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会社概要

［社長ご挨拶］
「社会・環境報告書2005」の発行にあたって

石油業界は未だに厳しい事業環境が継続しており、競争力

の弱い会社は市場からの撤退を余儀なくされるという状況

に変りはありません。このような状況の中ではありますが、

当社グループの経営の基本である HSSE（安全・環境・危

機管理・健康）の確保は、会社が果たすべき社会的責任い

わゆるCSR（Corporate Social Responsibility）をより

明確にする根幹要素になっており、当社グループとして今

後とも総力を結集し積極的な活動を継続していきたいと考

えています。

当社グループのビジネスモデルは、

1. HSSE（安全・環境・危機管理・健康）の確保
2. 精製マージン（付加価値向上）の最大化
3. コスト競争の更なる強化（コスト削減）

の３本柱とそれらを支え実践する「人材」で成り立って
おります。そして「HSSE の確保」を最も重要な経営基盤

に据え、最優先課題として取り組み安全安定操業を継続し

てまいりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

また、コンプライアンス（法令等の順守）は、「監査倫理室」

及び「倫理委員会」が中心となり充実を図った結果会社全

体に浸透しております。なおいっそうの意識向上を目指し、

教育・啓蒙に努力してまいります。

一方、TPM活動は、「設備を変え」、「人を変え」、「企業体

質（風土）を変える」ことをねらいとしており、導入以来

三年が過ぎて「自分の設備は自分で守る意識」が社員に強

く根付いてきています。TPM優秀賞の受賞を2005年 11月

に目指しておりますが、2004 年度に行われた３回の中間

評価会では社員のやる気が非常に高いという評価を受ける

ことができました。このように人材の育成と技術の向上を

図ってきた活動は、今年大きな節目を迎えることになりま

す。

本報告書は 1999 年創刊以来 7回目の発行となります。当

社グループが行った内容を正しくお伝えできるように毎年

見直しを実施しています。当社グループはエネルギーの安

定的な供給に努めると共に、環境保全の向上を更に進めて

まいりますので、今後とも皆様のご理解とご支援を心から

お願い申し上げます。
本報告書の対象期間：2004年 4月～2005年 3月

環境報告書：第7刊2005年 6月発行

本　　社 神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号

設　　立 1924年（大正13年）2月6日

資 本 金  49億 6,125万円

主な株主 昭和シェル石油株式会社

所 在 地  京浜製油所
 水江工場
 　神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号

 扇町工場
 　神奈川県川崎市川崎区扇町18番 1号

従業員数 594名（連結／2005年 3月 31日現在）
 433名（単体／同上）

業務内容 石油精製業及び電気供給業

主要製品 LPG、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油、
 重油、溶剤、コークス、硫黄

主要装置 水江工場

  常圧蒸留装置（65,000 バレル／日）
  減圧蒸留装置
  重質油熱分解装置
  流動接触分解装置

 扇町工場

  常圧蒸留装置（120,000 バレル／日）
  減圧蒸留装置
  連続再生式接触改質装置

［目　次］

社長ご挨拶

東亜石油の社会的責任遂行の理念・原則

東亜石油の生産活動の概要

東亜石油の企業倫理・社会的責任遂行の活動

　1 企業倫理の推進
　2 HSSEを基盤とする経営理念・社会的責任
　 推進の基本方針
　3 人間尊重の経営
　4 危機管理体制の確立
　5 購買基本方針
　6 ISOマネジメントシステム
　7 地域・市民との交流

環境負荷要因対策と省資源・
省エネルギーの取り組み

　1 環境汚染物質対策
　2 産業廃棄物の減量化と再資源化
　3 化学物質管理
　4 環境会計
　5 省エネルギー活動
　6 CO2排出量削減の取り組み

安全操業の取り組み

　1 安全活動
　2 社内教育・啓発
　3 TPM活動
　4 防災活動

〔関係会社概要〕
〔ホームページのご紹介〕
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東亜石油株式会社
代表取締役社長

［ 東亜石油のビジネスモデル ］



Health
(健康・労働安全)H Safety

（安全・設備信頼性）S Environment
（環境保全）ESecurity

（危機管理）S

東亜石油の社会的責任遂行の理念・原則

東亜石油株式会社は企業の使命と社会貢献を根幹として経営理念を定めています。

HSSE（安全・環境・危機管理・健康）は東亜石油の社会に対する責任を律する倫理規定で経営理念の

基盤となるものです。

これら経営理念・HSSE理念に基づいて行動原則は制定されており、全ての従業員が職務を遂行するに

あたって、責任・企業倫理等期待される姿勢について述べております。

経 営 理 念

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. HSSE（安全・環境・危機管理・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。

　1. HSSE（安全・環境・危機管理・健康）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. HSSE（安全・環境・危機管理・健康）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。
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HSSE理念
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行 動 原 則

われわれは、「経営理念」に基づき以下の行動原則を定め、実践する。

1.責　任

 以下の責任を認識する。

 （1）社会に対する責任

  イ．社会の責任ある一員として、事業を行う。

  ロ．法律及び社会規範を順守し、持続可能な社会発展を目指して、安全及び環境の保全に努める。

 （2）株主に対する責任

  株主の投資を保全し、妥当な成果を提供する。

 （3）顧客に対する責任

  価格、品質、安全、環境の全ての面で価値ある製品及びサービスを提供する。

 （4）協力会社に対する責任

  協力会社とはお互い有益な関係を築くよう努めるとともに、本行動原則の理解促進をはかる。

 （5）従業員に対する責任

  イ．従業員の人格と個性を尊重する。

  ロ．安全な職場環境と良好な労働条件を提供する。

  ハ．人材の開発と活用を推進する。

2.収益と投資

  イ．前項の責任を果たし企業として存続していくためには、適正な収益と強固な財政基盤が不可欠である。

  ロ．投資を行うにあたっては、経済性のみならず、社会、環境等に及ぼす影響も重視する。

3. 企業倫理

 企業目的の遂行にあたり、関係法令及び社内規程を常に順守し、公正な社会的ルールの尊重と高い倫理観を持って行動する。

 （1）金品の授受

  いかなる相手に対しても、またいかなる状況においても賄賂あるいはそれと思しき金品の授受は行わない。

 （2）政治活動

  政党及び政治団体やその代表者に対し献金をしない、また政党活動にも参画しない。ただし、会社、従業員、

  顧客または株主の利害に関する事項について自らの立場を主張することを拘束するものではない。

 （3）利益相反行為

  個人的経済活動と会社の事業活動の間で利害が相反するような行為は行わない。

 （4）自由な競争と公正な取引

  すべての取引について、競争関連法令を順守しかつ自由な競争原理を尊重して、公正な取引を励行する。

 （5）企業情報の開示

  当社の活動が社会に与える影響を認識し、経営状況・事業活動状況等に関する企業情報の開示を適時かつ公正に行う。

 （6）業務遂行

  業務遂行にあたっては、誠実と公正を本旨として、定められた手続きに従って正確に対処する。

4. HSSE（安全・環境・危機管理・健康）

 安全、環境、危機管理及び健康問題への取組みは、企業の存続と活動に必須の要件であることを認識し、

 法令及び社内規程を順守するとともに、自主的・積極的に行動し、継続的改善を目指す。

5. 地域社会

 社会の責任ある一員として、積極的に社会貢献活動を行うとともに、安全確保と環境保全に努め、

 地域社会との共存共栄をはかる。

6.東亜石油関係諸会社

 当社の関係会社が、当社と同様に「行動原則」を採択し順守するように努めるものとする。



東亜石油の事業体系

電気・蒸気の供給

出　資

燃料等の供給

構内作業等の委託

構内作業等の委託

出　資

原油・製品の保管委託

出　資

出　資

出　資

原油・原料油の精製委託

製品の引き渡し

（株）ジェネックス

東扇島オイル
ターミナル（株）

電力の卸供給

東京電力（株）

出　資

原
油
・
原
料
油

・
製
品
の
貯
蔵

出
　
資

昭和シェル石油（株）

扇島石油基地（株）

東亜テックス（株）
6月29日より（株）東亜サービスが社名変更
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扇町工場
敷地面積：約52万m2 揮発油水素化脱硫装置

