め
てきました。
　平成１４年度の京浜製油所の環境アクションプランの目標と実績は、以下とおりです。



（トン／年）

窒素酸化物排出量

ばいじん排出量

８７７

４６．５

硫黄酸化物排出量 ２４４

環境目標
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地球にやさしい製油所として
　平成１５年度　ＨＳＥ重点目標

平成１５年度　環境アクションプラン

　
　　　　● 安全・安定操業の確保とＨＳＥの推進
　　　　● 競争力の更なる強化
　　　　● 人と組織の活性化

本社のＨＳＥ重点目標

製油所の重点目標

　　　　● ＨＳＥの確保
　　　　　　 ＊休業災害＝ゼロ
　　　　　　 ＊「環境アクションプラン」の排出量遵守
　　　　　　 ＊ＨＳＥ－ＭＳの運用充実
　　　　● プロフィットの追求
　　　　● ＴＰＭ活動の実践と充実
　　　　● 人材の育成

キーワード　：　志を高く（志高）自ら実践

　平成１５年度の重点課題は、昨年導入した労働安全衛生マネジメントシステムに対応するＨＳＥ－Ｍ
Ｓ（安全・環境・健康に関するマネジメントシステム）を確実に実行し、環境保全と安全管理の徹底を
行い、設備の安全と休業災害ゼロを達成することです。
　また、すでに構築している環境マネジメントシステムの維持・改善に努め、平成１４年度に設定した
環境目的・目標の見直しを行い、平成１５年度の環境目的・目標に反映し、環境実行計画に沿った活動
を推進していきます。

　平成１５年度の環境自主管理計画については、ＩＰＰ電力卸供給設備の営業運転開始に伴う環境への
負荷低減を目指し、生産計画、前年度実績等も勘案して目標を設定しています。
　平成１５年度の環境アクションプランは、以下のとおりです。



  当社は、環境にやさしい製油所を目指して積極的な設備投資を行い、排煙脱硫装置、集塵装置及び排

水処理装置等の公害防止処理装置を設置し、石油精製工程で排出する環境汚染物質の除去に努めてきま

した。今年度は、ＩＰＰ電力卸供給設備も運転を開始しましたが、今後も、大気汚染物質を含まない燃

料の利用や、施設の改善を含めた汚染物質除去技術の向上を目指し積極的な取組を続けていきます。

　また、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の環境法令及び地元自治体の川崎市公害防止等生活環境保

全条例に定められた規制基準を充分遵守するとともに、環境汚染物質の排出削減に努めています。

　

大気汚染防止

１０ TOA Environment Report 2003

地球にやさしい製油所として環境汚染物質対策

　硫黄酸化物、窒素酸化物については、その排出量を監視し、川崎市公害監視センターへ常時伝送しています。

３００

２００

１００

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

254 255 271 212
187

トン／年

硫黄酸化物排出量（ＳＯｘ）

　製油所の加熱炉、ボイラー等で使用する燃料油や燃料ガスは、低硫黄重油やガス洗浄装置で硫
黄分を除去したクリーンな燃料を使用しています。
　水江工場の流動接触分解装置には排煙脱硫装置を設置し、排煙中のＳＯｘを除去しています。

窒素酸化物排出量（ＮＯｘ）

　窒素酸化物については、低ＮＯｘバーナー導入等による燃焼方法の改善、流動接触分解装置及びボ
イラーに排煙脱硝装置の設置等により低減を図っています。

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

942 947 960

トン／年

1029 919

1200

1000

600

200

400

800

川崎市
公害監視
センター

へ

常時伝送

環境監視システム（テレメーター）

各現場ＤＡＴＡ

ＮＯｘ監視器
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地球にやさしい製油所として
　環境汚染物質対策

二酸化炭素（ＣＯ２）排出量

 　平成１４年度のＣＯ２排出原単位と排出総量は、前年度と比較すると増加しました。これは、水江工
場の定期修理による設備の稼動率低下によるものです。
　ＣＯ２排出量を低減するため、加熱炉の適正な空気量管理等による省エネルギー活動を推進してい
きます。

