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●本レポートは当社の事業活動をご紹介するとともに、果たす
べき責任と取り組みをわかりやすく記載するよう心がけ、昨
年からの進捗を反映しました。

●今号では「クローズアップ」として当社が企業活動のすべて
において取り組んでいるHSSEマネジメントシステムの中で、
2009年、特に力を入れて行った活動を取り上げました。

●CSRの重要性が年々高まっているなか、本年も公平性、網
羅性の確保の観点から社内の関係者に広く意見を求め、内
容の偏りを無くすことを考慮しました。社内の広い部署の従
業員で編集委員・連絡員を構成し、一層の内容充実に努め
ました。

●CSRレポートをホームページおよびインターネットの専用サ
イトに掲載し、当社の取り組みをステークホルダーの皆様に
広くお伝えするように工夫しました。

●環境会計のフォーマットを工夫し、増減の理由を分かりやす
く掲載するように心がけました。有価物の売却額、累積投
資額も掲載しました。

●本文中の専門的な用語の解説を該当ページ下部に記載し、
照合しやすいように心がけました。

京浜製油所水江工場

商 号 東亜石油株式会社
設 立 1924年（大正13年）2月6日
資 本 金 84億1,502万円
親 会 社 昭和シェル石油株式会社
所 在 地 本　社
 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
 京浜製油所 扇町工場
 　神奈川県川崎市川崎区扇町18番1号
敷地面積	 1,084千㎡
従業員数 620名（連結／2009年12月31日現在）
 483名（単体／同上）
業務内容 石油精製業および電力卸供給業
主要製品 LPG、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油、
 溶剤、重油、アスファルト、コークス、硫黄
 電力

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
 　揮発油水素化脱硫装置
 　灯軽油水素化脱硫装置
 　接触改質装置
 扇町工場
 　常圧蒸留装置（120,000バレル／日）
 　減圧蒸留装置
 　連続触媒再生式接触改質装置
 　芳香族製造装置
 　揮発油水素化脱硫装置
 　灯軽油水素化脱硫装置
 　揮発油異性化装置
 （株）ジェネックス水江発電所（274,190kW）
 　蒸気タービン発電装置
 　ガスタービン発電装置

■	会	社	概	要■	編	集	方	針

当社は京浜臨海部に立地する石油精製会社であり、主に首都圏並びに関東以北の地域に石油製品を供給しています。
また子会社である株式会社ジェネックスは東京電力株式会社に対して電力卸供給事業を行っています。
両事業を組み合わせることによってシナジー効果を生み出し、これを最大限に効率化していくことが当社の事業展開です。
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【対象期間】
2009年1月〜2009年12月（過去の経緯や本誌発行時
までに行った活動、将来の見通しなども記載しました）

【対象範囲】
東亜石油株式会社および子会社である株式会社ジェネック
ス、東亜テックス株式会社。

【参考にしたガイドライン】
・環境省「環境報告書ガイドライン（2007年度版）」
・環境省「環境会計ガイドライン（2005年度版）」
・環境省「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の

手引き（2007年12月）」
・GRI（Global Reporting Initiative）「持続可能性報告ガ

イドラインVer.3」

【発行日について】
第  1回の発行 1999年 10月
第10回の発行 2008年  3月
第11回の発行 2009年  3月
第12回の発行 2010年  3月
第13回の発行予定 2011年  3月

2010 CSR レポート

■Contents
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東亜石油のビジネスモデル

「人材」は企業を支える最も重要な要素と位置づけています。
当社のビジネスモデルは「経営基盤であるHSSE（安全・環境・危機管理・健康）を
確保する」、「付加価値向上により精製マージンの最大化を図る」、「コスト削減に
努めて競争力の更なる強化を図る」の3本柱と、これを支えて実践する「人材」を
中心に構成されており、事業活動の基本になっています。

トップメッセージ

サステイナブルな（持続的に発展する）企業を目指して

　東亜石油は大正13年に設立され、昭和30年に神奈
川県川崎市の臨海地区に日量6000バーレルの製油所
を建設して石油精製業に進出しました。以降、数々の
変遷を経て、現在もこの地で企業活動を継続していま
す。
　これまで、高度成長期、二度のオイルショック、バ
ブル経済の時代とそれ以降の長い経済不況の中、世の
中の動きに対応して社会的責任を果たしながら、持続
的に発展してきました。現在は石油事業と電力事業を
通してエネルギーを安定的に供給することを社会的使
命と考えて事業を行っています。

　一方、ここに来て当社を取り巻く事業環境は大きく
変わってきています。
　石油産業は予想をはるかに超える国内の石油製品の
需要減少、世界的な製品供給過剰および新たなエネル
ギーの台頭という構造的な問題に直面しています。特
に、国内石油精製業は早急に製油所の設備過剰問題に
取り組む必要があります。既にこれらに起因した業界
の再編成が始まっています。
　今後、国内製油所の統合、閉鎖などは必須であり、こ
のような状況のなか、石油精製を主たる事業とする当
社が企業を存続していく上でなにをなすべきか、いか
に業界で優位に立つかを考えると、それは明確に「アジ
ア最強の競争力を有する製油所」を実現することです。
　当社の経営の基盤であるHSSE＊（安全・環境・危機
管理・健康）を確保しながら製油所・発電所の安全で
効率的な運転を行うことおよび高付加価値の石油製品
／電力を安定的に供給し、収益を高めて競争力をあげ
ていくことが当社の勝ち残りの絶対条件です。

課題への取り組み

　2010年は当社グループの組織力を高めることが必
要と考え、子会社の東亜テックスを再構築し当社と一
体化した運営を行うこととしました。当社が有する貴
重なリソース（人的資源）が結集することで、今まで以
上に密接なコミュニケーションと質の高い協働を実践
して、効率的な運営を目指します。
　また、課題解決のキーワードは「社員の能力向上」と
考えています。あらゆる業務、施策を実行するのは社
員一人ひとりです。

　我々のHSSEに係る能力を高めることにより安全安
定操業が確保でき、さらに全社員の能力を向上するこ
とにより、コスト削減と収益改善が可能となります。
　具体的な目標として、今年は徹底したスケジュール
管理と責任者をより明確化して業務を遂行していきま
す。
　同時に当社の直面する課題に積極的に取り組むこと
で、社員個人の業務執行能力は飛躍的に向上すること
ができると考えています。

エネルギー供給会社としての責務

　世界の潮流である温室効果ガスの「2020年まで
1990年比25％削減目標」について、当社も避けては
通れない問題と認識しております。この数値はまだ紆
余曲折がありますが世の中の趨

すうせい

勢は変わらないものと
考えています。
　しかし、各調査機関の報告では2020年になっても
エネルギー供給源の大

たいそう

宗は石油製品が占めていると予
測されています。
　既に当社は石油精製装置から多量に発生するオフガ
ス＊と、減圧残渣油＊を燃料とした発電事業との組み
合わせにより、シナジー効果を発揮しながら事業展開
を実践して、石油製品と電力を効率的に安定供給して
います。
　一方、当社は多量の高圧ガス・危険物を取り扱って
いますので安全・安定操業を基盤としながら地域社会
との共存は必要不可欠と考えています。
　昨年は「地域社会と共に歩む会」を発足させ、地域に
根ざした企業であることを認知していただくさまざま

な活動を行ってきました。今年も継続的に地域社会と
の絆を大切にしていきます。

ステークホルダーの皆様とともに

　企業は社会を含めたステークホルダーの皆様からの
信頼と共感を得ることにより、持続的発展が可能にな
ります。
　そのためには透明性のある経営を行うことが必要で
あり、コンプライアンスを徹底し、内部統制を推進し
て信頼のある会社にしていかなければなりません。
　コンプライアンスは社員の意識が何より重要であり、
役員、社員一人ひとりが高い倫理観を持ち、風通しの
良い企業風土を醸成するように努めていきます。
　また、昨今、J-SOX＊をはじめ内部統制への取り組
みが重要な課題となっています。
　内部統制は企業が健全に発展をするための根幹をな
すもので、基本的にはルールを守って日常業務を遂行
することそのものです。どんな良い内部統制を導入し
ても、それを支える人、組織、体制がしっかりしてい
ないと効力を発揮しませんので、実効性のある内部統
制の仕組みのさらなる整備と運用を行っていきます。

　「アジア最強の競争力を有する製油所」の実現を目指
すとの明確な目標のもとに、石油精製・電力事業会社
として今後来たるべき低炭素社会や環境保全と調和し
ながら、今後も継続的に発展できる企業を志向してい
きます。そのためにはあらゆる施策をスピードをもっ
て着実に実践していく所存ですので、私たちの取り組
みについて皆様のご理解とご支援を賜れば幸いです。

代表取締役社長

貴重な石油をエネルギー資源として効率的に供給するために

HSSE　Health 健康、Safety 安全、Security 危機管理、Environment 環境保全の略。世界のシェルグループが企業活動の基盤としているマネジメントシステムで、この CSR
レポートの中で東亜石油グループが＊ HSSE（安全・環境・危機管理・健康の略）の確保を経営の基盤として企業活動を行っていることをクローズアップ特集として取り上げて
ご紹介いたします。

オフガス　石油精製工程から副生する製品にならない燃料ガス。当社は分解装置から多量に発生している。
減圧残渣油　石油精製工程で重油を更に真空に近い状態で蒸留し、これ以上精製が困難な重質油やアスファルト。近年、その需要が減り有効利用が難しくなってきている。
J-SOX法　金融商品取引法により上場会社に求められている財務報告に係る内部統制の評価報告制度。
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東亜石油の事業体制
事業形態

生産拠点

事業概要
当社は、昭和シェル石油株式会社との「原油精製委託契約」のもとで、原油・原料油の受託精製を行っています。昭和シェ
ル石油より、原油・原料油を受け入れて各種の石油製品に精製加工し、同社に引き渡しています。石油製品は昭和シェ
ル石油が消費者に販売し、当社は加工料（精製費）を受け取っています。また電力卸供給事業（IPP＊）を行っている当社
の子会社である株式会社ジェネックスへ燃料を供給しています。

連絡配管網による一体化操業
京浜製油所で処理する原油は、大型タンカーから荷揚げ設備である京浜川崎シーバース＊（KKSB）を使用して扇島地区と東
扇島地区のタンクに貯蔵され、両地区から扇町工場と水江工場の精製設備へ供給されます。扇町工場、水江工場、扇島地区
および東扇島地区は、製品や半製品の移送用パイプラインで結ばれ、一体化された製油所として生産活動を行っています。
また、近隣の製油所ともパイプラインで結ばれており、原料油などの受け払いを行っています。

（株）ジェネックス　発電設備 出荷管理業務

■ 当社の主要株主（2009.12.31現在）
　① 昭和シェル石油（株） 50.10 %
　②（株）みずほコーポレート銀行 2.79 %
　③ 東京海上日動火災保険（株） 1.76 %

　　　		株式会社ジェネックス（GENEX）

石油精製過程で発生する副生ガス・減圧残渣油を有効利用
し、電力卸供給事業を行っています。コジェネレーションシ
ステム＊の活用で高いエネルギー効率を達成しています。
www.toaoil.co.jp/genex.htm