（28,000）

減圧蒸留装置
（30,000）

連続触媒再生式接触改質装置
（21,500）

灯軽油水素化脱硫装置
（27,000／27,000）

減圧軽油水素化脱硫装置
（16,000）

水江工場
敷地面積：約42万m2

常
圧
蒸
留
装
置

（120,000）

揮発油水素化脱硫装置
（17,000／7,000）

減圧蒸留装置
（58,000）

重質油熱分解装置
（27,000）

接触改質装置
（8,500）

灯軽油水素化脱硫装置
（15,000／20,000）

減圧軽油水素化脱硫装置
（46,000）

流動接触分解装置
（42,000）

常
圧
蒸
留
装
置

（65,000）

減圧残渣油

原  油

※単位：バレル／日

燃料ガス
＆コークス

ガソリン

ジェット燃料

LPG

石油化学原料

灯油／軽油

溶　剤

重　油

アスファルト

硫　黄

精
製
工
程
フ
ロ
ー

東亜石油の生産活動の概要

東亜石油は京浜臨海部に立地して、大消費地首都圏

と東日本全域のエネルギー安定供給の一翼を担う石

油精製会社です。昭和シェル石油の基幹製油所とし

て長年蓄積された技術と高度な設備により、安全・安

定操業に努めるとともに高効率な操業で高付加価値・

高品質な石油製品を供給しております。

また、限りある石油資源の有効活用を目指して、精製

過程で発生するガス・残渣油を利用した発電事業（電

力卸供給）にも取り組んでおります。



企業倫理の推進

コンプライアンス体制の充実

2003年より倫理委員会及び監査倫理室を設置し、さらに社

内通報制度（オープンドアポリシーと倫理ヘルプライン）

も設置してコンプライアンス体制の充実を図っています。

社員への周知徹底

コンプライアンスに関しては当社社内はもちろんのこと、

子会社の社員及び関係会社の社員も対象として、周知徹底

を図りコンプライアンス経営の確立と実践に邁進していま

す。

東亜石油の企業倫理・社会的責任遂行の活動

会社は、社会からの信頼なくしては存立せず、多様な利害関係者（顧客・株主・従業員等）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。

企業の不祥事による事件、事故、災害が多発する昨今、私たちは東亜石油本来の業務を確実に遂行し

て社会から尊敬され世界に誇れる会社にしたいと考えます。この目的達成のために、2005年も HSSE

の理念を順守して社内体制整備、人材の育成と働き甲斐の有る労働環境を創出するとともに、コンプ

ライアンス（法令等順守）体制を一層充実し実践していきます。

倫理委員会

相　　談

取締役会

当社 社員／子会社 社員／協力会社 社員

コンプライアンス活動の
基本方針、諸施策等を審議

委員長：社長
委　員：全取締役及び
　　　　委員長が指名する者

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

企業倫理相談窓口

【監査倫理室】

懸念事例について相談を行う者
及びその協力者のプライバシー
保護に努めています。

社員等は懸念事例を行動原則担
当役員に対し直接に相談できる
体制としています。



HSSEに関する基本方針

 HSSE委員会

HSSE関連事項の最高審議機関。HSSE重点目標、HSSE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・推進し、年2回
環境保全状況と安全管理状況について社長による査察を実施しています。
〔委員長〕社長

品質管理委員会

製油所の品質管理業務を有
効かつ円滑に推進するため、
品質目標と実施計画、製品
規格の承認、苦情処理につ
いて協議を行う委員会。
〔委員長〕所長

環境委員会

製油所の環境保全について
審議する委員会。
〔委員長〕所長

安全衛生委員会

安全衛生管理規則に準じた
安全・衛生に関する労使で
構成する委員会。
〔委員長〕所長

信頼性向上委員会

製油所の設備の信頼性、安
全管理の向上及び危機管理
について審議する委員会。
〔委員長〕所長

HSSEを基盤とする経営理念・社会的責任推進の基本方針

当社は HSSE理念に則り事業活動を遂行するにあたり安全

を確保し、危機管理を励行し、健康を守り、環境を保全す

ることが社会的責務であるとの認識のもとに、HSSE に関

する基本方針をつぎのとおり定める。

安全、環境保全、危機管理及び労働安全衛生等のHSSE全体

に関する基本的事項の意思決定は、社長が委員長を務める

「HSSE委員会」で行います。

京浜製油所には、製油所長が委員長を務める4つの委員会

を設け、本社の基本方針等の決定事項に基づき、それぞれ

の役割に応じた取り組みを行なっています。

各委員会では、具体的な重点活動項目の計画の策定（Plan）、

製油所各部門での実行（Do）、各委員会への報告及び定期的

な内部・外部監査（Check）、実施結果のレビュー及び次年

度計画への反映（Act）という流れを継続的に繰り返し、

HSSEの改善を図っています。

HSSEマネジメントシステムを推進・維持する体制

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

　■ 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、HSSE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。

　■ 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。

　■ 原油の受入から製品の出荷に至る全ての段階において、HSSE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。

　■ 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。

　■ 労働災害の防止に努める。

　■ 万一の事故・災害及びテロ等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。

　■ HSSEに関する法令、自主基準の順守並びに諸施策の実施状況を定期的に監査する。

　■ 従業員に対し、HSSE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。

　■ HSSE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。 ●PDCAサイクルによる継続的改善

HSSE委員会

安全衛生委員会



HSSE規程

HSSE管理規則（HSSEマネジメントシステム）

HSSE委員会規則

HSSE査察規則

品質管理規則（ISO品質マニュアル）

環境管理規則（ISO環境マニュアル）

安全衛生管理規則

保安管理規則

災害対策本部規則

事故報告規則

外部監査の一貫として、昭和シェル石油グループメンバーに

よる査察を年1回受けています。査察は、昭和シェル石油や

昭和四日市石油、西部石油などのグループ各社のメンバーで

実施され、ISOの品質や環境の運用状況や安全管理状況など、

HSSE全体のPDCAの確認を行なっています。

グループHSSE査察 2005年度　HSSE重点目標

●HSSE目標項目

本社のHSSE重点目標

キーワード・・・・・

「アジアのトップグループリファイナリーを目指して」

●安全・安定操業の確保と環境保全・危機管理・健康の推進（HSSE）

●競争力の更なる強化

●人の育成と組織の活性化

製油所の重点目標

●安全・安定操業の確保と環境保全・危機管理・
　健康の推進（HSSE）
　　＊労働災害ゼロの達成
　　＊HSSEマネジメントシステムの実践
　　＊設備の信頼性向上と長期連続運転の継続
　　＊製品品質事故ゼロの継続