１
１,０００

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

２,０００

３,０００

２

３

４

1,989 2,022 2,029 2,142

ＣＯ２排出量

千トン／年

排出原単位

千トン／１０
６
ｋｃａｌ

3.3

2.9
2.93.1

原単位

2,169

2.9

ばいじん排出量

３０

２０

１０

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

21.9
20.5

19.6 18.6

トン／年

16.0

　ばい煙発生施設に使用する燃料については、重油から燃
料ガスへ転換をはかる他、燃焼管理を徹底しています。
　また、流動接触分解装置に集塵装置の設置により、ばいじ
ん量の低減を図っています。

流動接触分解装置に集塵装置



　

単位：ｍｇ/ｌ

 Ｎｏ．１ 放流口 ０．１ １．８  Ｎｏ．１排水口 ０．１ １．０

水江  Ｎｏ．４ 放流口 ０．７ ４．９ 扇町  特定排水 ０．１ ０．８

工場  Ｎｏ．５ 放流口 ０．１ ０．９ 工場  Ｎｏ．２排水口 ０．１ ０．８

 Ｎｏ．６ 放流口 ０．５ ３．２  Ｎｏ．３排水口 ０．２ １．９

場　　所 全りん 全窒素 全窒素場　　所 全りん

水質汚濁防止

１２ TOA Environment Report 2003

地球にやさしい製油所として環境汚染物質対策

　製油所からは、冷却水や各種の生産工程で使用された
排水が出ています。冷却水としては、石油と接触しない
間接冷却水（主に海水）が大部分を占めています。
生産工程から排出する排水については、オイル分離機、
活性炭処理装置等の排水処理施設により、油分、ＣＯＤ
等の汚染物質を除去し、排水規制基準を充分遵守して公
共用水区域へ放流しています。

　製油所排水中の汚濁指標では、ｐＨ、ＣＯＤ、油分、全
窒素、全燐を重点項目として管理しています。

　富栄養化の要因となる全窒素、全燐は、第５次水質総量規制基準値が導入され、平成１６年４月１
日から総量規制が適用される事となりました。
　当社は、連続測定器を設置し監視します。

排水のＣＯＤ負荷量

　ＣＯＤは、生活環境に関する代表的な汚濁指標で、総量規制等による管理が実施され自動分析
装置で、監視その排出濃度を川崎市公害監視センターへ常時伝送しています。

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

１５０

５０

１００

117.2 116.6 108.8 115.1

Ｋｇ／日

102.0

排水中の全窒素・全燐

◆　平成１４年度排出実績

排水処理設備　（ガードベースン）

Chemical Oxygen Demand
化学的酸素要求量

ＣＯＤ



単位：トン

発生量　（Ａ） 自社中間処理　（Ｂ） 外部再資源化

外部委託処理量

外部委託処理量

自社再資源化

外部再資源化

１５，９８４ １３，８４０ １，２００ ９４４

１００　％ ８６　％ ８　％ ６　％

１００

自社未処理量　（Ｃ）

１，８８３

１５，９８４
対象量

１４，１０１ ２６１

処理後量

発生量　

１６１

減量　 再資源化量　 最終処分量

２１０

８２９

８４４

平成１４年度　産業廃棄物排出実績
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地球にやさしい製油所として
産業廃棄物の減量化と再資源化

　製油所からは、精製装置から発生する汚泥、タンクスラッジ、廃触媒、または定期修理等によっても
建設廃材等が発生しています。
　以下に示す廃棄物フロー図のとおり、製油所で発生する大量の廃棄物は極力所内で減量化し、所内で
減量化できないものについては、専門の産廃処理業者に委託しています。
これら産業廃棄物には、セメント原料等として再生利用・再資源化し、埋立て等の最終処分量を削減し
ています。