　　　東亜テックス株式会社

当社の一部装置の運転、ローリー・船舶の出荷管理業務、機
器メンテナンスなどに特化した事業を行い、当社グループの
効率的な運営の一翼を担っています。 
www.toatecs.co.jp/
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燃料等の供給石油製品の販売

石油製品の引き渡し

原油・原料油の受け入れ
東亜石油
株式会社
〈 精 製 〉

株式会社
ジェネックス

東京電力株式会社

電力の卸供給

昭和シェル石油
株式会社

消 費 者

■ 過去5年の原油精製量
当社の年間原油精製量は、
800万〜1000万KLです。
これは、石油タンカーの輸
送量に換算すると約30隻
に相当します。

■ 過去5年間の売上高および当期純利益の実績
※当社の決算期は、2006年3月までは4月〜3月、2006年は

4月〜12月、2007年より1月〜12月となりました。

■ 主な関連会社

コージェネレーションシステム　燃料を用いて発電するとともに、その際に発生する排熱を冷暖房や給湯、蒸気などの用途に有効利用する省エネルギーシステムのこと。
1つの一次エネルギーから2つ以上のエネルギーを発生させることから、「co（共に）generation（発生）」という。
シーバース　着桟が困難な大型タンカーから、沖合海上で原油を荷揚げする設備。原油は海底のパイプラインを通り陸上のタンクに貯蔵される。

IPP　Independent Power Producerの略。電力10社以外の独立系発電事業者で電力卸供給事業を営む者をいう。95年に行われた電力の自由化の一環として、民間企
業が電力事業（発電事業）に参入できるようになった。当社では子会社である（株）ジェネックスが参入している。
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精製工程と生産能力
精製工程フロー図

主な精製装置

京浜製油所は、蒸留装置・分解装置・改質装置および脱硫装置を組み合わせ、サルファーフリー（超低硫黄で環境にやさしい）
のガソリンや中間留分の生産比率を高める装置構成となっています。

当社実績 全国平均
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79 80

%
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ガソリン・中間留分得率
当社は、京浜製油所流動接触分解装置および重質油
熱分解装置を有することにより、ガソリン、中間留分
（灯油、軽油など）の得率が高く、製品付加価値の高
い製油所です。
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製油所内でひときわ高くそびえる製油所の心臓部です。原油
は色々な成分の混合物であり、この装置で沸点の違いを利用
してガソリン、灯油、軽油、重油などの半製品に分離しています。

常圧蒸留装置
常圧蒸留装置から得られた重油を真空に近い状態でさらに蒸
留し、軽質留分を分離しています。

減圧蒸留装置

C重油基材やアスファルトにしかならない減圧残渣油を高
温で熱分解し、ガソリンや軽油を生産しています。世界初、
日本で唯一の設備であり、当社の自慢のひとつです。30年
を越える稼働実績を誇ります。

重質油熱分解装置（フレキシコーカー） 連続触媒再生式接触改質装置
高温でガソリン留分を触媒によって改質し、オクタン価＊を
高めています。

水素化脱硫装置
高温・高圧下でニッケル、コバルト、モリブデンなどの金
属を含んだ触媒を使用し、水素との反応によって原料油中
の硫黄、窒素を分離・除去しています。

重油留分を触媒によって、ガソリン留分などの軽質留分に分
解しています。この装置によって製油所のガソリン得率を高め
ています。

流動接触分解装置（FCC）

東亜石油の事業体制

オクタン価　ガソリンが異常燃焼を起こしにくい度合いを示す指数。

燃料ガス
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東亜石油の経営理念を実践する

クローズアップ

親会社である昭和シェル石油は、ロイヤル・ダッチ・シェル ピーエルシーの「HSSEマネジメントシステム（HSSE-MS）」に基づき、
我が国の実情に即したHSSEマネジメントシステム（安全・環境・危機管理・健康）を採用しています。これを受け、昭和シェル石油
グループである当社は「HSSEの確保を経営の基盤とする」という経営理念を掲げ、企業活動のすべての分野において安全・安定操
業に取り組み、事故・トラブルのない製油所、そしてアジア最強の製油所づくりを目指しています。
今号のクローズアップでは、2009年、特に力を入れて行ったHSSE活動をご紹介します。

●	手摺を持ちましょう ●	挨拶の励行 ●	すもーるちぇんじ運動

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、一人一人の自覚と責任ある行動によって達成される。

東亜石油のHSSEマネジメントシステム
原油の受入から製品の出荷に至るすべての精製工程において、HSSEマネジメントシステムを適用し、人的・物的な事故・トラ
ブルなく装置の運転を行い、高品質の石油製品、電力を安定的に提供することを社会的使命ととらえ、さまざまな取り組みを
行っています。

HSSE推進体制
当社では、HSSEに係る最高意志決定機関として、社長を委
員長とする「HSSE委員会」を設置し、HSSEマネジメントシ
ステムの方針、目標の設定とパフォーマンスのレビュー、各部
会の報告などを行っています。

※ 事故・トラブルが発生した場合はその原因を徹底的に調査し、改善に結びつける基準体系を構築しています。

労働災害防止活動
当社のHSSE理念では、「労働災害防止と健康の確保は人間尊重の原点」とうたっています。危険物や高圧ガスを取り扱って
いる当社では、事故や労働災害を未然に防止するため、さまざまな安全活動を行っています。
日々の活動の積み重ねにより、2009年に行われた水江工場計画整備工事では無事故・無災害を達成しました。

安全衛生委員会
安全衛生委員会は製油所安全活動の基礎となる役割を持っ
ています。
委員会では労災防止活動に向け、まず基本ルールを守ること
を習慣付けるきっかけにするために、2008年12月から「手摺
をもちましょう」、「挨拶の励行」をスローガンにキャンペーン
を続けています。これは、従業員が現場の階段でつまづき、労
働災害が発生したことが背景にあります。

「手摺を持ちましょう」
製造現場の階段には上り始めと下り始めのステップおよび手
摺を黄色に色付けし、注意喚起しています。事務所の階段で
も下りを優先として手摺をつかめるように、歩行経路を矢印
で表示しています。

「挨拶の励行」
挨拶をすることで相手を思いやる気持を醸成することができ
ます。挨拶は本人が気付かずに行っている不安全行為をお
互いに注意し合うことができる体制につながります。

「すもーるちぇんじ運動」：Safety	Day
シェルグループは「事故ゼロ」を目指して毎年Safety Dayを
設定し、2009年7月から「Do the right thing（正しい事を実
行しましょう）」をスローガンに活動を続けています。
東亜石油ではこれを受け、2009年7月から「すもーるちぇん
じ運動」をスローガンに事故ゼロキャンペーンを続けています。
これは正しい事であれば、小さなことでも実行し、環境・安全
などの内容は問わず毎日活動して自分でメモしておき、会社
のHSSE活動につなげていくというものです。また、京浜製油
所の設備安全と人の安全を総括し、「労働災害の撲滅」、「設
備の信頼性向上」に関する業務を行い、安全安定運転に資す
ることを目的に2010年1月からセーフティーマネージャー（安
全管理者）による安全確保の強化を図っています。安全活動
に特効薬はなく、日々の小さな活動の積み重ねが大きな成果
につながると考えています。

 HSSE委員会 

安全衛生委員会 信頼性向上委員会 品質管理委員会 環境委員会 

最高決定機関
委員長：社　長
頻　度：2回／年

委員長：所　長
頻　度：2回／年

委員長：各工場長
頻　度：1回／月

委員長：所　長
頻　度：4回／年

委員長：所　長
頻　度：2回／年

H S S E

●	委員会組織図 ●	PDCA実践による継続的改善

このHSSE委員会の下に、4つの下部委員会を設置し、PDCA
サイクル＊に基づいたHSSE推進体制を確立しています。
東亜石油は「学習する組織」です。学んだ事を基に改善する
仕組みを持ち、改善に向けての取り組みは継続的に行ってい
ます。

HSSEに関する基本方針については　http://www.toaoil.co.jp/company/hsse.html をご覧下さい。

安全・環境・危機管理・健康を統合したマネジメンシステムの推進活動

クローズアップ

HSSE	理念

経営基盤である HSSE を推進するために重
要な事項、また課題を取り上げ、具体的な重
点活動項目の計画を各委員会で承認します。Plan

Do

各委員会への報告および定期的な
内部・外部監査で確認を行います。

Check

期の途中でも実施結果を評価し、
必要なら目標、方法を見直します。
次年度計画へも反映します。

Act

各部門で詳細に目標化し、
年間を通して実行してい
きます。

あいさつをしましょう
大きな声で　はっきりと　自分から
あいさつはコミュニケーションのはじまり

呼びかけは「○○さん」で

PDCAサイクル　マネジメント手法のひとつ。計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）のプロセスを順に実施し、最後の改善を次の計画に結びつけ、ら
せん階段を上がるイメージで品質・環境・設備信頼性その他の業務の継続的な改善活動を推進する。
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環境保全の取り組み 従業員の健康管理

危機管理

HSSEマネジメントシステムの目標に環境目標を設定し、その目標を守ると同時に環境負荷低減に努めています。 不適切・不規則な食生活、運動不足、精神的なストレスなど、私たちの身近には多様な不健康要因があります。
病気にかかる前に心と体のバランスをとる健康管理を指導しています。

さまざまな危機管理があるなか、大きい被害や影響が想定される首都圏直下型地震と新型インフルエンザ対応を目的として、
BCP＊（Business	Continuity	Plan）を策定しています。また、これらを想定した訓練活動も行っています。

2010年の定期修理工事時の
環境対策へ向けて
数年に1度行われる定期修理工事では、環境目標のひとつに、

「運転停開始時の環境クレームゼロ」を掲げています。メンテ
ナンス時は、装置を開放して清掃や点検を行うため、準備作業
として系内に残留する油分やガス分のパージ作業があります。
この作業をする際は、出来るだけクローズドシステム＊にして
油分を回収し、余剰ガスをフレアスタックで安全に燃焼処理
していますが、通常時に比べ臭気が発生しやすい状態になりま
す。
極力、臭気防止に努めると同時に、所内や近隣のパトロールを
行い、臭気監視を強化しています。
また、メンテナンス時は産業廃棄物が通常時よりも多く発生
するため、協力会社に分別管理の徹底を指導するとともに、再

体質改善をめざして
従業員の健康増進や疾病予防に向けて、定期健診や特殊健
診をはじめ健康講演会などの行事を、毎月計画的に実施して
います。
健康診断の結果、脂質や肝機能検査の有所見率が全国平均
を10％上回っていたことを重く受けとめ、動脈硬化進行を防
ぐために、正しい食生活や運動を取り入れた生活習慣改善を
呼びかけています。
また、過重労働による健康障害防止のため、疲労蓄積状態を
セルフチェックし、その結果や定期健診結果をもとに、心と体
の不調をいち早く見つけられるよう産業医や看護師が面接指
導しています。これからも、健康で家庭や仕事の充実を図れ
るよう従業員の健康力＊向上に努めていきます。