●競争力の更なる強化
　　＊コスト削減の徹底
　　＊ハイドロカーボンマージン（HCM）の最大化
　　＊省エネルギーの推進
　　＊持続的成長戦略の構築と実行　

●人の育成と組織の活性化
　　＊TPM優秀賞受賞とTPM活動の更なる飛躍
　　＊業務変革の実践

項　　目 目　　　標

災害発生
休業災害ゼロ

重大災害事故ゼロ

硫黄酸化物排出量 239トン／年（ジェネックス含む）

窒素酸化物排出量 833トン／年（ジェネックス含む）

ばいじん排出量 31トン／年（ジェネックス含む）

危機管理体制の確立と強化

協力会社のHSSEレベルの向上

'06までに'98年原単位（9.07）の年平均１％削減（製油所）

環境負荷軽減
環境アクションプランの遂行

マネジメント

省エネルギー

経営のキーワードとして2年間「志高」をかかげてきました。

今年はこれまでの努力、頑張りの実りの年として、キーワ

ードは「飛躍」としました。これまで築き上げてきた実績

を踏み台に、更に「飛躍」を遂げ、今年も HSSEを経営の基

盤に据えて、アジア・パシフィックNO.1の製油所を目指し

ていきます。

　 2005年度は、災害発生ゼロを目標とすることはもちろん環境アクションプランの順守と更なる徹底を実施します。

この規程は、健康（H）・安全（S）・危機管理（S）・環境（E）

に関する基本事項を定め、これらを順守することによって

事故及び災害の未然防止と、地域環境及び環境保全をはか

り、安全かつ快適な作業環境を確保することを目的とする

当社経営理念の根幹となっています。

昭和シェル石油グループメンバーによる外部監査 日常活動の積み重ねにより、設備の改善が進む

HSSE規程



　■  当社は事業活動を行ううえで重要な課題の１つとして、ダイバーシティとインクルーシブネスに取り組みます。

　■  当社は社員各人の個性や価値観（但し当社の行動原則に沿ったもの）を尊重します。

　■  当社は社員各人の仕事と生活のバランスに対するニーズを尊重します。

　■  当社は社員各人に対して、成果・能力主義の下に公平な能力発揮の機会を提供します。

　■  当社は社員各人のダイバーシティの受容と適応をサポートするために、社員の学習や自己啓発および社内外に
　　  おけるコミュニケーションの場を提供します。

　■  当社は社員だけでなく、当社を取り巻く全てのステークホルダーに対して、ダイバーシティとインクルーシブ

　　  ネスの方針を堅持します。

　■  当社は他社のダイバーシティとインクルーシブネスの成功事例も参考にしながら継続して改善を図ります。

　■  当社は当社の全社員、ひいては関係会社、協力会社においてもこれらの方針が共感されるような組織風土を当
　　  社の施策と行動を通じて醸成します。

●ダイバーシティとインクルーシブネスの取り組みの基本方針

　「ダイバーシティとインクルーシブネスの取り組みの基本方針」の具体的な取り組みの一環として「仕事と家庭の両立支援

　に関する基本方針」を下記の通り制定し、仕事と家庭の両立を目指す従業員を積極的に支援していきます。

●仕事と家庭の両立支援に関する基本方針

　■  当社は、企業の永続的発展を可能にする「従業員の仕事と家庭の両立支援」を行います。

　■  当社は、継続的に当社に価値を提供する意欲があり、自己責任を持って自立する従業員を積極的に支援します。

　■  当社は、両立を目指す従業員が最大限能力を発揮し活躍できる環境づくりに努めます。

　当社では「行動原則」において、従業員への責任として「従業員の人格と個性を尊重する。安全な職場環境と良好な労働条

　件を提供する。人材の開発と活用を推進する。」と定めております。

　この方針に基づき、セクシュアルハラスメントに対する基本方針を定め、健全な職場環境の確保に取り組んでいきます。

●セクシュアルハラスメントに対する基本方針

　■「職場におけるセクシュアルハラスメント防止ガイド」を社内に周知徹底させます。

　■  職場におけるセクシュアルハラスメントの相談窓口を設置し、相談・苦情に対応します。

　■ 職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合は、人事総務部門が相談窓口と協議の上、事実調査などを
　　  含め問題解決にあたります。

　■  職場におけるセクシュアルハラスメントに対して、当社は毅然たる態度で対応していきます。

　■  職場におけるセクシュアルハラスメントに対しては、今後理解・啓蒙のための研修はもとより、社員各人の意見
　　  を反映した防止策並びに対応策の充実を検討します。

人間尊重の経営

当社は、各人の個性や価値観を尊重し、個人の持つ能力を

最大限に発揮できる環境を整備すること、すなわち人材の

多様性を活かす取り組みを行うことで、企業の成長と個人

の自己実現を同時に達成したいと考えます。

この観点から、ダイバーシティとインクルーシブネスの取

り組みの基本方針を以下のとおり2005年 3月 25日に制定

しました。

ダイバーシティとインクルーシブネス

公平・公正な立場に立つことはもとより、お互いの考え
方や行動の相違を認め、多様な発想や価値観に触れる機
会を持つことで組織としての課題解決スキルを高め、人
材がその中から学び、成長していくような組織風土を醸
成することを意味します。

ダイバーシティとは

相違から生じる多様な考え方、バックグラウンド、もの
の見方等を尊重し、その価値を認め、活用していくこと
を意味します。

インクルーシブネスとは



外部相談窓口社　員

推進事務局

健康管理スタッフ
（産業医、衛生管理者）

管理職（上司）

健康診断
定期健康診断受診率100％定着を継続しています。労働

安全衛生法で定めた検査のほか、超音波検査なども実施

しています。

●からだの健康

禁煙推進運動
2004年度から「社内禁煙推進運動」をスタートさせまし

た。2005年度からは、HSSEの「H：Health」の観点から、

社員の健康管理の一環として社内禁煙運動の展開を開

始し、社員の喫煙率低減による生活習慣病対策の強化推

進を行なっています。

愛の献血
日本赤十字社の献血の取り組みを労働組合と共催して「愛

の献血」として展開しています。また、「愛の献血」の血

液検査結果は、定期健康診断のフォローアップに役立て

ています。

産業医による健康アドバイス
産業医が安全衛生委員会で健康アドバイスを行い、社内

での健康管理周知と、毎月の保健指導による健康ケアを

行い、生活習慣病改善等の実践に努めています。

2004年度献血推進功労者表彰式が神奈川ドームシア
ターで開催され、厚生労働大臣表彰の伝達がありま
した。
この表彰は、7月 15日の第 40回献血運動推進全国
大会を挙行するに当たり神奈川県から５団体が表彰
されたものです。
当社、京浜製油所で1974年（昭和49年）から31年間、継
続してきた「愛の献血」が、この度表彰となりました。

献血者総数：4,824名

「体の健康」と「心の健康（メンタルヘルス）」の保持増進を図

り、社員一人ひとりの活力ある健康づくりに取り組んでい

健康管理
　厚生労働省の「職場における労働者の心の健康づくりのための指針」（2000年 8月）に基づき、2004年 4月より、メンタ　

ルヘルスに取り組んでいます。

●こころの健康（メンタルヘルス）

健康診断 口腔検査

管理監督者メンタルヘルス研修会

全社員メンタルヘルス講演会

健康の考え方
「単に体が病気でないというだけではなく
精神的にも社会的にも良好な状態」
（ＷＨＯ：世界保健機関）

※推進事務局は、メンタルヘルスに関してセルフケア及びラインに
よるケアができるように啓蒙活動や対策を立案・実施しています。
また、メンタルヘルスケアに関する外部の機関・専門家の情報も提
供し、社員が自主的に取り組めるような環境整備に努めています。

【メンタルヘルスケア体制】

具体的な取り組み

 1 専門講師による研修会を開催し、職場のメンタルヘルス 
 づくりの理解と定着に努めています。

 2 上司による部下の心のケアを重視しています。管理監督 
 者として、必要最低限の基礎知識を取り纏めた小冊子 
 を配付して、ラインによるケアの強化を支援しています。

 3 産業医によるケア及び外部機関のメンタル情報を紹介し
 ています。

歯の健康相談
外部検診機関による「歯の健康相談」を年 1回実施し、

健康な歯を保持するために歯の検診率の向上に努めて

います。

コグニション（認知）とは、ものの見方や考え方という意味。うつ
状態に陥る人は、人間関係や将来について悲観的に考えすぎる傾
向があります。このような考え方を変えて、ものの見方を前向きで
柔軟なものにすることが大切です。

家族や周囲の人との関係は、心の健康と深くかかわっています。人
と人とのつながりをより重視し、積極的なコミュニケーションを
心がけましょう。苦しいときこそ勇気を出して対話し、客観的な意
見や助言を求めることが大切です。

「自分をコントロールしているのは自分ではない」という感覚のま
ま行動していると、不安になったり時間や仕事に追われるような
気になるものです。「今日の仕事は５時までに終えよう」などと、「自
分らしく行動している」という感覚で主体的に行動するように心
がけましょう。