産業廃棄物の発生量と処理量の推移

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

4,000

廃棄物発生量
トン／年

3,000

2,000

1,000

1,029

2,035

822

1,531

752

1,868

380

1,804

944
1,200

25,000

20,000

10,000

20,524

19,529

14,362
15,984

外部委託処理量再資源化量
　　トン／年

15,000

外部委託処理量

再資源化

17,103

自社中間処理設備

タンクスラッジ処理設備 排水スラッジ脱水焼却処理設備



※　平成１４年度焼却施設のダイオキシン類濃度測定結果

　　　排ガス 　　焼却灰 放流水

単位　排ガス、焼却灰　：　ｎｇ-ＴＥＱ/ｍ3Ｎ

※　平成１４年度焼却施設の作業環境測定結果

作業環境

単位：ｐｇ-ＴＥＱ/ｍ3Ｎ

猶予 ５０

第1管理区分（適切)

管理区分(作業環境管理の状態)

-

放流水　：　ｐｇ-ＴＥＱ/Ｌ

排出基準 ８０

測定結果

管理濃度

０．０８

２．５

測定結果 ０．０００００ ０．０００２６ ０．０７３

ＰＲＴＲ制度
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地球にやさしい製油所として

 化学物質管理

　環境に対する関心が高まり化学物質管理と環境保全のため、平成１３年度よりＰＲＴＲ制度が運用開
始となりました。
　ＰＲＴＲ制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれがある特定の化学物質について、事業所の外へ
移動する量を事業者自らが把握して行政庁に報告するものです。
　行政庁は事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表するシ
ステムです。

・ エチルベンゼン、キシレン、トルエン、ベンゼン、1-3-5トリエチルベンゼン　（石油製品中に含有）
・ ダイオキシン類（*）　　 （特別要件施設：産業廃棄物焼却施設が該当）
・ テトラクロロエチレン　 （触媒反応促進剤）

【　総排出量　４,６８８　ｋｇ　】

３６．４　％
キシレン

３５．０　％
トルエン

２３．９　％
ベンゼン

　３．７％ １．０％

 エチルベンゼン

 1,3,5-トリメチルベンゼン

京浜製油所の平成１４年度実績の行政庁（川崎市経由経済産業省）への届出は、下記のとおりです。

　ＰＲＴＲ
　 　Ｐｏｌｌｕｔａｎｔ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ
　　　　（化学物質排出移動量届出制度）

産業廃棄物焼却施設

　水江工場では排水処理設備から発生する汚泥を脱水後、産業廃棄物焼却施設で焼却しています。
「ダイオキシン類対策特別措置法」に伴い、産業廃棄物焼却施設のダイオキシン類の測定は、排出ガ
スの他に排出水、ばいじん及び焼却灰の測定を実施しています。
　さらに、労働安全衛生法に基づき焼却施設の作業環境を測定しています。



 事業所エリア内コスト  事業活動により生じる環境負荷低減に取組むためのコスト

（１）公害防止コスト  大気汚染防止／水質汚濁防止／騒音振動防止に関するコスト

（２）廃棄物循環コスト  廃棄物のリサイクル及び処分に関するコスト

 環境負荷抑制コスト  環境負荷低減設備の運転に関するコスト

 環境管理活動コスト  環境マネジメントシステム運用資金及び環境負荷監視に関するコスト

 社会活動コスト  公害健康被害補償に関するコスト

※　平成１４年度の集計結果

１ 　 事業所エリア内コスト　合計

（１） 公害防止コスト

 ① 大気汚染防止コスト

 ② 水質汚濁防止コスト

 ③ 騒音・振動防止コスト

（２） 廃棄物循環コスト

 ① 産業廃棄物リサイクルコスト

 ② 一般廃棄物リサイクルコスト

 ③ 産業廃棄物処分コスト

 ④ 一般廃棄物処分コスト

２  　環境負荷抑制コスト

（１） 重油低硫黄化設備

（２） ガソリン低鉛化・無鉛化設備

（３） 軽油低硫黄化設備

（４） ベンゼン低減化設備

３  　環境管理活動コスト

（１） 環境マネジメントシステムの運用

（２） 環境負荷監視コスト

４  　社会活動コスト

３

０

０

０

９３７

４,７５７

２,５５９

９７３

６３

２

２

０

０

２９

０

２９

２

２０９

１２５

項　  目

No.