血管年齢測定
動脈硬化状態や血管の詰まりを知ることができる「血管年齢
測定」を実施しました。実年齢より老化した結果もあり、動
脈硬化に影響する食生活や運動不足を振り返る機会となり
ました。

特定保健指導
定期健康診断結果に基づき40歳以上を対象に11～12月の
2ヵ月間、特定保健指導（いわゆるメタボ指導）を実施しました。
特定保健指導には「動機付け支援」と「積極的支援」の2 コー
スがあり、腹囲や血圧・コレステロール・血糖値などからメタ
ボリック症候群＊の危険が高いとされた該当者が、管理栄養
士とともに食事や運動など具体的な改善目標を立て継続実
践するものです。
2009年の参加者62名の中からは最高10kg減量や最高10cm 
の腹囲減少に成功し、「身体が軽くなった」、「動きやすくなっ
た」などの改善を実感する感想も上がっています。
できることから始め、メタボ改善・予防に取り組む従業員が増
え、健康力をアップできるよう応援しています。

新型インフルエンザ対策
社内で感染者が発生することを想定し、社長を議長とする「新
型インフルエンザ危機管理本部」を設置し、さまざまな対策を
設定しました。
予防措置として、従業員の「うがい、手洗い、検温」の徹底、来
訪者の方には玄関で手のアルコール消毒やうがいをお願いし

利用・再資源化を行いHSSEマネジメントシステムの目標に掲
げている「最終処分率1％以下」に向けて取り組んでいます。
（活動内容についてはP24をご参照下さい）

インフルエンザ予防ポスター正門に来客用の消毒液を設置

定期修理工事準備前に余剰ガスをフレアスタックで安全に燃焼処理

特定保健指導で改善目標を設定初めての試みの血管年齢の測定

ました。また、従業員の家族、本人が発症した場合は出社を
控えるように基準を定め、厚生労働省からの新型インフルエ
ンザ流行情報などをまとめ全従業員および協力会社に情報
配信するなどの活動を行っています。

メンタルヘルスケア
2009年は「心の健康対策」として、従業員の心身の健康に配
慮し、相談に対してスムーズな対応が行えるよう社内相談体
制の構築を目的とした活動を行いました。従業員にとって身
近な相談者である係長や製造各課班長・班長代理の職位者を
対象に、メンタルヘルス研修会を2回開催しました。研修会
では産業カウンセラーを招き、メンタルヘルスケア＊の基礎知
識や傾聴技法の習得、事例検討など日常の対応に役立つ内容
を取り入れました。参加者のメンタルへルスへの関心も高く、
希望者も含めて87名が参加して、実技に取り組んでいました。
研修終了後のアンケートでは「とても参考になった」、「今後も

健康力　心や体の仕組みに関する基礎的な医学的知識を学び、健康第一と考え健康保持を実践する力。
メンタルヘルスケア　精神的な不調・ダメージをカウンセリングなどよって癒す取り組み。
メタボリック症候群　生活習慣病の予兆的な身体状況。腹囲が男性では 85cm 以上、女性では 90cm 以上。体重（kg）÷ 身長 2（m）が 22 より大きな数値の場合、該当とされる。

クローズドシステム　循環利用することで有害物質を排出しないシステム。
BCP　Business Continuity Plan（事業継続計画）の略。災害を被ったときに事業の継続を可能とする計画。

継続して研修を希望する」といった感想が大多数でした。そ
の他にも「疲労度の自己チェック」を行うことで、心の不調者
を早期発見・早期対応してセルフケアを推進することにより、

『心と体の健康力アップ』につなげています。

クローズアップ
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安全・環境の確保

設備信頼性の確保

エネルギー供給専業企業である東亜石油は、原材料の受入から製品の出荷にいたるまでその事業・生産活動は常に大きな危
険に囲まれております。「クローズアップ」で取り上げたとおり企業活動の基盤に「HSSE」を据えるゆえんです。この項では
製品が出荷されるまでのHSSE体制・生産設備・それを動かす人員・効率を高める工程改善、そして品質管理についてよ
り高いレベルを追求する取り組みをご紹介いたします。

社長査察
社長による職場安全査察を毎月実施しています。査察では、
現場の安全確認を行い、指摘事項があった場合は、迅速な対
応がとられています。また、経営トップと従業員が経営に係
る事項についても活発な意見交換をし、緊密なコミュニケー
ションの場ともなっています。

社長指示によるグループ環境安全点検
年に1回、当社および昭和シェル石油をはじめグループ各社

（昭和四日市石油、西部石油）の代表者が各社製油所を相互
に査察し、HSSEマネジメントシステムの効率的運用や改善
について情報交換を行い、グループ間でHSSE活動の向上に
つなげています。

設備の安全性評価
設備の新増設や改造および運転変更をする際には、社内基準
に基づいて、事前に「変更管理部会」を開き、潜在危険の排除
や事故・災害の防止策について確認します。変更内容が大規
模であると判断した場合は安全を確認する「安全審査会議」
を開催します。

信頼性向上委員会
製油所長を委員長とする「信頼性向上委員会」を年4回開催
しています。この委員会では、設備の安全と信頼性向上およ
び危機管理に関する製油所重点活動項目を設定して、その実
施状況報告とレビューを行い、安全管理と設備信頼性向上お
よび保安管理の推進を図っています。（P-9をご参照ください）

HAZOP分析
HAZOP分析は、装置の運転上の安全性を確認する分析
手 法です。 装 置に潜 在する災 害 源（Hazard）と操 作 性

（Operability）、特に設計上の運転条件からの「ずれ」を事前
に把握して予防策をとることにより、プラントの安全運転を
確保することが出来ます。選抜されたメンバーでスタディー
チームを結成し、装置ごとにHAZOP分析を進めています。

協力会社との協調
製油所構内で工事業務および荷役業務を行う協力会社の従
業員もHSSEマネジメントシステムを順守、安全を確保する
ために「東亜石油安全協力会（会長：当社京浜製油所長）」を
組織し、当社とともに毎月安全パトロールを行い、年1回ワー
クショップを開催して問題点の解決に努めています。また、
安全に関して特に優れた取り組みを行った協力会社と従業
員に対して安全協力会長より表彰を行っています。

環境マネジメントシステム
当社は1999年にISO 14001＊を取得しました。環境保全に
対して全社一丸となって取り組んでおり、定期的に実施す
る内部監査や外部審査によって継続的に改善状況の確認を
行っています。
2009年3月と9月には、ISO 14001の外部認証機関による維
持審査が順守評価を審査テーマに行われました。その結果、
評価項目の明確化などについての指摘はありましたが、マネ
ジメントシステムに影響を及ぼす重大な指摘はありませんで
した。

生産活動を支えるさまざまな取り組み
［アジア最強の製油所を目指す］

ポンプの修理状況の説明を受ける社長査察メンバー

協力会社とのコミュニケーションを図る安全協力会役員会

HSSE 励行の優良協力会社表彰式

社長指示によるグループ環境安全点検 活動実績とレビューの報告が行われる信頼性向上委員会

環境関連情報の周知に活用している環境月報

環境コミュニケーション
外部コミュニケーション
環境実績に関する社外とのコミュニケーションとして、次のような活動を
行っています。

〇製油所見学の受入れ
〇地域町内会との情報交換会・交流会の開催
〇地域防災協議会への参加
〇インターネット配信サービスを利用したCSRレポートの外部への配布、
　当社ホームページによる環境情報の開示、アンケートへの参加

内部コミュニケーション
水江・扇町両工場の環境汚染物質排出量や産業廃棄物排出量などをまとめ
た「環境月報」を全従業員にメールで配信するほか、HSSE活動の活動状況
を社内報などに掲載して周知しています。

改善が必要と判明した箇所については、優先順位に基づいて
対応策を実行しています。

過去の事故事例を活用するHEMP分析
過去の国内外の事故事例などから災害源を抽出したリスク評
価マトリックス（RAM）表を使用してリスクの大きいものか
ら順にHEMP（Hazard and Effect Management Process）
分析を実施しています。この手法は現状の管理方法および設
備対応の事故・災害に至る可能性を評価し、防止するために
必要な管理方法および設備の改善計画を立てて実行してい
くシェルグループのシステムです。

設備の信頼性をさらに向上させ、安全・安定操業を維持するため、製油所ではさまざまな設備信頼性向上活動を
展開しています。

生産活動を支えるさまざまな取り組み

ISO	14001　ISO（国際標準化機構）によって 1996 年に制定された環境マネジメントシステム規格。組織の活動によって生じる環境への負荷を常に低減するよう配慮し、改
善するためのシステム。
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扇町工場触媒更新工事

人材育成・効率化推進室設立
当社は今後数年間にわたり、多くのベテラン社員が定年を迎
えるため、新規採用を行っていますが、職場の技術力の低下を
招くことが懸念されます。そのため、2006年に人材育成サポー
トセンターを設立し、技術力低下防止の活動を行うとともに、
ベテラン社員の再雇用を行い技術の伝承を行っています。さ

コンピテンシーの向上・技能の継承	̶人材育成について
高度に自動化された工場の設備といえども、安全・円滑な操業は装置を操作する人的な技能に支えられています。
ヒューマンエラーを排除し、高度な技能を育て伝えるための人材育成に力を注いでいます。

らに事業の効率化を図るため、TPM活動＊と統合させベテラ
ン社員を中心として構成した人材育成・効率化推進室を発足
させました。人材育成とTPM活動の自主保全活動を連携さ
せることで、オペレーターの技量の向上、若手の教育、および
技術の伝承が促進されることを目指しています。

2）OFF-JT
新入社員一人ひとりに同じ職場の先輩が「インストラクター」
として親身になって指導する「インストラクター制度」があり、
インストラクターの育成のため毎年研修会を行っています。
今年のテーマは「ティーチングとコーチングのスキル」でした。
インストラクター自身の能力開発にも大いに役立っています。
新入社員研修に加え、入社後2年目、5年目、13年目と定期的
に一週間程度の集合教育を行っており、「一人前」になった後
も、若手リーダー育成研修、班長・係長研修など必要に応じて
社内外から講師を招き研修会を行っています。

新しい触媒に入替え、製品品質を確保 部材の入念な検査 充填物入換作業

ファンの振動測定について説明を受ける新入社員

インストラクター育成のための研修会

社長の講話を聴く2 年目社員研修

リーダー育成のための班長・係長ワークショップ

不安全箇所の抽出・改善
当社は労働災害ゼロを目指して、さまざまな防災活動を行っ
ています。社内のベテラン社員数名でチームを作り、作業環
境および安全上不安な作業・設備箇所などについて、オペレー
ターにヒヤリングを行ったところ、1年目には700件の懸念事
項が上がりました。これらの懸念事項について経営陣が全製
造現場を訪問し、オペレーターと意見交換を行って現状把握
に努めました。さらに設備改造やマニュアルの見直しなど迅
速な対応により、2年間でほとんどの懸念事項が解決されま
した。その後も毎年オペレーターとの間に意見交換の場を設
け、新たに出てきた懸念事項に対してはヒヤリングを行い、確
実に対応がなされていることを確認しています。