いつもチャレンジ精神を忘れない人は、心が元気です。仕事、趣味、
スポーツを問わず、新しいテーマや自分の好きなことにどんどん
挑戦してみましょう。

不安や悩みがあるときは、１人で考えていないで、周囲の人に率直
に相談してみましょう。遠慮なく誰かに助言を求められる人は、落
ち込むことが少ないものです。

毎日、同じような暮らしを続けていたのでは、心の元気度は下がっ
てしまいます。マンネリズムは心の健康の敵と考え、ときどき発想
をかえて、新しい生き方を探ってみましょう。

心にも‘基礎体力’をつけましょう

心が落ち込まないための「３つのＣ」

心をパワーアップする「３つのＣ」

■Communication：コミュニケーション

■Control：コントロール

■Challenge：チャレンジ（挑戦する）

■Consult：コンサルト（相談する）

■Change：チェンジ（変える）

「愛の献血」で厚生労働大臣より表彰

　■  体と心（メンタルヘルス）のセルフケアを推進しています。

　■  職場でのメンタルヘルスづくりの理解と定着を目指しています。

■Cogniition：コグニション

男性／％

目 標
（全国平均）

喫煙率



購買基本方針
当社は購買活動を行うに当たり、公正な競争を念頭に置き、公正かつ透明な手続きに基づき、経済合理性はもとよ
り、法令・企業倫理の順守、資源保護、環境保全や資源管理といった社会・環境面に配慮していきます。そのために
は、われわれだけでなく、お取引先にも当社の『行動原則』へのご理解を頂き、相互の信頼関係に基づき協力して取
り組んでいくことが大切であると捉えており、下記の基本方針を制定し、購買活動を進めていきます。

　■ 機会の均等
 国内外のお取引先に広く門戸を開放し取引機会の均等を図り、自由な競争を尊重します。

　■ 公平な取引
 お取引先の選定・評価にあたっては、経済合理性を重視しつつ、品質、技術開発力、納期、信頼性、安全性、
 アフターケアだけでなく、環境保全を初めとする社会的責任への取り組みも加味した総合的見地から判断します。 

　■ 透明性の確保
 購買基本方針、購買情報・計画、購買手続きを明示するとともに、要望に応じ採用・不採用理由を開示します。 

　■ 法の順守
 購買取引にあたっては、関連法規を順守し、かつその精神を尊重します。また、同時に社内の規則を順守します。 

　■ 購買倫理
 当社は『行動原則』に基づき一切の事業活動を行ないます。これはお取引先との関係においても期待されます。
 すなわち、賄賂の提供・支払い・要請・受領はいかなる形であれ許されません。
 また、個人的経済活動と会社の事業活動における行動との間に生ずる利害の衝突を避けなければなりません。
 従いまして、お取引先にも『行動原則』へのご理解とご協力をお願いしていきます。 

　■ HSSE（安全・環境・危機管理・健康）と社会的責任
 持続可能な発展を目指して、購買取引にあたっては、安全、環境、危機管理および健康への配慮を重視します。
 同時にこれらを初めとする社会的責任への配慮について、お取引先にもご理解とご協力をお願いしていきます。

判定基準 組織的対応

通常組織

総務課

環境安全部

特別警戒本部

色レベル

グリーンレベル

イエローレベル

オレンジレベル

レッドレベル

・平常時レベル

・不審郵便物
・脅し、ゆすり、強制販売

・関係官庁や団体から警戒要請を受けた時
・新聞その他で警戒情報を入手した時

【所長指示により特別警戒本部を設置】

・当社を攻撃目標とする予告電話や情報を受信した時

・近隣企業や同業企業を攻撃目標とする警戒情報を入手した時

・当所構内で不審者や不審物を発見した時

警戒体制

通常警戒体制

警戒体制

準警戒体制

特別警戒体制

危機管理体制の確立
昨今、社会、産業界において予想もしなかった事件や
事故が相次いでいます。
当社では常に「いざというときに，どうするか」を考え，
不測の緊急事態に備えて，「経営理念」「HSSE 理念」を
基として、火災、漏洩、爆発などの事故や災害を未然に
防止するよう努めています。

改正SOLAS条例に対応

桟橋へのフェンス設置

社内危機管理説明会 入門警備強化

入構者安全心得ポケットマニュアル 緊急時連絡系統図（携帯カード）

改正SOLAS条約に基づき、桟橋にフェンスを設置しました。

この設置により、許可証を作成し、許可証の携帯者以外は、

立ち入りが出来ないこととなりました。

緊急時対応

緊急時の連絡系統や避難経路、構内作業の安全対策などに

ついて携帯カードを作成し、全従業員と協力会社員に配付

しています。

当社の危機管理判定基準

購買基本方針

当社は、お取引先とともに、企業と社会の持続可能な発展

を目指して、相互の信頼関係、協力関係を強化しつつ互い

のコスト競争力を高め、相互研鑚をはかる持続的パートナ

ーシップの構築をすすめていきます。



1996年 11月 昭和シェル石油（株）川崎製油所
 ISO 9002取得（No.S190）

1998年 2月 東亜石油（株）川崎製油所
 ISO 9002取得（No.T293）

2001年 2月 京浜製油所としての統合に伴い
 ISO 9002統合審査
 東亜石油（株）京浜製油所
 ISO 9002取得（No.S190）

2002年 11月 ISO 9001取得

2005年 11月 ISO 9001更新審査予定

1972年 12月 昭和石油（株）（現昭和シェル石油）
 川崎製油所　JIS工場認定取得

1995年 12月 東亜石油（株）川崎製油所
 JIS工場認定取得

2000年 10月 京浜製油所としての統合に伴い
 東亜石油（株）京浜製油所
 JIS工場認定取得

1999年 7月 昭和シェル石油（株）川崎製油所
 ISO 14001認証取得（JBC772518）

1999年 6月 東亜石油（株）川崎製油所
 ISO 14001認証取得（JBC772510）

2001年 2月 京浜製油所としての統合に伴い
 ISO 14001統合審査
 東亜石油（株）京浜製油所
 ISO 14001取得（JBC772510）

2002年 6月 ISO 14001更新審査

2005年 6月 ISO 14001更新審査予定

外部監査
外部認証機関（LRQA）によ

る維持審査を年 2回実施し

ています。また、3 年に 1

回更新審査を継続実施して

います。2004年の維持審査

では、重大な指摘事項はあ

りませんでした。

内部監査

ISOマニュアルの徹底

内部監査は、年 2回実施し

ています。この内部監査は、

外部機関で実施される内部

監査員養成コースを終了し

た者が、所長より任命され、

社内規程である「内部 HSSE

監査基準」に基づいて実施

しています。

ISO の社員周知徹底として

ポケットマニュアルを作成

し携帯しています。

所内見学　来訪者

環境報告書　説明先

ボランティア活動

地域町内会との情報交換会・交流会

当社京浜製油所に隣接する町内会や近隣企業との協調をはかるとともに地域貢献活動に取り組んでいます。
隣接町内会や市民団体には、環境報告書の内容について説明会を開催しています。そして、ご意見やご要望をお聞き
して今後の事業活動に反映しています。また、当所の活動全般について理解を深めて頂くために隣接町内会と、定期
的に交流会を開催しています。

2004 年 12 月新潟県中越地

震災害義援金の拠出及び

2005年 2月スマトラ沖大地

震では、労働組合と会社が

共同で社内募金を実施し、

義援金を日本赤十字社（神

奈川支部川崎市地区本部）

へ持参しました。

市道水江線沿線清掃 クリーン田島　美化運動

中国消防研修生JCCP研修生

献血活動

災害支援活動

地域・市民との交流ISOマネジメントシステム

当社は、ISO9001品質マネジメントシステムを導入してい

ます。顧客のニーズを把握し、顧客満足を達成するために、

日々継続的改善に取り組んでいます。

2005年 11月には、ISO9001：2000 年版での初めての更新

審査があります。

ISO 9001認証取得

ISO14001認証取得

当社では、環境改善活動を組織的・継続的に推進するため

に国際規格である ISO14001 環境マネジメントシステムを

導入しています。環境保全に対しては、全社一丸となって

取り組んでおり、定期的に実施する監査や査察によって、

維持管理状況の確認を行なっています。

当社は、自動車ガソリン・灯油・軽油・重油のJISに適合し

た製品を安定・継続的に製造し供給しています。

JIS認定工場取得

マネジメントシステムを維持する活動

ポケットマニュアル

日本赤十字社に義援金を委託

LRQAによる外部監査

内部監査実施状況

来所時期 見学者（団体名）
2004年 6月
2004年 7月
2004年 8月
2004年 9月
2004年 10月
2004年 12月
2004年 12月
2005年 1月
2005年 1月
2005年 2月