３

０

８

０

０

合　　計

　　（１） 公害健康被害補償

８,３５２

２１１

２１１

９,２１９

８８０

３１

８４７

２

１

８１

維持費用

（百万円）

６５３

４４４

１０７

０

２５

１７

２８

（百万円）

投資額

３３７

内　　容

項　　目
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地球にやさしい製油所として
環 境 会 計

　当社の環境に関する事業活動については、昨年までの環境報告書の中で、「環境保全関係設備投資項
目」と題して設備投資の内容を報告してきました。平成１５年度からは、「環境会計」として、設備投
資だけでなく環境保全全般に関する会計報告を行います。
　当社の、環境会計に関する報告内容項目と考え方については、以下のとおりです。
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地球にやさしい製油所として
資 源 保 護

京浜製油所エネルギー原単位の推移

6

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

８．０７ ７．８１ ７．８５ ７．７６
7

8

9

原油換算
KL/千KL

８．７５

　資源の有効利用、環境汚染物質削減のため管理徹底を行い、省エネ活動を行いエネルギー使用の
効率化に努めています。
　平成１４年度のエネルギー原単位は、前年度比１２％増加しました。理由としては、法改正によ
り燃料の使用量の変更及び水江工場の定期修理工事による稼動率の低下があります。
　また、今後３ヵ年の省エネルギー中期マスタープランを作成し、運転改善／設備改善項目につい
てリストを作成し、計画的に省エネルギーを推進しています。

省エネルギー活動

　省資源対策として、社内電子メールの活用や一度使用した
用紙の裏面利用等コピー用紙の削減を継続しています。
また、平成１４年度には、会議資料の削減、回覧方式の徹底
により、前年度実績を５％削減することができました。
　分別容器の設置による古紙・ペットボトル・空缶等の分別
の徹底によるリサイクルの推進等を継続しています。
事務所等のきめ細かい室温管理、節水等についても全所的に
継続して取り組んでいます。

省資源活動
各職場による分別の徹底

　　　　　　　　　　　　　　 水素循環コンプレッサーの低負荷運転
 　　　　　　　　　　　　　　重質油熱分解装置のコーク抜出しシステムの改造

平成
１０年

　　　　 　　　　　　　　　　流動接触分解装置　コンプレッサー入口圧力変更

 　　　　　　　　　　　　　　流動接触分解装置　触媒再生塔排ガスＯ
2
濃度改善

平成
１１年

　　　　 　　　　　　　　　　ＬＰＧ　蒸発器運転最適化
　　　　 　　　　　　　　　　芳香族製造装置の分溜塔還流比低減

平成
１２年

　　　　 　　　　　　　　　　排ガスＯ
2
管理強化　（平成１１年度から継続強化）

平成
１３年

　　　　　　　　　　　　　　 水江発電所の建設
　　　 　　　　　　　　　　　アミン再生塔、芳香族抽出装置で使用するスチーム削減

平成
１４年

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

各年度活動



※　三点セットを始め主要な防災資機材は下記のとおりです。

 大型化学消防車 　　　１ 台 　　　 １ 台 (*1)

 大型高所放水車 　　　１ 台 　　　 １ 台 (*1)

 泡原液搬送車 　　　１ 台 　　　 １ 台 (*1)

 甲種普通化学消防車 　　- 　　　 １ 台 (*1)