計画整備工事の実施
2009年は水江工場・扇町工場ともに計画的に装置を停止し、
部分的な補修や触媒更新工事を行いました。水江工場では
装置停止・開始時において、周囲に影響を及ぼさないようさま
ざまな環境対策を実施し、フレアリング時間の短縮などは一
定の成果を上げましたが、次回への課題も残っています。

経営陣とオペレーターとの意見交換会

従業員の能力開発支援
企業が存続し、持続的に発展していくためには、従業員の能
力向上が欠かせません。当社の従業員の能力開発には、OJT、
OFF-JT、自己啓発支援制度があり、これらを組み合わせるこ
とにより「創意工夫ができる人材の育成」の継続に努めていま
す。

1）OJT
人材育成計画に基づき業務遂行に必要なコンピテンシー（能
力・力量）を特定して、業務遂行能力自己評価表で自己評価
し、スキル向上の目標を立て取り組んでいます。また、オペ
レーターのコンピテンシー向上を目的に「プロセス総点検」を
行っています。これは、自主保全活動の一環として行ってお
り、プロセスの原理（化学反応や熱力学など）の学習や、過去
に発生したトラブルの調査分析を行い再発防止に取り組む
など、多様な学習を行うことで設備、プロセスに強いオペレー
ターの育成を目指しています。

2008. 6
0
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200
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700

2009. 1 2009. 6

潜在危険個所発掘結果件数

生産活動を支えるさまざまな取り組み

TPM活動　TOA PRODUCTIVE MANAGEMENT 「全員参加の製油所経営」。

2010年には水江工場で大規模な定期整備工事が予定されて
います。
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ター）の研修生12名が来社しました。研修生は中国、インド
ネシア、サウジアラビア、コロンビアなど多くの国から参加し
ており、当社の技術者と有意義な意見交換を行いました。

人事交流
2007年より昭和シェル石油の新入社員を受け入れております。
本年は、2名を受け入れ、合計10名の昭和シェル石油の社員
が当社で勤務しています。また、シェルグループの外国人社
員2名も当社で勤務しています。
グループ内の人事交流により、当社従業員の見識を広めると
ともに、グループ全体のマンパワーの向上にも貢献することを
目指しています。

技術・技能の伝承
製造部門では職場の大幅な若返り、および長期連続運転に伴
う装置運転停止・開始作業の減少によるオペレーターの力量
低下を防ぐため、シミュレーターを使った訓練、なぜなぜ問答、
実機による大型回転機の切替作業の習熟などを行っていま
す。「なぜなぜ問答」とはマニュアルなどに記載されている作
業で、「なぜそのような作業を行うのか」という内容を職場内
で話し合うことにより自然に技術の伝承が行われ、総合的な
判断力を持つオペレーターの育成につながっています。

大型回転機切替作業の説明を受ける若手社員

経営陣に対して改善報告が行われるTPMトップ診断

体質改善・経営革新を目指すTPM	導入
東亜石油TPM活動は、2002年に日本プラントメンテナンス
協会（略称JIPM）の指導により利益率向上・生産性向上・コ
ストダウン・災害ゼロ・不良ゼロ・故障ゼロを目指す全社活動
として動きだしました。
TPM活動によって「収益を上げる企業体質づくり」の体質改
善・経営革新が目的であり、当社は、その目的を達成する手段
としてTPMを導入をしました。

TPM活動パート2キックオフ
2005年12月にTPM優秀賞を受賞後、2006年4月にTPM活
動パート2がキックオフされ、製油所競争力調査によるアジ
アトップグループの製油所と当社のHCM＊（ハイドロカーボ
ンマージン）の差をロスと捉えて、東亜石油全ロスの発掘と排
除活動を行う新たなTPM活動がスタートしました。

工程管理・改善 ̶ TPM	活動PART2
（TOA PRODUCTIVE MANAGEMENT 「全員参加の製油所経営」）
全ての生産現場からロス要因を排除し、生産効率を高める全員参加の工程管理・改善の取り組みです。

TPM活動の成果
省エネルギー、各種契約、設備効率化、業務フロー、手作業削
減などロス案件はさまざまな分野や作業に広がり、自らの視
点を変えた疑問、考察も加わり職場が発掘したロス案件の総
件数は2000件に達しました。
特に、設備の効率化と省エネルギーに関しては、ロスを金額
換算すると数億円に達しました。職場は、2011年末までの
目標を定めてロス案件を排除する活動を行っています。また、

「TPMトップ診断」では経営陣が毎月現場を廻り、改善活動
（TPM活動）の状
況を確認すると同
時に従業員とのコ
ミュニケーション
を図っています。

TPM推進委員会
製造職場をミニカンパニーと位置付け、管理間接部門はミニ
カンパニーを支援する形でロス排除活動を行い、毎月全課か
ら活動報告がなされます。月末には役員、部長、製造課長を
推進委員としたTPM推進委員会を開催し、進捗管理、実際
に行う活動についての問題解決を行っています。

ロス排除活動報告が行
われる TPM 推進委員
会。時間効率化のため
立ち会議としている

●	TPM活動マイルストーン ●	TPM活動の位置付け

3）自己啓発支援
自己啓発支援として、外部研修、通信教育、法定資格取得支
援を行っています。法定資格取得向上を図るために、ベテラ
ン社員による試験前の準備講習開催や会社が通信教育受講
費を負担するなど、従業員の資格取得に力を入れています。

インターンシップ・海外研修生受け入れ
高専生のインターンシップ＊を2005年から受け入れています。
2009年は13名が参加して専攻学科に応じた実習を行い、最
終日には実習成果の発表を行いました。
5日間という短期間でしたが、学校の授業で勉強したことが
会社業務でも活用されていることを知る機会になるとともに、
実際にどのように仕事をしているのか実体験することで、今
後の学生生活・就職活動の一助になればと思っています。

7月にオランダのデルフト工科大学応用物理学専攻の教授・
学生28名が海外研修の一環として来訪しました。デルフト
工科大学はシェルグループとの関係も深く、将来シェルグルー
プの社員として再会する機会もあるかもしれません。
また、11月には毎年行っているJCCP（国際石油交流セン

高専生を対象に行ったインターンシップ

JCCP が主催する研修会に協力

オランダ・デルフト大学の教授、学生が研修

生産活動を支えるさまざまな取り組み

インターンシップ　企業が在学中の学生を一定期間受け入れ、業務の実体験をさせる仕組み。実社会に出る前の職場体験を通して、職業意識の育成が期待できる。 HCM　ハイドロカーボンマージン。石油を精製して付加価値を向上させることによるマージン。

2011年にアジア最強の製油所としての足固め
が構築されアジアトップグループとなる。

HSSE（安全・環境・危機管理・健康）の確保

顧客満足度：製品・サービスの提供　品質保証

従業員満足度：待遇・処遇・職場環境

社員満足度：安全・安定・適性

地球満足度：省資源・ゼロエミッション

株主満足度：投資還元

地域社会満足度：地域交流・雇用提供

政府満足度：納税・法令遵守

付加価値向上と精製収益の最大化

創意工夫でコスト削減

人材の育成と活力ある人間集団の形成

アジア最強の製油所を目指して
《7つの満足度》

経
営
方
針

TPM活動

TPM  推進部会

品質管理推進部会GRM向上部会コスト削減推進部会

人材育成推進部会

環境安全部会 設備安全部会

自主保全部会

製造課ミニカンパニー経営方式

超安全・超安定・超安心の製油所つくり

全員参加の製油所経営

TPM活動推進委員会

創意工夫に優れた
人材の育成

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

設備信頼性の向上と
安全文化の構築

究極の効率運転追及と
付加価値向上

パート２
キックオフ

ＴＰＭ
特別賞受賞

種蒔／植付け

ロス発掘排除活動

発芽

開花

更なる
ステップアップ

品種改良東亜石油TPM活動マイルストーン
2011年末　アジア最強の製油所を
目指して

革新的な原価低減

安全　　活動最優先

土壌改良

結実

アジア最強の製油所
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SQFの取り組み
当社は、昭和シェル石油グループの「Safety & Quality First

（SQF）」活動に参画し、安全確保と品質保全に努めています。
また、さまざまなトラブル発生を想定し、お客様への影響が最
小限となるようトラブル発生時の緊急連絡通報訓練を行っ
ています。当社の従業員は、安全確保と品質保全に対する意
識を一層高めるため、SQFバッジを身に付けています。また、
設備の安全はもとより品質トラブルを未然に防ぐためにワー
キンググループを中心に運転方法や設備の改善に取り組んで
います。

品質マネジメント体制
昭和シェル石油グループでは、品質は顧客志向の基礎であ
り、この信頼が失われると会社は存続できないとの認識のも
と、お客様および社会から信頼され満足していただけるように、
安全で環境に優しい製品を低コストで安定供給することを品
質方針に定め、品質マネジメントを推進しています。
当社では、国際的な品質マネジメントシステム（ISO 9001）の
運用とともにJISマーク表示制度（工業標準化法）の認証に
基づき製品出荷にはJISマークを表示して品質を保証してい
ます。
社内の品質保証については、　「品質トラブルの潜在的リスク
はないか？」という観点から、次の重点目標を設定して、設備
の機能や運用を調査し、改善を行っています。

また、HSSEマネジメントシステムに含まれる品質管理委員
会では、品質マネジメントに関するHSSE実行計画を策定し、
目標に対して、さまざまな活動内容や成果を報告しています。
（P-9をご参照下さい）

このような品質マネジメント体制のもと、品質事故ゼロを継
続しています。

ISO	9001	高い評価を受けて
2008年版へ認証更新
品質マネジメント体制が適切に運用されているかを確認する
ために、ISO認証機関による審査が6ヵ月ごとに実施されます。
2009年はISO 9001＊の改正に伴い2008年版への移行審査が
行われ、高い評価を受けて認証を更新しました。

顧客の信頼を保つ品質管理
顧客の信頼を継続的に維持するために製品の品質保全が不可欠です。会社内部のチェック体制とともに、外部からの評価を
積極的に受け入れています。

・製造段階での工程管理は適切か
・タンク／出荷の設備の機能が充分であるか
・出荷設備の運用方法に問題はないか

生産工程における環境負荷物質の発生量と除去システム
原油投入から製品出荷までの過程で発生する有害物質排出の抑制・回収と、CO2の発生減少に努めています。

事業活動における環境保全

軽油水素化脱硫装置

ISO 外部機関による認証審査

2008 年版 ISO 9001 認証書 乾式電気集塵機 排煙脱硝装置

石油製品
昭和シェル石油

サービスステーション等へ

燃 料

CO2 SOx NOx

ばい
じん

PRTR
物質

電　力

大気中排出水域排出

送電量：238,000KW（最大）排 
煙

排 

水

廃 

棄 

物

2,335千ton／年 195 ton／年 785 ton／年

13 ton／年 4.3 ton／年

COD

13.5kg／日

窒素 リン

162 kg／日 2 kg／日

東京電力へ

装置への投入

年間 5,913万 kWh

※規制値が日負荷のため、1日の
負荷量を示しています。

一般廃棄物
67ton／年

30 ton／年

産業廃棄物

環
境
設
備

負
荷
物
質
発
生
量

工業用水電  力 原  油

蒸気・電力

生
産
設
備

炭化水素回収装置（出荷ヤード）

IPP発電事業

総合排水処理装置 排煙脱硫・排煙脱硝装置

〈排煙脱硫〉
排ガス中の硫黄酸化物を、石灰などと反応させて除去します。

〈排煙脱硝〉
窒素酸化物を含む排ガス中に、アンモニアを吹き込み、触媒の層を
通すことによって、窒素と水に分解して除去しています。

石油精製事業

廃棄物
リサイクル
減量化

年間 867万 kl 年間 1,010万 ton

＜2009年度実績＞

生産活動を支えるさまざまな取り組み 事業活動における環境保全

ISO	9001　ISO（国際標準化機構）によって 1987 年に制定された品質管理および品質保証のための国際標準モデル。顧客満足および改善を含む組織の管理まで踏み込んだマ
ネジメントシステムを要求している。
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2009/12/21 2009/12/28 2010/1/4 2010/1/11 2010/1/18 2010/1/25 2010/2/1