環境省環境管理局
国際安全衛生センター
静岡陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
国際協力機構火災予防研修生（JICA）
石油学会電気分科会電気専門委員会
国土交通省自動車交通局
日本化学エネルギー産業労働組合連合会（JEC）
国際石油交流センター研修生（JCCP）
中国消防研修生
国際石油交流センター研修生（JCCP）

実施時期 説　明　先
2004年 10月
2004年 10月
2004年 10月
2004年 11月

川崎から公害をなくす会
コンビナート労働者連絡会
川崎・市民フォーラムの会
川崎公害患者と家族の会

実施時期 町内会
2004年 7月
2004年 7月
2004年 8月
2004年 8月
2004年 8月
2004年 8月
2004年 8月
2004年 12月
2004年 12月
2004年 12月
2005年 1月
2005年 2月

塩浜三丁目
扇町（身代り地蔵尊年祭法要）
塩浜三丁目
扇町（八幡神社祭礼）
四ッ谷（四谷義田稲荷神社祭礼）
塩浜（塩浜明神神社祭礼）
扇町
塩浜三丁目
塩浜
四ッ谷
塩浜三丁目
扇町

施設時期 実施内容
5S活動
（周辺活動）

献血活動

交通安全活動
社内PR

臨港消防
ボランティア

施設時期
2004年 6月
2004年 9月
2004年 12月
2005年 3月
日  常  清  掃
2004年 9月
2005年 2月
年4回
都  度

地域で活動する臨港消防ボランティアに
当社より20名が参加。

クリーン田島　美化運動
クリーン川崎　美化運動
市道水江線沿線清掃
クリーン田島　美化運動
最寄のバス停周辺
125名　献血
  89名　献血
横断道路交通安全整理
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



環境負荷要因対策と
省資源・省エネルギーの取り組み

当社は、「環境にやさしい製油所」を目指して、固定発生源及び移動発生源の両面から大気汚染防止に

取り組んでいます。固定発生源については、運転面では加熱炉の適正燃焼管理、設備面では排煙脱硝

装置、排煙脱硫装置、電気式集塵装置、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います。

今後も大気汚染物質を含まない燃料の使用や、施設の改善を含めた汚染物質除去技術の向上を目指し

積極的な取り組みを続けていきます。

また、自動車などの移動発生源対策としては、燃料油製品の品質改善（軽油やガソリンのサルファー

フリー化、ガソリンの低ベンゼン化等）により大気汚染防止を図っています。

環境関連法である大気汚染防止法、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

等生活環境の保全に関する条例」に定められた規制基準を順守すると共に、環境汚染物質の排出削減

に努めています。

1 環境汚染物質対策

大気汚染防止

製品のサルファーフリー化

製油所の加熱炉やボイラー等で使用する燃料は、精製工程から副生

されるガスから硫黄分を除去したクリーンなガスを使用しています。

また燃料油は、低硫黄重油を使用しています。水江工場の流動接触

分解装置及び IPP 設備には、排煙脱硫装置を設置し、排煙中の SOx

を除去しています。

今後も、燃料使用量の削減や硫黄分を考慮した燃料の選択や設備対

応によりSOx排出量の低減に努力していきます。
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SOx排出量

NOx排出量

ばいじん排出量

2000 2001 2002 2003 2004

947 960 929
819 788
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各種の低硫黄化製品

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

法の改善に努めています。流動

接触分解装置や各加熱炉及び

IPP装置には排煙脱硝装置を設

置して低減を図っています。

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

スへ転換を図るほかに、燃焼管

理を徹底することで燃焼に伴っ

て発生するばいじんの量は少な

くなっています。また、流動接

触分解装置及びIPP装置には、

電気集塵装置を設置しています。

SOx、NOx、粒子状物質等の排出量を削減して大気汚染を防止する各種

燃料油製品の低硫黄化を進めています。精製工程における脱硫装置と

使用する触媒の最適バランスにより、脱硫率（硫黄分除去率）を向上

させ、硫黄分10ppm以下（1ppm＝ 100万分の 1）を達成した各種製品

を出荷しています。

IPP装置／電気集塵装置

低NOxバーナー先端部

脱硫触媒

※IPP：電力卸供給事業
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産業廃棄物の減量化と再資源化

マニフェストによる産業廃棄物処理の監視

産業廃棄物の処理を処理業者に委託するすべての事

業者にマニフェスト（伝票）を交付する義務があり

ます。事業者は産業廃棄物を処理業者に引き渡すた

びに、同時にマニフェストを交付しなければなりま

せん。委託処理する際は、マニフェスト管理を徹底し、

産業廃棄物処理を実施しています。

2004年度の産業廃棄物処理

事業所で発生する汚泥、廃棄物

の廃棄は、極力当所で減量化し、

専門の産業廃棄物処理業者に委

託しています。これらは、セメ

ント原料として再生利用をはか

り極力埋め立て等の最終処分量

を削減しています。

温室効果ガス対策

水質汚濁防止

2

伝票によるマニフェストの流れ（直行用）

B2とDとEを5年間保存 C2を5年間保存 C1を5年間保存

廃棄物及び伝票の流れ

処理終了報告用伝票の写しの流れ

排出事業者 収集運搬業者 処分業者

A

B2

D

E

E

E

E

D

D

D

C2

C2

C2

C2

C1

C1

C1

B2

B2

B1

B1

CO2の排出量は、2003年のIPP（電力御供給事業）開始に伴

い増加しましたが、同年7月に環境省地球環境局より出さ

れたガイドライン『事業者からの温室効果ガス排出量算定

方法ガイドライン（試案）』に基づき排出量を算出していま

す。これに伴って、御供給する電力については、使用する

消費者が計上するため、当社ではカウントしていません。

従って、石油精製活動により発生する CO2排出量を示して

います。

CODは、生活環境に関する代表的な汚濁指標であり、総
量規制等による管理が実施されています。自動分析測定
器で監視し、その排出濃度は川崎市公害監視センターへ
常時伝送しています。
2003年度からのCOD負荷量は、IPP設備稼動に伴う排水
量の増加により若干増加しています。

製油所からは、冷却水や各種の生産工程で生成された排水

が出ています。冷却水は、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。

生産工程からの排水については、油分離槽、活性炭吸着処

理装置等の排水処理施設により、油分等の汚染物質を除去、

排水規制基準を順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として、pH、COD、油分、全窒素、

全りんを重点項目として管理しています。

【第5次水質総量規制施行の背景】

昭和54年以来、化学的酸素要求量の削減が実施されてきま

したが、閉鎖水域の富栄養化の原因である窒素･りんによ

る赤潮等の問題が発生しており、総合的な削減を推進する

ことを目的として、2002年 7月に

水質汚濁防止法による総量規制基

準（第 5次）が示され、同年 10 月

から施行されました。これに伴、

特定排水に於ける現状の全窒素・

全りん濃度規制に加え、2004 年 4

月からは、新たに総量規制（日負

荷量規制）が適用されました。

【第5次水質総量規制による自動分析】

2004年 4月より全窒素・全りんの自動分析測定器を設置

し、常時監視を強化すると共に、川崎市公害監視センタ

ーへ伝送しています。特定排水における全窒素・全りん

の日負荷量は、総量規制値を大きく下回っております。

●排水中の全窒素・全りん

●排水中のCOD

排水中のCOD負荷量

二酸化炭素（CO2）排出量

2004年度排出実績

全窒素

全りん

399

42.2

141

3.5

総量規制値（kg／日） 実　績（kg／日）

2.9 2.9

3.3

2.3
3.0

4.0

3.0

2.0

1.0

2000 2001 2002 2003 2004
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CO2排出量
千トン／年