 甲種普通化学消防車 　　- 　　　 １ 台

 可搬式放水銃 　　　６ 基 　　　 ２ 基

 泡放水銃 　　　２ 基 　　　 ０ 基

 空気又は酸素呼吸器 　　４２ 台 　　 ３９ 台

 泡消火薬剤 　７５.４ ＫＬ １０６.１ ＫＬ

 油処理剤 　１１.８ ＫＬ 　　７.６ ＫＬ

 オイルフェンス ２,１４０ ｍ ５,９４０ ｍ

 油吸着剤  　１.２ Ｔｏｎ 　　２.０ Ｔｏｎ

扇町工場防災資機材 水江工場
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地球にやさしい製油所として
防災活動

　製油所の『保安環境管理規則』に基づき、火災、爆発、漏洩等の災害発生に備え、防災組織の編成、行
動基準及び緊急措置について防災対策基準等の防災関連規程を定め、計画的に防災訓練を実施し災害に即
応できる体制を整えています。
〔扇町工場〕近隣５社で構成する扇町地区共同防災協議会を組織しています。
〔水江工場〕地域に密着した水江地区防災協議会を組織し、防災体制を構築しています。

防災訓練

防災資機材

緊急時用土のう袋

　総合防災訓練は、春、秋２回工場毎に実施しています。
水江工場では、地区防災協議会（川崎市水江地区防災協議会、川崎海上共同防災協議会）と合同で、陸
上防災訓練、海上共同防災訓練及び負傷者の救助に関する訓練を組み合わせた総合防災訓練を実施して
います。
　扇町工場でも同様に公設消防、扇町地区共同防災協議会、川崎海上共同防災協議会等と合同で総合防
災訓練を実施しています。

各職場の防災服



ＴＰＭ　スローガン

************************************

 

  めざそうエクセレントカンパニー  

************************************
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地球にやさしい製油所として

安全活動

　当社は、ＨＳＥの確保を経営基盤としていますが、平成１４年１月に社長は年頭挨拶の中で、ＴＰＭを
業務として導入することを全従業員に宣言し、同年６月から本格的な取り組みを開始しました。
また、平成１４年７月に安全活動を再度見直して活動を強化するため組合と協働で
ＳＰＴ【Safety Promotion Team 】 を立上げ従来実施してきた活動内容の見直しと改善を行いました。

 ＴＰＭ活動

　当社におけるＴＰＭとは 『 Total Productivity Management 』
（総合的効率化を狙いとした全員参加の生産保全）の頭文字の略称です。
すなわち、「設備を変え、人を変えることによる、企業の体質改善」を図る全社的な生産性向上マネジメ
ント運動を目指しています。
　平成１４年２月管理職による自主保安活動、２Ｓ活動、Ｊ－ＴＰＭ活動のチームを編成して活動を開始
して以来現在では、事務所内の不要書類、事務用品の廃棄、自主保全活動の中では一人ひとりが設備保全
技術を学び、設備の信頼性を向上させています。

ＳＰＴ推進活動

それぞれのＴＰＭ活動を従業員通
用階段に掲示し、啓蒙。

職場チーム毎の自主保全活動
（ポンプの整備）

自分達の取り組みを職場内掲示

■　基本に忠実であること
■　小さなうちに危険の芽を摘み取る
■　一人ひとりが具体的行動をする

保護具使用の
再徹底

ヒヤリハットの
有効活用

定常作業・
対象療法的

作業の見直し

一人ひとりの
安全意識の

レベルアップ



ＫＹ（危険予知）活動

ヒヤリハット事例の活用

安全パトロールの実施

陸上出荷作業の安全確保

ＨＳＥニュースレターの発行
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地球にやさしい製油所として
安全活動

　製造部門では、定例ミーティングにおいてＫ
ＹＴを実施し、作業の確認及び工事に関する安
全確保を行っています。
非定常作業に関する会議の中では、危険と思わ
れる作業を抽出し、注意事項を明確にして実際
の作業時の潜在危険を低減しています。
また、従業員は、中央災害防止協会の研修会に
参加し危険予知活動を学び職場内啓蒙し絶えず
安全作業に努めています。