加熱炉原単位 稼 働

大気汚染防止対策
SOx＊
製油所の加熱炉やボイラーで燃料
油や燃料ガスの使用により発生する
SOxについては、燃料ガスから硫黄分
を除去したクリーンなガスの使用、排
煙脱硫装置による排煙中のSOx除去
などの対策を行っています。

水質汚濁防止対策
製油所からは冷却水や各種プロセス
で使用された排水が排出されていま
す。冷却水は油などによる汚染が無
いことを確認した後、海域に放流しま

CO2排出量削減・エネルギー資源有効活用に向け、多角的な
活動を実施しています。
2009年は燃焼装置の運転管理の強化およびこれまで取り組
んできた省エネルギー改善活動の管理を強化することにより、
エネルギー使用量の削減に努めてきました。
具体的にはエネルギーモニタリングシートによる管理システ
ムを構築して取り組んでいる省エネルギー項目の状況や成果
を把握し、継続的に省エネギー項目の達成度合いの確認を技
術・製造の両部門にて行ってきました。
また、これら成果の「見える化活動」として、課別のスチーム使
用量や加熱炉排ガスのCO2のグラフを作成し社内に配信し
ています。
当社ではエネルギー削減の度合いをエネルギー原単位＊で

環境汚染防止対策 温室効果ガス排出削減対策
HSSEマネジメントシステムの環境目標値において、自ら法規制や業界基準より厳しい目標値を定め、設備を適正に運転管理
して環境負荷の低減に努めています。また、環境負荷物質については定期的に試験分析を行い排出基準を満たしていることを
確認しています。

規制値：376kg／日
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NOx＊
加熱炉やボイラーから発生するNOx
については、低NOxバーナーの使用、
二段燃焼による燃焼方法の改善や排
煙脱硝装置により排煙中のNOxを除
去するなどの対策を行っています。

ばいじん＊
硫黄分を除去したクリーンな燃料ガ
スの使用、燃焼管理の徹底、電気集塵
機による削減の対策を行っています。

管理しており、2010年までに1990年比15%削減を目標に掲
げて省エネルギーを推進しています。2009年のエネルギー
原単位は装置稼働が低下したことが影響して8.3キロリット
ル−原油／千キロリットルとなり、前年度から悪化しました
が、1990年度比では14.3%の削減となっています。

●	エネルギーモニタリングシートによる管理強化

●	加熱炉原単位の低減

●	加熱炉排ガスO2	のきめ細やかな管理

●	スチーム使用量の削減

●	エネルギー原単位

●	CO2 排出量（1-12月ベース）

す。処理が必要なプロセス排水につ
いては各種処理装置を設置し、規制
値を満足していることを確認し、海域
に放流しています。
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CO2排出量削減活動（エネルギーモニタリングシートによる管理強化）
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事業活動における環境保全

2009/12/21 2009/12/28 2010/1/4 2010/1/11 2010/1/18 2010/1/25 2010/2/1

加熱炉排ガスO2 運転目標値 省エネ法基準値、運転管理値

SOx　硫黄酸化物。硫黄酸化物は石油や石炭など硫黄化合物が含まれる化石燃料が燃える時に発生し、ぜん息や酸性雨（SOx は大気中で硫酸に変化する）の原因になる。
NOx　窒素酸化物。窒素酸化物は、物が高い温度で燃えたときに、空気中の窒素（N2）と酸素（O2）が結びついて発生する。人の呼吸器に悪い影響を与える。
ばいじん　すすや燃えかすの固体粒子状物質のことをいう。大気汚染防止法では、ばいじんの排出を燃料の種類、施設の大きさに応じて規制している。

COD（化学的酸素要求量）　水中の有機物を酸化剤で酸化した際に消費される酸素の量。湖沼、海域の有機汚濁を測る代表的な指標。COD が大きいほど汚濁している。
全窒素　水に含まれるさまざまな窒素化合物中の窒素の量。富栄養化を起こし、それを栄養源とするプランクトンなどを発生させ水を濁らせる原因となる。
全リン　リン化合物中のリンの量を表す。窒素と同様、富栄養化を起こし水を濁らせる。肥料や洗剤、工場排水に含まれる表面処理剤などが原因。
エネルギー原単位　エネルギーに関する生産効率を表す値。単位量の製品を生産するのに必要なエネルギー消費量（電力・燃料など）のことで、一般にエネルギー効率を比較する指
標として使用される。
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省エネルギー活動に関するコミュニケーション

エネルギーの有効活用対応例
石油精製工程では多量のエネルギー資源を使用します。使
用するエネルギーを最大限に有効活用するために熱交換
器、排熱回収ボイラー、排ガス再循環設備などを設置する

とともに、設備改造や高度プロセス制御技術を導入して運
転改善を行い、エネルギー消費の抑制に取り組んでいます。

ETBEガソリン（ETBE配合）は、サトウキビなどの植物から作
られたバイオエタノールから合成した｢ETBE｣を従来のガソ
リンに配合した製品です。
ETBEガソリンは日本工業規格（JIS）および品質確保法の規格
に合致しています。
当社では｢ETBE｣受入設備、調合システムやタンクの改造など、
大幅な設備対応を実施して2010年からETBEガソリンの生産・
出荷を開始しました。

（ETBE：エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル）

ETBEガソリン（ETBE配合）の生産

事務部門のエコ活動
コピー用紙削減
社内取り組みの一環としてコピー用紙の削減に取り組んでい
ます。会議ではプロジェクターを活用することにより、紙ベー
スでの資料配布を減らしました。
コピーが必要な時は裏面を再利用する、両面コピーをする、縮
小コピーをして枚数を減らすなどの取り組みを行いコピー用
紙の削減を行っています。
さらに、今年7月から「カラー印刷／コピーの削減」活動を開始
しました。
資料はモノクロでもわかる様に工夫をして作成する、どうして
もカラー印刷／コピーが必要な場合は上司に申請し許可を得

産業廃棄物の抑制と再資源化
製油所は、石油精製プロセスから廃油、汚泥、スラッジ、廃触媒などが発生します。
廃油の多くは精製工程に戻され、汚泥は脱水装置、インシネレーター装置（焼却炉）で脱水・焼却し、産業廃棄物発生量の削減
に努めています。
2009年の産業廃棄物最終処分量（埋立量）は0.2％となり、昨年に引き続き、目標に掲げている1％以下を達成しました。
また、昨年まで産業廃棄物処理の流れを確認する産業廃棄物管理票（マニフェスト）を使用していましたが、2009年6月から
電子マニフェスト＊を導入し、オンラインで管理することにより透明性の高い管理を行っています。

ます。このような活動の結果、半年で前年に比べて53％減と
大幅にカラー印刷／コピーの枚数を減らすことができました。
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項　　　目 2009年 内　　　容

省エネルギー推進員会 6月 2009年活動の中間レビュー

昭和シェル石油グループ省エネ協議会 6月 昭和シェル石油グループとしての省エネルギー活動の協議

他社との省エネルギー情報交換会 11月 昭和シェル石油グループと他社との省エネルギーに関する情報交換

省エネルギー推進委員会 12月 各職場での省エネルギー事例報告

2007年

脱硫系ホットフィード割合アップによる加熱炉燃料削減
常圧蒸溜／減圧蒸留装置への高度プロセス制御導入
デソルター排水熱の有効利用（熱交換器設置）
芳香族製造装置の熱回収増強
加熱炉燃料制御性向上対策（低容量バーナ設置）

2008年

芳香族製造装置への高度プロセス制御導入
水素製造装置／間接脱硫装置への高度プロセス制御導入
ガス洗浄装置再生塔のリボイラースチーム適正化
排水処理設備のストリッピングスチーム適正化

2009年
製造課別スチーム使用量管理の導入
エネルギーモニタリングシート導入による装置管理

●	産業廃棄物の発生量と再資源化量／最終処分量

●	一般廃棄物発生量

●	産業廃棄物発生量と処分の流れ

●	産業廃棄物発生量と処分方法の内訳

●	カラー印刷枚数の推移

電子マニフェスト　産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）に代えて、情報処理センターと排出事業者、収集運搬業者、処分業者が通信ネットワークを使用して、排出事業者が委
託した産業廃棄物の流れを管理する仕組みです。（廃棄物処理法第 12 条の 5 に規定する制度）

事業活動における環境保全
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環境影響要因発生への対応

化学物質対策

PRTR制度＊

当社のPRTR対象物質は、ベンゼン、トルエン、キシレンなど
があります。これらの大気放出防止策として、浮屋根式タン
クはインナーフロートタイプとし、出荷設備には揮発性炭化
水素回収装置を採用して排出抑制に努めています。

PCB＊の保管
PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、電気機器の絶縁油などとして
使用されていましたが、人体に影響があることが明らかになり、
現在は製造や使用が禁止されています。当社では、PCB含有
変圧器やコンデンサーなどを、漏洩防止策を講じて保管し、法
律に従い報告を行っています。また、2016年までに適正な処
分が義務付けられているため、PCB廃棄物の早期登録を行っ
ており、2012年から処分が行われる予定です。

ダイオキシン＊対策
総合排水処理設備から発生する汚泥を脱水後、インシネレー
ター装置（焼却施設）で処理する際、運転温度を800℃以上に
維持することでダイオキシンの発生を抑制するとともに、排
出ガス中の焼却灰および排出水中のダイオキシン濃度分析
を行い、排出基準を充分満足していることを確認しています。
また、労働安全衛生法に基づき、焼却施設の作業環境測定を
行っています。

臭気・騒音・振動対策
日々の操業で、ガス検知器などによる監視のほか現場パト
ロールや敷地境界線での環境測定を行い、問題の無いこと
を確認しています。また、
外部からの問い合わせに
対しては、直ちに装置運
転状況の再確認を行う
など適正な対応に努めて
います。

●	2009年	焼却施設排出物のダイオキシン類濃度測定結果

●	化学物質排出量内訳

●	2009年	焼却施設作業環境のダイオキシン類測定結果

排出ガス ばいじん 排出水
単　　位 ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g pg-TEQ/L
測定結果 0.0000051 0 0.026
排出基準 10 3 10