排出原単位
千トン／1010kcal

COD：Chemical Oxygen Demand
　　　 化学的酸素要求量

特定排水、自動測定器

●発生量全体の流れ

●産廃物発生量と処分方法の内訳

●産業廃棄物の発生量と処理量の推移

発生量

発生量

自社中間処理減量

自社中間処理

外部中間処理

再資源化量

外部再資源化

外部再資源化

外部最終処分量

外部最終処分量

自社再資源化

最終処分量

対象量 処理後量

100%

14,554

14,554

12,060

12,182

1,700

122

122

0

851

672

849

1,643 851

82.9% 11.3% 5.8%

廃棄物発生量再資源化量
最終処分量
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変圧器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15台
コンデンサー・・・・・・・・・・・・・・・・ 50台
蛍光灯安定器・・・・・・・・・・・・・・・ 121台

排出ガス

ng-TEQ/m3N

0.000036

10

焼却灰

ng-TEQ/m3N

0.084

3

放流水

pg-TEQ/L

0.000027

10

単　位

測定結果

排出基準

2004年度　焼却施設のダイオキシン類濃度測定結果

事業所エリア内コスト
　（1）公害防止コスト
　（2）廃棄物循環コスト
環境負荷抑制コスト

環境管理活動コスト
社会活動コスト

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
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
廃棄物のリサイクル及び処分に関するコスト
環境負荷低減設備の運転に関するコスト
　重油低硫黄化設備・・・・・・・・直接／間接脱硫装置
　ガソリン無鉛化設備・・・・・・・接触改質／分解装置
　軽油低硫黄化設備・・・・・・・・軽油深度脱硫装置
　ベンゼン低硫黄化設備・・・・・・改質ガソリン分溜装置
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
公害健康被害補償に関するコスト
環境改善対策のためのコスト

事業所エリア内コスト　合　計
 1.公害防止コスト
  （1）公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

環境負荷抑制コスト
 1.重油低硫黄化設備
 2.ガソリン無鉛化設備
 3.軽油低硫黄化設備
 4.ベンゼン低減化設備
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
社会活動コスト
 1.公害健康被害補償
 2.CSRレポート
 3.環境改善対策のためのコスト
合　　計

375
308
174
134
0
67
16
1
48
2

6,455
3,836
2,122
305
192
13
6
7

225
209
4
12

7,135

2004年度2003年度 差　異 2004年度
▲ 284
▲ 292
▲ 246
▲ 46
 0
 8
▲ 4
 0
 12
 0
 50
▲ 236
 468
▲ 304
 122
 12
 5
 7
 94
 78
 4
 12
▲ 61

2003年度 差　異

環境投資額 環境維持費用
単位：百万円

作業環境

pg-TEQ/m3N

0.11

2.5

管理区分
（作業環境管理の状態）

第１管理区分
（適切）

単　位

測定結果

管理濃度

2004年度　焼却施設の作業環境測定結果

PRTR制度 環境コストの分類と内容

産業廃棄物焼却施設

集計結果

環境に対する関心が高まる中、化学物質の管理と環境保全

のためのPRTR制度が2002年度より運用開始となりました。

対象物質は原油やナフサに含まれるベンゼン、トルエン、

キシレンなどがあります。貯蔵タンクからベーパーとして

大気へ排出されるPRTR対象物質については、原油やナフサ

のタンクにベーパーを殆ど排出しない浮き屋根式を採用し

ています。また、ローリー出荷時に発生するベーパーにつ

いては出荷施設に揮発性炭化水素回収装置を設置し、大気

への排出を低減させています。

京浜製油所の２００４年度実績は、右記の通りです。
（川崎市経由経済産業省への届出値）

総排出量　8.71　Ton／年

当社の排水処理設備から発生する汚泥については脱水後に

焼却施設で焼却しています。通常は外部委託はありません。

焼却施設のダイオキシン類については、「ダイオキシン類

対策特別措置法」に則り、排出ガス、排出水、ばいじん及び

焼却灰の測定を実施しています。焼却に際しては、運転温

度を十分高く取ることでダイオキシンの発生を抑制してい

ます。さらに、労働安全衛生法に基づき、焼却施設の作業

環境についても測定を行なっています。

化学物質の安全管理［MSDS］

MSDSは、化学物質安全データシートのことで、化学物質に

対する法規制、性状、取扱上の注意点をまとめたものであり、

製造メーカーから利用者に提出されます。

当社では、「化学物質環境安全管理規程」を定め、規程に従

って製造現場の作業標準に反映し、化学物質が環境及び人

体に影響を与えないよう管理に努めています。

PCBの保管

2001年 6月、PCB処理特別措置法が成立し、保管事業者に

届出と処理が義務付けられました。人体に有害な PCB は、

1972年に製造中止となりましたが、当社は、PCBを使用し

た変圧器とコンデンサーを製油所内の敷地で保管していま

す。保管しているPCBについては、管理を適正に行うと共に、

外部処理準備を進めています。

当社は、2003年度から環境会計を導入し、環境投資額と環

境維持費用の集計結果を2004年度に初めて公開しました。

今年度は、3年目になりますが、当社の環境に対する取り

組みの一環として、引き続き環境会計の報告をします。

ここで言う環境コストの分類と定義については、環境省の

ガイドラインに従って作成しています。当社は、環境コス

トについては、二酸化硫黄や二酸化窒素などの大気汚染物

質の低減、さらに軽油やガソリンのサルファーフリー化（硫

黄分10ppm以下）やガソリン中のベンゼン低減といった製

品品質の改善策など環境対策に取り組んでいます。また、

スチームロスの削減対策や排熱の有効利用など省エネ投資

も行い、二酸化炭素の低減を行なっています。

2004年度の環境コスト集計結果は、以下のとおりです。環

境投資額は、環境負荷抑制コストとして、ガソリン無鉛化

設備（流動接触分解装置）と重油低硫黄化設備（間接脱硫

装置）への投資として14億 3千万円増加しています。環境

維持費用については、環境改善対策のためのコストが1千

2百万円増加しています。

化学物質管理 環境会計

環境コスト項目

●PCB使用機器（全て保管）

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
業者が自ら把握して行政庁に報告し、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。
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0
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17
17
0
17
0
0
0
0
0
0

1,905
238

1,627
40
0
14
7
7
0
0
0
0
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659
600
420
180
0
59
20
1
36
2

6,405
4,072
1,654
609
70
1
1
0

131
131
0
0

7,196

環境コスト項目 内　　　　　容1,3,5ートリメチルベンゼン
1.1％エチルベンゼン

4.2％

ベンゼン
22.6％

トルエン
48.2％

キシレン
23.7％

化学物質排出移動量届出制度



当社は資源の有効利用及び環境汚染物質の削減のため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。
2004年度のエネルギー原単位は、前年並みに推移しています。今後もIPP装置の安定稼動及び蒸気使用量の削減に
努め、環境に優しい省エネ活動を行なっていきます。

分別容器設置による徹底管理事務用品・作業用消耗品等の適正購入につとめています

紙ゴミ専用ゴミ箱

原油換算
 KL／千KL

製油所エネルギー原単位

省エネ活動年　　度
LPG蒸発器運転最適化によるスチーム削減
芳香族製造装置　分溜塔還流比低減
排ガス　酸素濃度管理強化による燃焼削減（1999年度から継続強化）
アミン再生塔、芳香族抽出装置　使用スチーム削減
排ガス　酸素濃度管理強化による燃焼削減（継続強化）
スチーム削減活動（スチームトラップ管理強化）
アミン溶液濃度増加によるスチーム削減
製油所燃料ガスの効率的運用
LPG：水素使用量低減／使用スチーム削減／CO2排出量低減
ブタン単独溜出配管設置による、LPG水添装置スチーム削減
工場間水素融通による水素発生装置燃焼削減
省エネタイプスチームトラップへの変更