　当社における安全・安定運転は精製専業会社と
しての使命であり、永続的な実行が重要となりま
す。このことから、未然に危険の芽を摘む事に繋
がる「ヒヤリ」「ハット」とした職場内事例を収
集して、社内の安全活動に活用しています。
　平成１４年度の収集件数は、３４７件でした。
今年度は８月末で３４９件と昨年を上回る勢いと
なっています。多くの事例を収集・解析すること
で災害の未然防止と、再発防止に取り組んでいま
す。

　環境保全や安全管理の実施状況を全従業員に広報する目的で、
平成１５年４月より「ＨＳＥニュースレター」を創刊しました。

　陸上出荷設備、海上出荷設備及び構内で実施している工事現場
の安全パトロールを定期的に実施し、出荷作業や工事の安全管理
を徹底また、協力会社へはパトロールを通じて、安全遵守は勿論
のこと、指差し呼称や危険予知活動の徹底を指導し、安全作業を
推進しています

　陸上出荷作業中のローリー車からの転落時の対策として、フ
ルハーネス導入を決定しました。平成１５年８月試行導入を
行った後、平成１５年度中に京浜製油所の両工場にフルハーネ
スを導入します。

３００

２００

１００

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

280
200

203
221

347

４００

ヒヤリハット収集件数

ニュースレター（創刊号）

朝の作業前ミーティ
ング。
ミスを防ぐ為の全員
参加のＫＹＴ。

安全作業に繋げる、
非定常作業連絡調
整会議。



所在地 神奈川県川崎市川崎区水江町３番１号

敷地面積 約　２７,０００　ｍ2

発電所 発電方式 ガスタービン発電機／廃熱回収ボイラー系（ＧＴ）および発電用ボイラー

／蒸気タービン発電機（ＢＴＧ）の２系統

出　　力 ２７４,１９０　ｋＷ

ガスタービン発電機 　７９,３００　ｋＷ

蒸気タービン発電機 １９４,８９０　ｋＷ

使用燃料 副生ガス（高カロリーガス及び低カロリーガス）、減圧残渣油、ＬＰＧ

環境緒元 ＮＯｘ ＢＴＧ系　９.５　ｐｐｍ、ＧＴ系　２.９　ｐｐｍ

ＳＯｘ ＢＴＧ系　４.０　ｐｐｍ、ＧＴ系　３.１　ｐｐｍ

ばいじん ＢＴＧ系　２.０　mg/Nm3、ＧＴ系　３.２　mg/Nm3

-

環境に適切に対応する当社姿勢のシンボルとして
「川崎市都市景観形成協力者表彰」を受賞しました。

発電所の概要

地球にやさしい製油所として
電力卸供給事業開始

　電気事業法改正（１９９５年）に伴う電力の自由化を契機に、既設の石油精製設備から副生される燃
料を有効活用する電力卸供給事業会社（ＩＰＰ）を発足しました。
当社「東亜石油株式会社」と「電源開発株式会社」による合弁会社「株式会社ジェネックス」で発電し
た電力は、今後１５年間にわたって「東京電力株式会社」に卸供給されるほか、一部電力と蒸気は東亜
石油の精製プラントに供給されます。

　　　　　最大契約電力　　　２３８,０００　ｋＷ
　　　　　契約期間　　　　　平成１５年６月１日より平成３０年５月３１日

東京電力への電力供給概要
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減圧残 渣油(S R)

低ｶﾛﾘ ｰｶﾞｽ(LCG)

高ｶﾛﾘ ｰｶﾞｽ(HC G)