作業環境 管理区分
（作業環境管理の状態）単　　位 pg-TEQ/m3

測定結果 0.060 第一管理区分
（適切で改善の必要なし）管理濃度 2.5

オーバーフローベント

インナーフロート

油面に合わせて上下する

ガソリン

フレアスタックの常時監視と環境対策
石油精製装置の運転停開始時や運転調整時などに発生する
余剰の燃料ガス、可燃性ガスを安全に燃焼させて排出するた
めの設備がフレアスタック
です。余剰ガスの放出時に
は製油所周辺のパトロール
を行うほか、所轄消防署へ
の事前届出（揚炎届）を行
うとともに、近隣の企業・町
内会にも連絡するなど情報
の提供に努めています。

環境会計＊

対象期間：2009年1月〜12月

投 資・・・当社の設備投資のうち、環境保全を目的とした投資です。
経 費・・・当社の費用のうち、環境保全を目的としたもの。減価償却費、触媒費、維持補修費、公害防止設備の燃料費を含みます。

項　　　　　目 投資額 前年比 経　費 前年比 効　　果 関連ページ

保全コスト
生産・サービス活動により事業
エリア内で生じる環境負荷を抑
制するための環境保全コスト

内
　
　
　
訳

❶公害防止
　コスト

1．大気汚染防止（公害
　  健康被害補償を含む）
2．水質汚染防止
3．騒音・振動防止
4．地盤沈下防止
5．その他

13 -123 943 -62

公害問題は発生しませんでした。PRTR法対象物質
の排出量削減に努めました。環境監視機器および分
析により排出基準の順守を確認しています。公害健
康被害者に対する費用負担を行っています。

P-20,21

❷地球環境
　保全コスト 省エネ 0 -55 16 -3

加熱炉燃焼管理などにより省エネに努めています。
スチームロス削減のためスチームトラップの整備を
進めています。高度プロセス制御を導入しています。
設備投資額は「環境負荷抑制コスト」欄の装置に含
みます。

P-23

❸資源循環
　コスト

1．産業廃棄物
2．一般廃棄物 0 0 104 -27 廃棄物の分別を強化し、再資源化を推進しました。

産廃最終処分量（埋立量）を0.2％まで削減しました。 P-24

環境負荷抑制コスト
生産・サービス活動に伴って上流または下流で生じ
る環境負荷を抑制するためのコスト（燃料費を含む）

1．重油低硫黄化
2．ガソリン低硫黄化
3．ベンゼン低減化
4．軽油低硫黄化

399 -204 9,695 -694 硫黄分およびベンゼン分の低いガソリン、硫黄分の
低い軽油を生産しています。 P-8,23

管理活動コスト
環境活動における環境保全コスト

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
3．CSRレポート
4．緑地整備

0 0 48 +5

内部監査員のレベルアップを行い、環境マネジメント
システムの充実を図っています。環境監視機器を整
備し、常時監視できています。CSRレポートの充実
を図り、メッセージを発信しています。

P-9,11,
19〜26

研究開発コスト
研究開発活動における環境保全コスト ー 0 0 0 0 ー ー

社会活動コスト
社会活動における環境保全コスト 港湾環境整備負担金 0 0 4 +2 港湾環境整備に対する費用負担を行っています。 ー

環境損傷コスト
環境損傷に対応するコスト

1．油濁保険
2．海上災害防止
　センター

0 0 32 +1 海上汚染が発生した場合の保険です。
海上汚染が発生した場合に被害を最小限に抑えます。 ー

合　　　　　　計 412 -382 10,842 -778

集計対象組織：東亜石油株式会社（連結子会社は含んでいません）
参考ガイドライン：環境省「環境会計ガイドライン2005年度版」

環境保全対策に伴う経済効果

●	有価物などの売却

●	環境投資（2005年以降）

単位：百万円

品　　　目 売却量（ton） 売　却　額
鉄くず 721 2
廃触媒 516 2
合　計 1,237 4

触媒に含まれるモリブデン、ニッケル、コバルトは回収し、リサイクルしています。

〈2009年	環境投資額（412百万円）の内訳〉 単位：百万円

〈2009年	環境経費（10,842百万円）の内訳〉単位：百万円

単位：百万円

計測器で敷地境界線の騒音を測定

排水汚泥を焼却するインシネレーター装置インナーフロートタンクの仕組み

フレアスタックを常時監視するためモニター
を当直室や事務所に設置

トルエン
41.9%

ベンゼン
29.1%

1,3,5ートリメチルベンゼン
1.2%

エチルベンゼン
3.8%

キシレン
24%

事業活動における環境保全

PRTR制度　特定化学物質の環境への排出量の把握などおよび管理の改善の促進に関する法律（PRTR 法）。人の健康や生態系に有害性の有る化学物質の事業所から環境への排
出量および事業所の外への移動量を、事業者が自ら把握し、国に届出を義務づける制度。
PCB　変圧器やコンデンサー、安定器などの電気機器用絶縁油などに広く利用された。生体内に取り込まれやすくて残留性が高く、皮膚障害などの慢性毒性があり 1972 年以
降製造および輸入が禁止された。

ダイオキシン　産業廃棄物や都市ゴミの焼却が原因で発生する塩素系の猛毒物質。
環境会計　事業活動での環境保全のために投じたコストと、その活動によって得られた効果をできる限り定量的に測定する会計手法のこと。持続可能な発展を目指して、社会との
良好な関係を保ちつつ、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくことを目的とする。

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2005

496 496

2006 2007

953

2,166

3,119

環境投資額 累計環境投資額
百万円

2008

794

3,913

1,670

2009

412

4,325

保全コスト 13

環境負荷抑制コスト
399

環境負荷抑制コスト
9,695

環境損傷コスト 32

管理活動コスト 48
保全コスト 1,063社会活動コスト 4
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災害対策

セキュリティ対策製油所の保安・安全確保

防災訓練
大量の危険物、高圧ガスを取り扱う製油所では常に災害の危
険と隣り合わせています。万が一の不慮の災害発生に備え、
迅速かつ的確な対応が行えるよう、HSSEの年間計画に基づき、

外部からの不当行為に備えて
外部からの不審者、脅し、ゆすり、警戒情報の入手および当社
を攻撃目標とする電話や情報を受けた場合を想定して4段階
の警戒レベルを設定し、対策を講じています。また、危機管理
に関する緊急事態発生時などに対応するため、さまざまな状
況を想定し、定期的に訓練を行っています。

構内規制と入構者教育
製油所の構内で工事や作業に従事する全員の安全を守るた
めに構内規則を設けています。また、併せて決められた安全
ルールを徹底する「入構者教育」も実施しています。構内で
働く一人ひとりがルールを守り、決して事故や怪我をするこ
とのないよう指導・実践に努めています。

SOLAS	条約への対応
SOLAS 条約＊（海上人命安全条約）に基づき、着桟している
外航船を不審者の侵入から守るために、桟橋に防護フェンス
を設置しています。保安措置の的確な実施・確認を目的に年
1回の総合訓練および3ヵ月に1回の基本訓練が義務付けら
れています。今年も国土交通省による当社の国際埠頭施設
の定期現地調査が実施され、適正な対応が取られていること
が認定されました。

首都圏直下型地震発生時の事故対応
首都圏直下型地震発生時の事故対応として、12台の地震計
を設置して、地震発生時に計器室にアラームで地震発生を知
らせるシステムを採用しています。携帯電話を使った従業員
の安否確認システムや、昭和シェル石油グループ各社との連

災害対策訓練の一例

消火器訓練 実火を使用し、消火器の取り扱い方法について学ぶ訓練。

消防基本操法訓練 礼式、ホースの展張、接続巻き取り、筒先の構え方、消火栓操作の訓練。

防災協議会の防災訓練 水江工場、扇町工場の各地区における協議会の防災組織と地元公設消防で行う合同防災訓練。

新潟防災訓練所での訓練 新潟防災訓練所は、新潟市にある昭和シェル石油防災訓練所であり、全国でも唯一実際にガスや燃料油に火をつけて消火訓
練ができる施設。

消火器訓練

災害時を想定した総合防災訓練（防災本部）

防災協議会の防災訓練

総合防災訓練（消火班）

消防基本操法訓練 新潟防災訓練所での本格的な訓練

本社・水江工場正門の警備体制

2009 年 1 月　東扇島地区に警備員を配置 安全ルールを徹底する入構者教育

2009 年 12 月　東扇島地区ローリー出荷場に出口バーを設置

各工場内の訓練、地域・近隣の事業所・消防署などと連携した
防火・防災訓練を実施しています。

絡強化を目的とした衛星電話システムも導入しています。ま
た気象庁緊急地震速報の情報提供に伴い、緊急地震速報受
信システムを京浜製油所全地区に設置し、安全の確保を図っ
ています。

製油所の保安・安全確保

SOLAS条約　International Convention for the Safety of Life at Sea（海上における人命の安全のための国際条約）の略。ニューヨークのテロを受け、2002年に、港湾におけ
る保安体制の一層の強化（テロ対策）を求める内容に改正された。
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工事部会活動（21社会活動）
2006年5月21日のタンク火災事故の後、工事部会にて常駐協力会社による「21社会＊」を発足させ、安全の確保
のため、さまざまな活動を継続して行っています。

水江工場計画整備工事での無事故達成
2009年4月から5月にかけて約1カ月半の工事期間に延べ約4万5千人の作業関係者が従事しました。
労働時間は約40万時間に上りましたが、以下のような取り組みを行い、無事故・無災害で乗り切ることができました。

労働災害の防止対策

安全な職場をめざして
HSSE（安全・環境・危機管理・健康）の確保を経営の基盤にし
ている当社は、この理念に基づいてそれぞれの作業基準を構
築し、PDCAサイクルを回しています。今年は｢アジア最強の
製油所を目指して｣事故をゼロにするために「基本ルールを守
りましょう」をスローガンに活動しました。しかし、2009年の
労働災害は5件となり、怪我の発生を食い止めることができ
ませんでした。
2010年は事故ゼロにするため、セーフティマネージャ（安全管
理者）制度をスタートさせ、ヒヤリハット＊活動、危険予知活
動（KYK）、各種パトロールによる危険個所の改善提案・実施、
石油連盟やグループ会社からの保安情報活用により安全な
職場環境の構築に努め、当社従業員のみならず協力会社も含
めて安全活動を行います。

危険予知の能力向上をめざして
人間は間違いを起こす特性を持っています。この特性に向き
合い、危険を先取りする手法の一つとして、KYT4ラウンド
法＊を朝のミーティング時や日常作業時などに活用していま
す。また、協力会社作業員の安全管理の指導徹底を図るため、
工務部門、環境安全部門の担当者が「安全パトロールベスト」
を着用し、工事現場を巡視、点検しています。

安全協力会活動
東亜石油安全協力会会長を当社京浜製油所長が勤め、「構内
での作業の安全に関しては東亜石油が責任を持つ」という信
念のもと、協力会の各部会に積極的に参加し安全文化の醸成
を目指しています。当社では2年毎、4年毎に行われる大規
模整備工事だけでなく、日常保全工事も多く行われます。大
規模工事に対しては災害防止協議会を結成し、日常保全工
事に対しては工事部会、海上出荷業務に対しては船舶部会、
陸上出荷業務に対しては運輸部会を結成し作業の安全を図っ
ています。
各部会は定期的に安全パトロールを実施し、不安全箇所・行
為を指摘・改善しています。

