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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
 神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号
敷地面積	 859千㎡
従業員数 534名（連結／2012年12月31日現在）
 452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、コークス、硫黄、電力
主要装置 常圧蒸留装置（65,000バレル／日）
 減圧蒸留装置／揮発油水素化脱硫装置／接触改質装置／
 ベンゼン抽出装置／灯軽油水素化脱硫装置／減圧軽油水
 素化脱硫装置／流動接触分解装置／重質油熱分解装置
 （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 針目　次

代表取締役社長
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【対象期間】
2012年1月〜2012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

【参考にしたガイドライン】
・環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
・環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」
・GRI（Global Reporting Initiative）「持続可能性報告ガイドラインVer.3.1」

【発行日について】
初回の発行 1999年 10月 第13回の発行 2011年  3月
第10回の発行 2008年  3月 第14回の発行 2012年  3月
第11回の発行 2009年  3月 第15回の発行 2013年  3月
第12回の発行 2010年  3月 第16回の発行予定 2014年  3月

●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「小さくてもユニークで収益力のある製油所」の実現に向けて行って
いるさまざまな活動の中で、最も力を入れている安全活動と災害対策について
トピックスに記載しました。

●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。

高度化法、分解装置装備率：「エネルギー供給構造高度化法」に基づき、定められ
た石油の有効利用の一つの指標。分解装置装備率＝（重質油分解装置の処理能力
÷常圧蒸留装置の処理能力）を2013年度末までに国内平均で13％以上に引き上
げることが可能となるように石油元売り会社毎にそれぞれ義務付けられている。

「小さくてもユニークで収益力のある製油所」の実現をめざして
2013年の石油業界は厳しい環境の下、ビジネスに大きな変革が求められています。
私たちは東亜石油の強みを生かし、この激動の時代を石油と電力のエネルギー供給会社として挑戦していきます。

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。
東亜石油もHSSE（健康・安全・危機管理・環境の略）の確保を経営の基盤として
企業活動を実践している。

＊1 ＊2

TOP MESSAGE

東亜石油の強み
　石油需要が減少傾向にあるなか、2012年は石油精
製設備の構造的な過剰問題について「高度化法＊1」に
対応した大きな動きがあり、石油元売り会社から相次
いで製油所閉鎖の発表がありました。当社は業界他社
に先駆けて2010年2月に2工場あるうちの一方であ
る扇町工場の閉鎖計画を発表し、予定通り2011年9
月に扇町工場での原油処理を停止して「新生 東亜」と
して出発しました。
　当社の特徴である日本トップクラスの分解装置装備
率＊1を誇る装置構成のもと重質油熱分解装置を最大
限に活かした設備の再構築・改善をスピーディーに実
行しています。
　また、石油事業から発生し余剰となる副生ガスを有
効活用している発電事業は今後の当社エネルギー供給
事業の一翼を担うものであり、両事業のシナジー効果
を最大限に引き出すことで、当社の持続的発展につな
げていきたいと思います。

災害に強い製油所
　2011年3月の東日本大震災では当社グループは幸

い操業を継続し東日本エリアに石油製品と電力を供給
することができました。この震災を教訓にその後、地
震・津波の影響／リスクを検証した結果に基づき、従
業員、協力会社従業員の安全を最優先に確保し、地震
による液状化対策をはじめとした災害時対応力を強化
するハード、ソフトの施策を計画的に推進しています。

安全確保とコンプライアンスの徹底
　当社の経営の基盤は、「HSSE＊2の確保」と「コンプ
ライアンスの徹底」です。特に製油所の安全・安定操
業は企業活動を行っていく上で最優先事項であり、事
故や労働災害の発生は企業の存続を危うくするものと
認識しております。今まで、さまざまな角度から「安
全管理」や「設備の信頼性向上」などに取り組んでき
ましたが、残念ながら2012年は重大労働災害事故を
引き起こしました。私たちはこの事故を真摯に受け止
め、「安全文化レベル向上活動」に全社員が一丸となっ
て取り組んでいきます。

　また、コンプライアンスに関しては、ひとたびコンプ
ライアンス違反を起こすと会社の信用は失墜するばか

りではなく、相当な損失も被
こうむ

ります。したがって、「コ
ンプライアンスは法令順守だけではなく倫理的に高い
レベルの行動を企業に求める」との社会の要請にこた
え、引き続き企業の責任を果すべく行動していきます。