2000年

2001年
2002年
2003年

2004年

省資源対策として、社内外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。

2004 年度は、会議資料コピーの削減、回覧方式の徹底に

より、コピー用紙は前年度実績を下回ることができました。

また、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一般廃棄物の削減やリサイクル推進等

を継続しています。紙ゴミについて新たに専用のゴミ箱を

設置し、ゼロエミッションのリサイクル会社に納入し、少

しでも循環型社会に貢献できるよう努力しています。さら

に、事務所等のきめ細かい室温管理、風呂の節水、工場で

の工業用水の節水等についても全所的に継続して取り組ん

でいます。

各年度の活動

省資源活動

トラップチェッカーによる点検。不効率な物は適宜交換し、
設備機器の効率管理を行なっています。

エネルギー原単位

製油所における精製装置の通油量（千
KL）当たりのエネルギー使用量（燃
料油、燃料ガス、電力を原油換算KL
で表したもの）。エネルギーの使用効
率を表し、数値が小さいほど高効率
となる。

塩
浜
運
河

水江運河

千鳥運
河

池
上
運
河

（株）ジェネックス

京　浜　運　河

水江工場

扇町工場

省エネルギー活動 CO2排出量削減の取り組み

燃料ガス移送配管による水江工場への扇町工場燃料ガス移送

京浜製油所で実施した「扇町－水江両工場間燃料ガスバラ

ンス最適化プロジェクト」は、水素を多く含む扇町工場の

燃料ガスを水江工場に移送し、水素源として有効利用（水

添脱硫工程での活用）することで省エネ、CO2ガス排出削

減を図るものです。この『試行事業』の中では京都メカニ

ズムに則した手法で作業を行なうため、昭和シェル石油の

関係者と協力して、設計書の作成やプロジェクトの実行を

進めました。その結果、認証機関による審査・検証において、

900Ton／月のCO2ガス排出量削減の認証を受けることがで

きました（試行事業のため、（仮）認証）。

『クレジット取引・移転試行事業』への参画を通して得られ

たノウハウを活かし、製油所における温室効果ガス排出量

削減ならびに省エネ活動をさらに実りあるものにしていき

ます。

京都議定書が本年2月に発効するなど地球温暖化防止への取り組みが加速する中で、製油所においても様々な取り
組みを実施しています。

クレジット（排出削減量）取引・移転試行事業への参画

京都会議では、温室効果ガス削減プロジェクトを行い、そ

の削減量をクレジットとして取引・移転する仕組み、いわ

ゆる「京都メカニズム」が採択されました。欧州では盛ん

に活用され始めています。当社においても、京都メカニズ

ム活用のノウハウの蓄積を行なうために、経済産業省が実

施した『クレジット（排出削減量）取引・移転試行事業』に

参画致しました（2003-2004 年実施。排出削減認証対象プ

ロジェクト総数30件）。

燃料ガス移送管



4.保護具の定期点検
緊急時に備え、毎年定期的
に製造メーカーによる安全
保護具の点検を実施してい
ます。

5.保護具の取り扱い教育
緊急時に備え、毎年定期的
に製造メーカーによる安全
保護具の取り扱い教育を実
施しています。
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安全操業の取り組み 1  安全活動
当社は、HSSE確保を経営基盤としております。製油所の安全確保は、企業としての社会的責務です。そして日々安
全操業に繋がる活動を展開しています。また、協力会社の方へも、所内安全管理ルールの周知や安全活動の展開の依
頼及び安全についての話し合いの場の設定等を行ない、より緊密で継続した安全管理環境の構築を推進しています。

活動指針

1.作業前KYKの徹底
作業開始前に危険を予知す
る事が、潜在している危険
を未然に回避する有効手段
である事から、各職場では、
作業前に、作業内容、安全
対策を話し合っています。

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

2.指差し呼称の徹底
これから行なう作業内容を
いつでも何処でも一人でも
作業内容を確認し、うっかり、
ぼんやり、勘違い等による
作業ミスや労働災害を防止
する活動の定着をはかって
います。

3.中災防による危険予知
　研修
社内での危険を予知する考
え方や指差し呼称の実施方
法について、中央労働災害
防止協会から専門役を招き、
所内で確実な理解、展開が
出来るように教育を進めて
います。

6.消火器訓練
毎年、秋の火災予防運動に
合わせ、従業員及び協力会
社の社員が参加し、実際に
消火器を扱い、消火訓練を
実施しています。

7救急法講習会
緊急時に備え、毎年定期的
に日本赤十字社指導員によ
る講習会を開催しています。

従業員の安全活動の推進

政治・経済の中心地で且つ人口の大密集地、東京湾という出口の小さな閉鎖性の強い内湾域、隣接し

た大空港・・・。巨大消費地首都圏に密着し、供給面で優位な当社の立地条件は反面、ひとたび事故・

災害が発生した場合計り知れない影響を周辺に及ぼすことになります。

そのために私たちは製油所の安全・安定操業を常に継続して推進することが最大の社会的責務でもあ

ると考えています。

設備の保持と改善、防災体制の確立と整備、そしてそれらを運用する社員個々人の能力・資質を高め

るために全社を挙げて日々努力を重ねています。
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項目

階層

指導層（係長） 班  長 中  堅 新人層

保安関連情報教育

安全推進教育

環境管理教育

設備管理教育

環境安全教育

通信教育

資格取得講習

語学研修

安全衛生教育

消防基本訓練

オペレーター技能教育

技術教育

階層別

 TOEIC受験

HSSE教育

継続的な安全操業を維持する原動力は社員それぞれの資質です。そのために行う社内教育・啓発は、社員一人ひとり
の能力向上が自己実現に結びつくとともに、会社発展の原動力であると考えます。このようにして常に進歩向上を
めざす姿勢と創造力を持った積極的な人間集団をつくることを目指しています。

2005年度の目標は下記の通りです。

1）組織文化・風土の醸成
　  ■“志高”の精神で第２期変革を推進

　  ■高い倫理感に基づく行動の徹底（行動原則の順守）

　  ■双方向コミュニケーションの促進（上司←→部下）

　  ■業務プロセスの更なる改革・改善（TPM活動を通して）

　   「仕事と家庭の両立」ができる環境構築（QWLの確立）

　 　 QWL：Quality of Working Life（クオリティ オブ 

　　  ワ－キング ライフ）

2）人材の育成
　  ■専門性の高い人づくり

　  ■設備に強い人づくり

　  ■安全感性の高い人づくり

3）個人の資質の向上
　  ■目標管理制度（育成）の積極活用

　  ■教育訓練（スキルアップ）の充実

　  ■個々人のキャリアアップ

　  ■資格取得の強化促進
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【活動対象】
1.各種協力会パトロール
　船出荷作業パトロール タンクローリー出荷作業パトロール 工事作業パトロール

2.中災防による危険予知研修
当社同様、危険予知や指差し呼称
について、中央労働災害防止協会
から専門役を招き教育を展開。

4.協力会社査察
所内の安全管理は、協力会社との
一体となった業務管理が重要な要
素となっています。この事から、
HSSE年間計画に基づき年一回、常
駐協力会社事務所へ出向き安全査
察を実施し所内の安全管理推進を
行なっています。

ヒヤリハット収集用電子化ソフト

2  社内教育・啓発
協力会社の安全活動の推進

教育訓練重点目標

具体的方針

当社の安全活動の様々な取り組みは、多くの協力会社の方

達によって維持されています。当社としては、これらの活

動を更に強化するために、当社管理職を中心に協力会社の

管理監督者と定期的に会議を開催し、現場パトロールを行

い、製油所の安全管理向上を推進しています。

ヒヤリハット収集件数

安全・安定運転を永続的に実行するには、様々な取り組み

が重要となります。その取り組みの一環として、あらかじ

め危険を感知して未然に危険因子の芽を摘み取る「ヒヤリ」

としたり「ハット」した体験や想定を収集しています。こ

のような職場内事例の収集を通して社内の安全活動の強化

と展開をはかっています。

2004年度の収集件数は2,367件となり、強化初年度は前年

を 2 倍以上上回る成果を出すことが出来ました。また、

2005 年度はヒヤリハット事例の収集用電子化ソフトを当

社で開発し、更なる収集の効率化と活用の展開を開始しま

した。

持続的発展に向けた中期経営計画を実践していくため、ま

たアジアのトップグループリファイナリーを目指した更な

る飛躍のため、変化に柔軟かつスピーディーに対応できる

企業体質が必要です。そのためには活力ある人間集団（人財）

の形成と真のプロフェッショナルの育成が急務となってお

り、全社目標へベクトルを合わせ、一人ひとりが持てる力

を最大限に発揮することで、確実に諸課題を達成しなけれ

ばなりません。

協力会社優良表彰
一年を通して優良な
協力会社とその社員
を表彰しています。

3.協力会社の安全管理
昨今、多発する事業所の災害報道
を受け、協力会社の管理監督者と、
業務接点における話し合いの場を
新設し、所内の安全管理推進を行
なっています。