硫化水素含有サンプル採取口の安全性確認

災害防止協議会パトロール：出発前の安全唱和 運輸部会パトロール：本日の重点項目を説明 船舶部会パトロール：チェックリストによる安全確認

安全衛生パトロール指摘事項改善グラフ ポンプ切替作業
危険予知の能力向上を目指して指差呼称で再確認

工事部会パトロール

協力会社による工事安全教育

1. 毎日、朝礼時に当日の作業確認、注意事項確認、
 危険予知確認、作業員の健康状態確認を行う。
2. 部会メンバーによる安全パトロールを行う。
3. 毎月21日に全体朝礼、パトロールを行う。
4. 他社の事故事例を調査し教育材料とする。
 （事例検討部会）
5. やってはいけない事を明確にする。
 （禁止事項検討部会）
6. 月に２回、DVDを利用した安全教育を行う。
7. ヒヤリハット事例を発掘し、改善へ活かす。　
8. 健康管理
 ・血圧が健康のバロメーターになると考え、
  作業前に測定して作業分担を決定する。

1. 工事担当部門、製造部門、環境安全部門が合同の準備チーム
 を立ち上げ十分に準備を整えた。
2. 災害防止協議会の結成
 災害防止協議会は安全に関して各施工会社を取りまとめ、
 安全上の注意事項を徹底させる役割を果たした。
3. 教育の充実
 コントラクター（工事請負業者）と東亜石油が双方向の
 教育を実施した。
 工事担当部門から製造部門に対しても教育を実施した。
4. 貯液中の内容物表示（見える化）　
 貯液中の内容物が何であるか明確にする看板を掲示した。
 間違えて開放する危険を防ぐことができた。
5. 工事内容の共有化
 シンプルフローに工事個所を記載し掲示板に掲載した。
 朝礼時にはプロットプランを使って工事個所を説明した。

 ・作業前にアルコールチェッカーで確認する。
 ・現場での危険予知確認表に健康状態確認欄を設け、 
  自己申告する。
9. 東亜石油との情報交換
 ・東亜石油の安全衛生委員会の議事録内容に基づき
  行事内容の説明を行う。

●	当社の過去3年間の労働災害件数（黒字：従業員　赤字：協力会社社員）

2006 2007 2008 2009
休業災害 1 1 2 2（従：1／協：1）
不休業災害 0 2 1 3（従：1／協：2）

安全衛生パトロール
毎月、産業医・看護士も参加し、従業員の安全衛生､健康増進
および施設の安全性の確保に関する活動について安全衛生
委員会で審議しています。また、職場パトロールを行い、不安

全個所・不衛生個所を指摘しています。指摘箇所については
早急に対応が行われ、改善を進める仕組みを構築しています。

21社会　2006 年 5 月 21 日に起こったタンク火災事故後、工事施工の安全管理を強化するため常駐協力会社で結成した活動組織。

製油所の保安・安全確保

ヒヤリハット　日常作業中に感じた些細な危機感（ヒヤリとしたりハッとした）の中に、重大な災害の原因が内包されている。これらの事例から早期に災害の芽を摘み取り、未然に
事故を防止する運動。
KYT4ラウンド法　災害発生防止策までを含むより高度な危険予知トレーニング方法。

パトロール指摘事項	処置進捗状況
2007年1月−2009年12月		指摘合計880件

終了分 未了分

終了分
94.4%

未了分
5.6%

pick up 1

pick up 2
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救急救命訓練
毎年、川崎臨港消防署に講師を依頼し、普通救命救急法の講
習を実施しています。
2009年は当社・協力会社の従業員合わせて34名が参加し、意
識の確認･気道確保・人口呼吸・心臓マッサージなどの応急
手当、AED＊を使った心肺蘇生法について実技を受講し、普
通救命救命講習修了書の交付を受けました。万が一の時に
備え、的確な対応ができるような体制にしています。水江工場、
扇町工場あわせて9台のAEDを設置しています。

安全協力会工事部会長インタビュー

　東亜石油（株）京浜製油所と関わりを持ってから、7年の歳
月が経ちました。

　この間､ 元請会社の立場として、常に「安全第一」というこ
とを構内常駐協力会社とともに認識し、実の有る活動、すなわ
ち結果に結びつく活動の継承を課題に取り組んできました。
　日常保全工事、日常計画工事、定修工事などを行う際、施工
側に起こりうる「災害」には、工期短縮による災害、工事施工
の難易度による災害、報告・連絡・相談欠如による災害、工事
職種（鉄工、機械、電気、計装、検査、保温、塗装、土木など）
による災害、自然環境による災害が考えられます。
　すべてにおいて、施工側が当然危惧しなければならない事であ
り、対策を講じなければいけません。そのために、「安全協力会」、

「災害防止協議会」を運用し、安全衛生管理体制の確立、発注者・
協力会社の役割の明確化、活動に対する方針・目的の明確化に
つなげています。

　この三つの事項を双方間で、明確にすることが活動の基盤と

　なり、活きた活動となるのです。
　その活きた活動として以下の項目を実施しています。

１毎日の朝礼実施および参加
 協力会社作業員は全員参加

２協力会社責任者・安全専任者によるパトロールの実施
 不安全作業・不安全環境・不安全状態に対する検証改善を実施
　する

３定例会（工事部会・21社会）などの参加
 「安全」に対する各社共通認識の構築
 常駐協力会社に対する「教育」「指導」の構築

　これらを実行していくことで、協力会社（施工会社）への安全に対
する意識を高揚させ、安全管理活動を徹底しています。
　決して「安全」に終わりはなく、「安全」に対する取り組みには、難
しい方程式はありません。

救急救命訓練（呼吸確認）

定期退職感謝状贈呈：新たな希望を胸に再雇用制度を選択

独身寮

東亜石油安全協力会  工事部会長  高橋	勝さん

ワーク	ライフ	バランスの取り組み

従業員が希望を持って働く職場づくり

仕事と家庭の両立と効率的な労働時間の管理
仕事と家庭の両立支援のため、育児・介護休職制度を設けて
います。
また、労働時間管理を徹底する取り組みとして、2009年は時
間管理表により労働時間の把握、分析を行いました。各自が
日々の就業状況について、時間・内容を記載し、その分析を行
いムダや削減できる業務を各部署で検討し、効率的な仕事の
進め方に取り組んでいます。

再雇用制度を導入して熟練者の技能を活用
2006年に高年齢者等雇用安定法が改正され、当社では再雇
用制度を開始しました。これは、本人が希望し、会社が定めた
基準を満たせば厚生年金の満額受給開始まで再雇用する制
度ですが、2009年は、対象者16名のうち10名を本制度に基づ
き再雇用しました。
また、55歳を迎える対象者には、ライフプランセミナーを実施
し、当社の再雇用制度について説明を行うとともに、今後の
生活設計を立てる機会を設けています。

当社は、従業員が健康で生きいきとやりがいを持って働くことのできる職場環境づくり、および仕事と家庭の両立を目指し、労
働組合の意見も取り入れながら種々の施策を行っています。

住宅政策の改定
製油所の緊急時に従業員がより早く駆けつけられるように、
製油所近く（5km）に独身寮を移転させました。それに伴い、
社有社宅・独身寮を2009年3月末をもって廃止し、全て借上
方式に移行しました。なお、社有社宅・独身寮は、2009年9月
末に売却が完了しました。

労働組合との協調
会社と労働組合は労働条件・作業環境など従業員に関係する、
さまざまな事項について適宜協議を行っており、労使信頼関
係を基盤に健全な労使関係を構築しています。

障がい者の雇用
当社は6名の障がいを持つ従業員を採用しており、それぞれ
に適した職場で活躍しています。

当社では、安全協力会社組織として工事部会を結成しています。HSSE運
用に関して日頃当社と一体的な活動をお願いしている工事部会会長の千代
田工商株式会社の高橋さんに「安全活動」についてインタビューしました。

従業員が希望を持って働く職場づくり製油所の保安・安全確保

AED　Automated External Defibrillatorの略。突然死の多くを占める心臓疾患における心室細動を除去する、自動体外式除細動器のこと。

プラントの修繕・メンテナンスに外部から関与する立場で
「安全管理活動」についてお聞かせ下さい。
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職場の健康・衛生管理

健康診断
労働安全衛生法に基づく健康診断実施のほか、疾病の早期発
見のため希望者全員が年に１回、胃部レントゲン・腹部超音
波・眼底検査を行い、女性従業員の希望者には、女性特有の
がん検診の受診も行っています。血液や尿については社内で
二次健診を実施し、結果によって該当する専門医への受診を
勧めています。また、急な体調不良や気になる症状、健康診断
の結果などについて産業医や看護師がプライバシーに配慮し
て面談を行い、専門医への受診を勧めています。

専門家による健康講演会
食の専門家である管理栄養士による講演会を開催しました。
健康を意識し、脂質や肥満防止のためにできる具体的な方法
などが紹介されました。

従業員が職場において肉体的・精神的健康を保持していくことは企業活動を続けていく上での基本条件となります。
従業員の健康管理に加え、多様な支援を行っています。 この地域に立脚して操業を続ける当社は、地域社会の一員として、友好的に融和し広く信頼を得るよう積極的なコミュニケー

ション活動を展開しています。
これまで主に渉外担当の部署が行っていた地域との交流を、会社全体でより積極的に進めるための委員会「地域と共に歩む
会」を設けました。委員は幅広い部署から選任され、年間計画の策定、マネジメントへの実施状況の報告を行っております。
一方、災害防止についても、災害対策（P27）で触れたように近隣事業所と連携して広域的な防災訓練を積み重ねています。

食生活改善のための情報提供
脂質異常の予防・改善や飲酒量や休肝日設定など、身近にで
きる小さな積み重ねを考え、自発的に取り組めるよう定期的
に食生活改善のヒントを情報提供しています。

歯の健康相談
歯と口腔の健康づくりのため、年1回、歯周病・虫歯予防や歯
磨きの仕方など歯科医師、歯科衛生士に相談ができます。毎
年利用している従業員も多く、「8020（80歳まで20本を守る
ために）」というスローガンのもと、セルフケア意識が高まって
きています。

作業環境測定の実施
毎年6月の「環境月間」に合わせて職場の作業環境測定を行っ
ています。製造現場や試験室では有機溶剤や特定化学物質
の大気中濃度、また事務所内では照明の明るさ、空気の汚れ
などを測定し、良好な職場環境の維持、改善に努めています。

健康診断

口腔健診 職場の作業環境測定
川崎観光協会連合会ホームページ：東亜石油見学案内

計画整備の実施を地域のみなさまにお知らせするチラシ

当社工場見学ツアーの参加者

食生活についての説明が行われた健康講講演

地域社会とのコミュニケーション

町内会活動−整備工事の事前のお知らせと行事への参加
水江工場の計画整備工事に当っては、近隣のご町内・企業へ
事前にご説明とご協力のお願いをしております。2009年から
は、より分かりやすいチラシを作成し、町内はもとより行政機
関や企業を訪問しています。また、委員が各町内会の行事に
参加し、町内の方々と交流を深めました。