エネルギー供給会社としての持続的発展
　当社は創立から70年余り、石油製品を皆様に供給
してまいりました。
　経営理念に掲げる「東亜石油の使命はエネルギー安
定供給により社会に貢献することにある」を実践して
いくためにも「蓄積された石油精製技術力」、「現場力」
および「経験豊かな人材力」をさらに向上させて事業
を展開していく所存です。
　経営環境の変化が加速している石油業界の中で「小
さくてもユニークで収益力のある製油所」の実現をめ
ざしてまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援
を賜わりますようお願い申し上げます。
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災害に強い製油所をめざして

製油所の安全・安定操業をめざして

効率的な製油所をめざして

安全文化レベル向上検討チームによる決起集会

24時間態勢で行われている
護岸液状化対策工事

タンクローリー車で出荷される石油製品

トピックス

トピックス

東亜石油は2011年9月末に旧扇町工場を閉鎖し、原油処理能力は65,000バーレル/日となりましたが、
原料油を外部より調達し、2次装置を最大限に活用し、高付加価値の石油製品を生み出す「小さくてもユ
ニークで収益力のある製油所」の実現に向けて活動しています。

　当社は、HSSE（健康・安全・危機管理・環境）の確保を
経営の基盤と位置づけており、安全・安定操業は当社の持
続的発展の大前提であります。労働災害を含めた事故や
設備トラブルはステークホルダーの皆様や社会の信頼を
損なってしまいます。これからも事故・トラブルの防止対
策はもちろんのこと、過去の事例を教訓とした、作業安全
ルールの徹底、責任者の明確化など「安全文化レベル向上
活動」の取り組みを着実に実行していきます。

　当社は、精製能力の適正化に向けての取り組みを他社
に先んじて行ってきました。原油処理能力は国内で最小
ではありますが、最高の分解装置装備率を誇り、石油精
製から発生する余剰な副生ガスを燃料とした大型の発電
所を併設し電力卸供給事業も行っているユニークな製油

所です。今後も、
効率向上に向けた
施策を実行し、石
油製品の需要減の
中でも収益力のあ
る製油所をめざし
ます。

　2011年3月11日の東日本大震災では操業を継続し、石
油製品の供給に貢献することができました。
　現在、災害に強い製油所をめざして、京浜製油所内の耐
震調査を実施し、想定される大地震に耐えられるよう出荷
設備にかかわる護岸補強工事を順次実施しています。
　また、万一に備え、油流出防止策、避難方法、情報連絡
方法などの緊急時対策マニュアルを作成し、日頃の教育訓
練を行っています。

　当社は、貴重な資源である原油の中でも重油留分の多
い重質原油を選択的に処理し、付加価値の高い石油製品
を生産するとともに、精製過程で副生するガスなどを燃
料として発電に有効活用している高効率な製油所です。
　石油製品や電力をお客様にお届けする際は配送や送電
にもエネルギーを消費しますが、幸いにも当社は京浜を
中心とした関東地区という日本の大消費地に立地してお
り、この強みを最大限に生かして、今後もエネルギーの
安定供給に継続して努力していく所存です。

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とゴールゼロの追求
	 ●	環境保全と地域社会との共生
	 ●	品質管理の強化（顧客からの信頼確保）
	 ●	健康管理の推進

2.	付加価値向上とコスト削減
　 	●	ハイドロカーボンマージンの最大化
	 	（原油・原料油選択と運転の最適化）
	 ●	省エネルギーの推進
		 	（バランスのとれたユーティリティーシステムの再構築）
	 ●	ロスの排除とコスト削減の徹底

3.	人の育成と組織の活性化
	 ●	個の尊重と各人の主体的な事業参画
	 ●	スケジュール管理の徹底と責任者の明確化
	 ●	関係会社との更なる活動の一体化
	 ●	社員教育の充実と成長機会の拡大

4.	適正な業務の遂行と内部統制の強化
	 ●	コンプライアンス（法令等の順守）の強化
	 ●	ハラスメントの撲滅

　高圧ガス保安法に基づく連続運転認定取得
　当社京浜製油所は2012年8月、高圧ガス保安法に基づく認定完成検査実施者
および認定保安検査実施者に係る現地調
査を高圧ガス保安協会より受け、当社の保
安管理システムおよびその運用は適切で
あるとの評価をいただきました。評価結果
に基づき、経済産業省より2012年11月
21日付で認定証を受領しました。引き続
き、保安管理システムの維持管理を徹底
し、保安の確保に努めてまいります。