LPG

※ １

ボ イ ラー

排 煙 脱硝 装置

乾 式 電気 集塵 器

湿 式 脱硫 装置

湿 式 電気 集塵 器

煙 突

石膏

※ ２

IPP消費

20
-2

3 
M

W

10
 M

W

76 k l /D
26,000 k l /Y

590 k l /D
198,000 k l /Y

100%送電時:192MW
75%送電時:134MW

100%送電時:75MW
75%送電時:75MW

100%送電時:234MW
75%送電時:179MW

16MW

26MW

東 京 電力

335 k l /D
112,000 k l /Y

596 k l /D
200,000 k l /Y

GT 24 t/h

100%送電時:607 t/h
75%送電時:423 t/h

発 電 機

復 水 器

冷 却 塔

発 電 機

ｶ ﾞｽﾀｰﾋﾞ ﾝ
電 力

燃 料

純 水

蒸 気※ １
※ ２

既 設 石油 精製 設備

既 設 石油 精製 設備

発電設備　概要工程図発電設備　概要工程図

蒸 気

ﾀｰ ﾋﾞﾝ

蒸 気ﾀｰ ﾋﾞﾝ 発電 機

廃 熱 回収ﾎﾞ ｲﾗｰ

設計能 力

250t/h,7M Pa,443℃

設計能 力:79M W
15℃時出力:75M W

設計能 力

630t/h,17M Pa,538℃

排出濃 度

NOx 　　 　:  10ppm
SOx 　　　:  4ppm
ばいじん :  5m g/Nm 3

設計能 力

195M W,抽気復水式

燃料・排ガス

純水・蒸気

電　気



来所時期 見学者（団体名） 実施年月 町内会

 平成１４年　４月  東京国税局鑑定指導室  平成１４年　７月  塩浜三丁目（懇親会）

 平成１４年　９月  電気主任技術協会  平成１４年　７月  扇町（祭礼）

 平成１４年１１月  インドネシア共和国消防幹部  平成１４年　８月  塩浜（祭礼）

 平成１４年１２月  証券アナリスト  平成１４年　８月  塩浜三丁目（暑気払い）

 平成１５年　１月  川崎市ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ安全対策委員会  平成１４年　８月  四ッ谷（祭礼）

 平成１５年　１月  中国消防研修生  平成１４年　８月  扇町（祭礼）

 平成１５年　２月  ＪＣＣＰ研修生  平成１４年　８月  扇町（納涼祭）

 平成１５年　２月  川崎市水江地区防災協議会  平成１４年１２月  塩浜三丁目（懇親会）

 平成１５年　２月  新潟県東港東地区共同防災  平成１４年１２月  塩浜（懇親会）

 平成１４年１２月  四ッ谷（懇親会）

 平成１５年　１月  塩浜（新年会）

 平成１５年　２月  扇町（新年の集い）

実施年月 説明先

 平成１４年１１月  川崎・市民フォーラムの会

 コンビナート労働者連絡会

 川崎から公害をなくす会

 平成１４年１２月  川崎公害患者と家族の会

 平成１５年　３月  （財）社会経済生産性本部

実施項目 実施時期 実施内容

 ５Ｓ活動  平成１４年　６月  クリーン田島　美化運動

  （周辺の清掃）  平成１４年　９月  クリーン川崎　美化運動

　　  平成１４年１０月  市道水江線沿線清掃

 平成１４年１２月  市道水江線沿線清掃

 日常清掃  最寄のバス停周辺

 献血活動  平成１４年　９月  １４０名　献血

 平成１５年　２月  １０４名　献血

 交通安全活動  年４回  横断道路交通安全整理

 社内ＰＲ  都度  社内電子メールにて各種

 ボランティア活動の案内を掲載

コミュニケーション

地域町内会との交流所内見学　来訪者

環境報告書　説明先

ボランティア活動
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地球にやさしい製油所として
地域・市民との関わり

　隣接町内会、近隣企業及び市民団体等へ、環境報告書の内容について説明会を開催し、ご意見や要望を
お聞きしました。また、所内見学を開催し、当所の活動全般について理解を深めて頂くと共に、隣接町内
会との懇談会の開催、祭礼や運動会への参加をとおして交流を深めました。

　当社は、地域社会への貢献をはかり、良き企業市民としてボランティア活動を通し、周辺地域との協
調・共生に努めています。



                                                                                  