川崎産業観光振興協議会に加入
2009年2月に川崎産業観光振興協議会に加入しました。こ
の協議会は川崎市や大学・企業の産・官・学が一体となって、
川崎市の産業を観光資源として多くの方に川崎市の産業を

知っていただくための活動を行っています。加入に伴って、
川崎観光協会連合会のホームページに会社の概要・見学受入
の手続きなどが掲載され、一般の方が見学の申し込みをでき
るよう情報提供を行っています。11月には協議会を通して
一般の方約50名が見学にみえました。当日は会社概要・石
油精製プロセスの説明と工場見学を行いました。見学者の
皆様は、原油から製品ができるまでを大変興味深くまた熱心
に聞いておられました。

地域社会とのコミュニケーション従業員が希望を持って働く職場づくり
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コミュニケーションツールの紹介

国内における石油製品の需要は、人口の減少や少子高齢化などにより国内石油需要の構造的減少に加えて、近年の環境問題への
対応や価格高騰による燃料転換などから、ガソリンを除いた主要燃料である灯油、軽油およびA重油の各油種が前年実績を下回
ることとなり、燃料油合計で4年連続して前年実績を下回ることとなりました。
このような事業環境にあって、当社グループとしては引き続きアジア最強の競争力を有する製油所になるというコーポレートビジョ
ンのもと、如何にして製品付加価値を高めることができるのか、如何にしてコストを削減することができるのか、これらの課題に
TPM活動を通じてチャレンジするとともに、コスト削減活動を推進するために設けたCCPC（コストカットプロモーションコミッ
ティー）の機能を強化し、トップダウンによるコスト削減活動を一層推進することにしており、企業間競争に勝ち残り、主力製油所
として持続的発展を確固たるものにしていくよう全力を尽くしております。
また、今後一層激変が予想される企業経営を取り巻く環境変化に対して迅速に、かつ効率的に対応できる競争力のある組織の構
築を目的として機構改革に着手するとともに、従来より進めております人材の育成につきましても最善の努力を継続しております。
　　　
一方、金融商品取引法により上場会社を対象に義務付けられた財務報告に係る内部統制の評価報告制度（いわゆるJ-SOX法）に
ついては、組織的な対応を行い本格的な運用を開始しており、本年は更にJ-SOX法対応の枠組みを維持・発展させ、J-SOX法対
応体制の確立を行う所存であります。
当社グループは、経営の基本でありますHSSEを会社が果たすべきCSR（企業の社会的責任）活動の根幹に据え、重点目標の最
優先課題として推進しております。加えて、地域との共存・共栄なくして企業の発展はありえないことを社員一人ひとりが認識す
るとともに、コンプライアンスにつきましても、全社員に徹底するよう取り組んでまいります。

株主の皆様とともに
小・中学生の工場見学受入
8月には逗子市から小学生が夏休みの自由研究のため、来所
しました。これまで中学生の見学実績はありましたが、小学
生の見学受入は初めてで、見学の案内者は会社や石油につ
いてどう説明をしたらより理解を深めてもらえるか、何度も
打合せを重ね、アニメーションや実験を取り入れた見学とし
ました。少しでも自由研究の役にたってもらえたと
思っています。

また、市内の中学校の社会
科の先生が、授業の研修のた
め見学にみえ原油や石油製
品のサンプルを提供しました。
今後、より多くの中学生にも
会社見学においでいただくよう、
学校や先生方への情報発信にも
力をいれていきたいと考えており
ます。

ボランティア
　毎年行っている近隣町内会・企業と共同の市道沿い清掃活
動を9月に扇町地区、7月と12月には水江地区で行い、延べ
346名の従業員（協力会社含む）が参加しました。以前は道
路にゴミが捨てられている光景がみえましたが、最近は少なく
なってきました。今後も市道沿いの美化のため、町内会・企
業と協力して進めてまいります。

会社名を入れ記念撮影したい

との希望で看板前にて撮影

水江工場周辺の清掃

消防訓練の見学 →

地域社会とのコミュニケーション 株主の皆様とともに

品質管理課にて液体窒素による低温凍結実験

●	株主総会事業報告書●	社友会会報●	社内報●	ホームページ

品質管理課にて液体窒素による低温凍結実験
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コーポレート・ガバナンス＊

公正な購買活動

コンプライアンス

内部統制システム＊の整備・構築
当社では2006 年に会社法に基づく「内部統制システムの基本
方針」を制定し、この方針のもとにコンプライアンスやビジネ
ス・リスクマネジメントの更なる強化、内部監査の実効性向上
を図っています。また、金融商品取引法に基づく内部統制、い
わゆるJ-SOX法対応のシステム運用を2009年1月より開始し

コンプライアンスの推進
社員のコンプライアンス意識を高めるために、社内メールによ
る行動原則担当取締役のメッセージ発信や監査倫理室によ
るコンプライアンスの周知・啓蒙および情報提供などを行っ
ています。また、社員への研修も毎年実施しており、2009年に
はパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラ
スメントをテーマに行いました。

社員相談窓口制度
行動原則もしくは企業倫理上や法令上の問題がある事例な
どに関して、何らかの理由で上司や仲間に相談できない場
合のために「社員相談窓口」を設けています。相談窓口は通
常の業務執行ラインからは独立しており、相談者のプライバ
シー保護と不利益な取り扱いが起こらないように配慮されて
います。現在、「オープン・ドア・ポリシー」「倫理ヘルプライン」、
第三者機関を利用した「社外相談窓口」の3つの相談チャン
ネルを備えています。

情報開示体制
当社では「情報開示に関する基本方針」により顧客・取引先、
株主・投資家、地域住民の皆さまに公正かつ適時適切な情報
開示を行うことを宣言しています。そして「情報開示規程」の
制定および情報開示委員会の設置運用により、適時・適切な
情報開示によって経営の透明性が高められる体制となって
います。また、このCSRレポートやホームページなどを通じた
積極的な情報発信にも努めています。

ビジネス・リスクマネジメント
ビジネスを行っていく上で、漏れなくリスクを把握しコント
ロールすることが企業の持続的成長に欠かせない条件です。
そのため、リスク項目の抽出、その発生可能性と影響度によ
る重要度分類を行って体系化したビジネスコントロールマ
トリックス表＊を作成し、リスク低減やリスク排除の管理を
行っています。

東亜石油はHSSE（安全・環境・
危機管理・健康）の確保を基本
として、安全・安定操業に取り組
み、事故・トラブルのない製油所、
そしてアジア最強の製油所づく
りを達成することが、すべてのス
テークホルダーの皆様の利益を
かなえ、また当社が持続的に発
展できる道であると考えていま
す。今まで長年培ってきた石油
精製装置の運転技術、設備管理
技術に加え、新たな技術・手法を
積極的に導入して省エネルギー
や環境保全に今後も努めてまい
ります。

前項までご説明してきました通り、東亜石油は物的・人的資源を駆使して高品質の石油・電力エネルギーの安全操業・安定供給に
努めております。これらの企業活動を正しく管理・運用して社会的責任達成を目指す指針と取り組みを以下にご紹介いたします。

東亜石油のCSR 経営
企業活動を正しくコントロールする

東亜石油の CSR 経営

経営理念は、www.toaoil.co.jp/company/philosophy.html	
HSSE理念は、www.toaoil.co.jp/company/hsse.html をご覧下さい。

内部統制システムの基本方針は、
www.toaoil.co.jp/company/control.html をご覧下さい。

行動原則は、www.toaoil.co.jp/company/philosophy.html をご覧下さい。

購買基本方針は、www.toaoil.co.jp/company/csr.html をご覧下さい。

1．安全・安定操業の継続とHSSEの確保
● 作業安全ルールの徹底による
　労働災害の撲滅

● 設備の信頼性強化
　（装置を停めない製油所づくり）

● 環境保全と地域社会との共生

● 品質保証体制の強化
　（顧客からの信頼確保）

2．付加価値向上とコスト削減（TPM活動の推進）
● ハイドロカーボンマージン＊の最大化
● 省エネルギーの推進
● 徹底したコスト削減

2010年東亜石油（株）重点目標

［アジア最強の製油所を目指して］
ー	チャレンジ2010	ー

コーポレート・ガバナンス体制図

株　主　総　会

代表取締役 監査役会 会計監査人

経営会議

HSSE関連委員会

内部監査部門

各　部　門

HSSE委員会 監査委員会

社員相談窓口

倫理委員会

取	締	役	会

業	務	執	行

3．人の育成と組織の活性化
　　（トラブルゼロの人づくり）＊

● スケジュール管理と責任者の明確化

● 東亜テックスの再構築による
　グループ経営資源の集中

4．適正な業務の遂行と内部統制の強化
● 社内規程類の順守強化

当社は取締役会で経営の重要な意思決定や業務執行の監督を行い、監査役会で取締役の職務執行状況などを監査してい
ます。また、本社と製油所部門を一体とした極力フラットな組織とし、迅速な意思決定がなされる体制としています。
業務執行に際してはHSSE委員会などの各種委員会により全社横断的に十分な審議が行えるようになっています。
これらの組織・体制は社会環境や法的環境の変化に合わせ最適なものを構築し、より効率的で透明性のある経営を目指
しています。

当社の購買活動は、購買基本方針に基づき、お取引先に対して常に公平な立場を保ち、公正な購買活動を維持することに
より、取引先との相互の信頼関係や協力関係を強化しています。

当社はコンプライアンスに対する意識を社員一人ひとりに浸透させることが経営上の重要な課題と考え、その推進に全社
をあげて取り組んでいます。社員が守るべき行動の一般的普遍的な規範として、法令順守および社内規程類順守のみなら
ず社会規範や企業倫理の順守まで範囲を拡大して「行動原則」を定めています。さらに具体例を盛り込んだ「行動原則の
解説」を作成し、これを社員が社内イントラネットで常時閲覧できるようにしています。

ました。この内部統制の評価・報告体制を維持発展させるた
め、今後もシステムの整備改善に取り組んでいきます。

トラブルゼロの人づくり　運転トラブルを起こさない人づくり。
コーポレート・ガバナンス　企業統治。企業がその目的に照らして適正に経営されるように監視し、牽制する仕組み
内部統制システム　企業が公表する財務諸表の信頼性確保、事業経営の効率性の向上、事業経営に係わる法規の順守をうながすために企業内部に設けられた仕組み。

ビジネス・コントロール・マトリックス　リスク管理を行うツールで、抽出したビジネスリスクごとにコントロール方針・方法を表（マトリックス）にしたもの。

HSSE を主題として 2010 年 CSR レポート
をお届けいたしました。
原油高・エネルギー転換・国内需要の低迷に
より、石油産業は業界の再編成、生産設備の
削減という難局に直面しています。
しかしながら石油は産業・人々の生活におい
て貴重なエネルギー資源であることに変わり

はありません。
私たちはこれからも HSSE の理念を順守し、
CSR を実践するために誠実に日々の業務に
取り組んでまいります。

2010 年 3 月
東亜石油株式会社

CSR レポート編集委員会

編集後記