　ボイラー・一圧整備工事実施
　4月から5月にかけて、製油所のボイラー・一圧連続運転に伴う設備の整備工事
を実施しました。装置の運転停止・開始においては、運転停止・開始リードサポー
トチームを臨時組織として発足し、安全に運転停止・開始できるよう状況監視する
とともに、近隣地域への環境影響を発生させないよう監視強化を行いました。
　また、工事期間中は、製油所周辺市道における工事用車両による交通渋滞緩和
対策として、工事用車両の入構を制限し、
通勤用に臨時バスを運行し、近隣市道の
混雑緩和に努めました。
　この工事は、協力会社従業員延べ6万
3千人の構内整備作業により、完遂する
ことができました。

リードサポートチーム打合せ風景
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（株）ジェネックス水江発電所 日本で唯一の重質油熱分解装置（フレキシコーカー） 高圧ガス認定現地調査

2012年 ハイライト

小さくてもユニークで収益力のある
製油所の実現

ー TPM活動を通した現場力の向上 ー

2013年 東亜石油 重点目標

安 全 管 理の強 化 推 進に向けて
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精 製 工 程 ・ 発 電 フ ロ ー 図

東亜石油の生産工程と能力

　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ことが可能な装置構成となっています。さらに、（株）ジェネックス水江発電所を併設し、重質な原油から各
種石油製品および電力を効率的に生産させる設備になっています。

東亜石油の概要と事業活動
事 業 形 態

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」にもとづ
いて、同社より原油・原料油を受け
入れて各種の石油製品に精製加工
し引き渡しています。石油製品は同
社がお客様に販売し、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、株式会社ジェ
ネックスへ発電用燃料を供給して
います。

当社の主要株主 （2012.12.31現在）

①	昭和シェル石油（株）	 50.1	%
②	東京海上日動火災保険（株）	 1.8	%
③	東亜石油従業員持株会	 1.3	%

　　　		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。コー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
　当社の構内業務（補助装置の運転管理、入出荷作業、構内作業
など）および（株）ジェネックス水江発電所の構内保全工事、点検
整備工事、ローリー出入荷管理業務、機器のメンテナンスなどを
担当しています。また、2012年末に事務所を東亜石油本館内
に移転し、当社グループの効果的な運営の一翼を担っています。 
▶www.toatecs.co.jp/

過去5年間の売上高および当期純利益の実績	（1月〜12月）

主な関連会社

＊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。

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

業務受託

業務請負

東亜テックス
株式会社

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

お 客 様

単体 連結
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生 産 拠 点

連絡配管網による効率的な一体化操業
　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、両地区から精製設備へ供給されます。水江地区、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。京浜製油所の特徴として、石油精製工程で生じる「減圧残渣油」「重油留分」から、さらにガソリン、軽油、灯油等の白
油を精製する高度な分解設備を所有しており、白油化率が高く、製品付加価値の高い製油所となっています。

水江地区 扇島地区 東扇島地区 シーバース

＊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。海底のパイプラインを通り陸上のタンクに貯蔵される。

東
亜
石
油
株
式
会
社

石
油
精
製
工
程

処理能力 単位：バレル／日

1バレル 　　　　 159リットル

重質油熱分解装置
（フレキシコーカー）

27,000

副生ガス
＆コークス

ジェット燃料

LPG

溶　剤

重　油

肥 料

硫　黄

ガソリン

石油化学原料

灯油／軽油各
種

　
　
　製
品

電
力

　
　
　卸
売

ガソリン

灯  油

軽  油

重  油

原 油
原  油

副生ガス
（低カロリーガス）

分
解
油

ガシファイアー

空  気
蒸  気

蒸  気

電  力

電  力

排ガス

蒸  

気

コークス

リ
ア
ク
タ
ー

ヒーター
ガ ス

色々な成分の混合物であ
る原油を、装置の沸点の
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。
製油所の最上流にある心
臓部です。