扇町地区
共同防災協議会

扇島地区
共同防災協議会東亜石油

自衛防災組織

防災資機材 水江工場 扇町工場
大型化学消防車
大型高所放水車
泡原液搬送車
甲種普通化学消防車
甲種普通化学消防車
可搬式放水銃
泡放水銃
空気又は酸素呼吸器
泡消火薬剤
油処理剤
オイルフェンス
油吸着剤
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川崎海上
共同防災協議会

水江地区
防災協議会
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防災組織

防災資機材

防災訓練

防災組織は、自衛防災組織はもちろんのこと近隣各社と構

成する共同防災を組織し地域に密着した防災体制を構築し

ています。

総合防災訓練は、春と秋の年 2回工場毎に実施し、自主防

災体制の確立を図ることを目的として訓練を実施していま

す。また、近隣企業、地域住民の方との合同訓練や、年1回

川崎消防局との合同訓練も実施しています。

兼任防災要員訓練オイルフェンス

扇町工場防災訓練（現場指揮本部）

水江工場防災訓練（非常対策本部）

公設消防との合同訓練

トップ診断

当社は、TPM「Total Productivity Management」（総合
的効率化を狙いとした全員参加の生産保全）を、2002
年より導入しています。「設備を変え、人を変えること
による、企業の体質改善」を行い、

　「顧客・株主から満足、信頼される高収益の会社」
　「地域、社会から信用され、社会に貢献できる会社」
　「社員が安心、やり甲斐、自信、誇りを感じる会社」

を目指しています。
全ての社内活動は、TPM活動に包含されており、HSSE
に関しては、環境保全の確保と改善、安全な職場、設備
の保安確保に取り組み、自主保全活動では、設備を徹
底的に点検して設備の信頼性の向上を図っています。
また、事務効率化活動では、整理整頓から出発すると
共に業務改善を行って無駄（ロス）の削減に努めてい
ます。これらの活動は、着実に成果が出てきています。

自主保全活動とJ-TPM活動は、活性化とレベルアップのた

めに、1.5ヶ月毎に社長をはじめとする経営トップによる『ト

ップ診断』を実施し、評価しています。

3  TPM活動 4  防災活動
災害発生時の防災組織の立ち上げと防災活動を確実に行うために、日頃から有効かつ適切な防災活動訓練を計画し
実施しています。

自主保全活動

ポンプの初期清掃と改善修復作業

製造オペレータがおこなっている自主保全活動は『自分達

の設備は、自分で守る』、『自分の職場の環境は、自分たち

で改善する』という積極

的な人間集団形成、意識

改革に有効であり、設備

不具合の減少、改善提案

件数の増加などに顕著

な成果をあげています。

J-TPM活動

経営者への業務分析結果説明

事務間接部門が実施しているJ-TPM活動は、事務業務に潜

む無駄（ロス）を徹底的に洗い出し、業務改善を実施して

います。残業時間、保存

文書の削減、業務のリー

ドタイムの大幅な短縮、

慣行的な業務の廃止な

ど多方面に渡り成果が

現れてきています。

●学識経験者・TPMコンサルタントを招聘しての評価会

　活動全般については外部の学識経験者、TPMコンサルタント
　による評価、指導を受けて活動を第三者と共に検証しながら
　進めています。

９本柱の成果発表

自主保全発表

●TPM組織

班　員

課実行委員会

部実行委員会

現場小集団活動
（グループ活動）

班　長

課　長

部　長

TPM推進室 TPM推進委員会

1 自主保全活動 （製造部門による積極的な設備保全活動）
2 J-TPM活動 （事務間接部門の効率化・事務コスト削減活動）
3 コスト低減活動 （コスト構造変革による精製コストの削減活動）
4 個別改善活動 （設備能力を最大に引き出す収益改善活動）
5 計画保全活動 （故障ゼロ、コスト最小を目指す専門保全活動）
6 教育訓練活動 （技術・技能を確実に伝承できる体制づくり活動）
7 健康・環境安全活動 （労災ゼロ、環境苦情ゼロの体制づくり活動）
8 品質保全活動 （品質トラブルゼロの体制づくり活動）
9 開発管理活動 （高品質の設備を設計・製作・施工する活動）

社　長



商  号 東亜テックス株式会社

 TOA TECS CO., LTD

設  立 1976年（昭和51年）8月6日

所 在 地  〒210-0866

 神奈川県川崎区水江町3番1号

 tel 044-288-1611

 fax 044-276-3031

資 本 金  4000万円

株主構成 東亜石油株式会社 70％

 東扇島石油オイルターミナル株式会社 30％

従 業 員  137名

事業免許等 一般建設業

 警備業

 産業廃棄物収集運搬

 特別管理産業廃棄物収集運搬

 計量証明事業

業務内容 製造補助作業

 販 売

 警備防災

 ビルメンテナンス

 出 荷

 保全工事

 産廃処理

商  号 株式会社 ジェネックス

 GENEX CO., LTD

設  立 2001年（平成13年）9月

所 在 地  〒210-0866

 神奈川県川崎区水江町3番1号

 tel 044-280-0604

 fax 044-280-0606

資 本 金  28億円

従 業 員  24名

株主構成 東亜石油株式会社 60％

 株式会社ジェイパワージェネックスキャピタル

 （電源開発株式会社の100％子会社） 40％

業務内容 東京電力に対する電力供給事業並びに東亜石油に

 対する電力・蒸気の供給事業

出 資

売買契約

（電気・蒸気・燃料・ユーティリティ等）

株主間協定

業務委託契約

（事務管理・運転保守）

電源開発（株）

東亜石油（株）

運転・保守

（株）ジェネックス

出 資

（株）ジェイパワー

ジェネックス

キャピタル

出向契約
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〔関係会社概要〕 〔ホームページのご紹介〕

東亜石油のホームページは昨年12月リニューアルが完了いたしました。

エネルギー供給企業として皆様にご理解を更にして頂くために、随時情報を提供し続けています。

主な内容はとしては、会社概要・事業紹介・環境、社会貢献活動等、さまざまなコーナーを開設し、公正且つ透明な

情報を数多く閲覧しています。

また、トピックスについては最も新しい情報を掲載していますので、興味深い項目のひとつだと思います。

今後も充実した企業報告の場として、親しみやすいホームページにするよう努力します。

http: //www. toaoil. co. jp/

6月29日より（株）東亜サービスが社名変更

 「東亜石油 社会・環境報告書 2005」を

お読みいただきありがとうございます。

 毎年紙面の見直しを行い、皆様に当社の

事業活動をお伝えできるよう作成に取り

組んでおります。特に今回は、石油精製専

業会社としての安全・環境・危機管理・従

業員への健康支援等に視点をおき作成し

ました。また、今年から「環境報告書」を

から「社会・環境報告書」へリニューアルし、

ステークホルダーの皆様に本書を通して、

当社事業活動を理解していただけるように編

集を心がけました。

 今後もお読みいただく皆様の視点で、わか

りやすい情報開示を行なっていく所存です。

最後に、本報告書の作成・発行にあたり、絶大

なご指導、ご協力をいただきました社内外の

皆様に感謝を申し上げます。

東亜石油株式会社

社会・環境報告書編集委員会

編集後記