常圧蒸留装置から得ら
れた重油を真空に近い
状態でさらに軽質留分
を分離しています。
硫黄分0.1％以下の低
硫黄重油を生産してい
ます。

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。また、製
油所の精製用水素ガスも副生しています。

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。

水素化脱硫装置（揮発油／灯軽油／減圧軽油）

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。

常圧蒸留装置
65,000

＊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。

110℃

190℃

260℃

330℃

減圧残渣油

ベンゼン抽出装置
9,100

接触改質装置
9,500

揮発油水素化
脱硫装置
17,000

流動接触分解装置
（FCC）
42,000

減圧蒸留装置

蒸気タービン

ガスタービン

熱回収ボイラー

減圧残渣油

58,000

1号発電機
出力 194MW

2号発電機
出力 79MW

灯軽油水素化
脱硫装置

15,000

20,000

灯 油

軽 油

原料油（重油）等

低カロリーガス

高カロリーガス

LPG・ガソリン・軽油排ガス

反応塔再生塔

空  気

原料油

反
応
触
媒

再生触媒

減圧軽油水素化
脱硫装置
46,000

副生ガス
（高カロリーガス）

電力・蒸気

原料油

株
式
会
社
ジ
ェ
ネ
ッ
ク
ス

発
電
工
程

（製油所にて使用）
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■ メンタルヘルスケアの取り組み
　ストレスフルな社会情勢の中では、誰にでもさまざまなきっ
かけで心の不調が現れると言われています。当社では心の健康
を保持し、メンタル不調の早期発見・早期治療に役立つ研修を
定期的に実施、2012年は心療内科を専門とする産業医によ
るメンタルヘルスの基礎知識や具体的な対応などの研修を実施
しました。
　このような取り組みを通して、従業員自身がストレスや心の
健康に関心を持つことにより、ストレスを予防・軽減し、自発
的な対処ができるよう努めています。

■ 献 血
　労働組合との共催で年2回献血活動に協力しています。「困っ
ている人の少しでも役に立ちたい」と2012年は協力会社も
含めて140名以上が参加しました。このような活動に対し、
2011年に日本赤十字、2012年には川崎市より「献血事業推
進功労者」として表彰されました。
　今後も、輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うこと
へとつながる献血活動に協力していきます。

■ 従業員の健康管理
　「からだ」と「こころ」の健康確保のため定期健康診断や特
殊健診を行うほか、胃レントゲンや腹部超音波検査、また、
PSA検査（前立腺がんの早期発見）を受診できるようにし、従
業員が病気や身体の異常を可能な限り早期に発見し治療できる
よう支援しています。
　2012年は、定期健康診断結果の有所見率減少をめざすと
同時に、従業員に健康について関心を持ってもらう目的で、血
液さらさら検査を実施しました。
　さらに、健康診断結果により有所見者となった従業員には、
保健指導を実施し生活習慣病予防にむけ運動や食事を指導し、
従業員一人ひとりが自分と向き合い、健康を意識できるようサ
ポートを展開しています。

■ 健康を意識できる取り組み
　産業保健スタッフや外部講師による健康に関する講演会や研
修を定期的に実施し、従業員の健康維持・増進に積極的に取り
組んでいます。
　2012年は、スポーツインストラクターを招き、「肩こり腰
痛予防セミナー」と題した健康講演会を実施しました。
　また、産業医からは、動脈硬化を中心に生活習慣病リスク低
減に向けた注意点・改善方法についての研修・講義が実施され
ました。

従 業 員 が い き い き と 働 く た め に
当社は、HSSEの確保を経営理念の第一に掲げ、従業員がいきいきと働くことのできる職場環境をめざし、労働組合とも
協調しながらさまざまな取り組みを展開しています。

献血事業推進功労者表彰式

　私たちのTPM活動は、業務直結の小集団改善活動として職
場に定着しています。
　人の行動から設備の効率に至るまで、さまざまなロスを発掘
して改善する「ロス発掘排除活動」は、コスト削減（原料・副原
料・薬品・労務費など）にも寄与した全社員活動となっています。
　また、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）をマネージメン

現 場 力 向 上 を め ざ す 東 亜 T P M 活 動

ステップアップを続けるTPM＊活動「からだ」と「こころ」の健康管理

当社では、全ての生産工程からロス要因を排除して体質を強化し、企業の勝ち残りをめざす活動を推進しています。

C2K探検隊による職場5S評価

肩凝り腰痛予防セミナー

■ 若手社員の育成
　製造部門のOJTとしては入社3年目まで、各人に先輩社員
から選出されたインストラクターが付き、カリキュラムに沿っ
た教育が行われています。また、インストラクターに対しても
外部専門講師によって「コミュニケーションの取り方」などの
指導が行われています。
　OFF-JTでは若手社員育成の一環として、入社数年置きに集
合教育の機会が設けられています。さらに、業務遂行に必要な
技術・技能を習得するため社内各部署の経験者が講師となり専
門集合教育を行っています。

■ オペレーターの技術技能教育
　化学工学のパソコンソフトを使い、原理原則の基礎知識を学
習してプロセス技術を習得するほか、石油精製プロセスを理解
し、また緊急時や運転停止開始時に適切な対応が取れるよう、
当社の装置に則したシミュレーターを使用して模擬訓練を行い
オペレーター（運転員）の育成を図っています。

■ 運転技術伝承教育
　2012年は運転技術伝承の観点から中堅オペレーターを
対象に、スタッフや熟練者が支援して、運転停止開始手順の
Know Whyを自ら学ぶステップアップ教育を行っています。

人の育成

自主保全活動

新入社員安全教育

トに生かす「C2K活動」（Challenge・Control・Keep）では、
オフィスの整理・整頓ばかりでなく、職場において想定される
トラブルを回避するための、業務マニュアルの作成も行ってい
ます。
　各自が業務フローを作成し、誤った行動により起こりうるト
ラブルの想定、また過去事例についてリスクを洗い出し、職場
内全員が使用できるマニュアルを
作成しています。
　2012年には「社内業務フロー
コンテスト」や、「C2K探検隊」
による職場5S評価を実施しなが
らユニークな活動を行いました。

　2011年につづき2012年も“ふれあいボウリング大会”を開催し

ました。普段あまり関わりのない従業員同士でも、スポーツを一緒

に行うことでふれあう機

会をつくり仕事の面でも

スムーズな関係を築くこ

とができます。

　ボウリング大会は４日

間開催、延269名が参加

し懇親を深めました。
年末ふれあいボウリング大会

■ 自己啓発の支援
　従業員の自己啓発を目的に資格取得のための通信教育費や
TOEIC受講費用の補助など、さまざまな支援を行っています。毎年実施される産業医によるメンタルヘルス研修会

＊TPM：公 益 社 団 法 人 日 本 プ ラ ン ト メ ン テ ナ ン ス 協 会 が 提 唱 す るTotal 
Productive Maintenance（全員参加の生産保全）をベースに当社が会社目標を達
成するために展開をしている「TOA Productive Management（全員参加の製油
所経営）」活動。

職場探検での不安全箇所には
レッドポールが置かれます

ふれあいボウリング大会の開催

東亜石油グループ
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安全な職場づくり

＊クローズドシステム：運転を停止した装置に残留した油分・ガスをホース・配管
などを用いて回収することで大気に放出させない方法。

設備の信頼性を高めるために

　製油所の安全・安定操業を維持するため、設備の維持管理活
動を展開しています。

■ 信頼性向上委員会
　京浜製油所長を委員長とする「信頼性向上委員会」を四半期ご
とに開催しています。この委員会は、製油所の保安確保および設
備信頼性管理状況
に対してレビュー
を行い、必要な場合
においては是正の
指示を行い、設備信
頼性の向上および
保安管理の推進を
図っています。

　毎日の安全巡視と指導により、当社従業員の安全意識向上
を図っています。2010年より、セーフティーマネージャー

（安全管理者）を選任して安全管理強化を開始しました。加えて
2012年には、セーフティープロモーター（安全推進者）を選
任し、保安確保の対策と教育実施、労働災害撲滅に向け、構内
作業において不備箇所や不安全行為が発見された場合には、指
導・改善を実施しています。

■ 安全衛生委員会活動
　当社従業員の健康増進、および快適に働くことのできる環境
の整備に向け、京浜製油所長を委員長として、「安全衛生委員
会」を開催しています。毎月職場安全パトロールを行って不安
全個所の発掘を実施し、改善が終了するまで管理・指導を行っ
ています。また2012年は、下部組織活動として「安全文化レ
ベル向上活動」を開始し、労働災害撲滅強化を図っています。

■ 社長指示による昭和シェル石油グループ環境安全点検
　昭和シェル石油（株）グループでは、各社の製油所で毎年1回、
環境安全点検が実施されています。この点検では、各社の社長が

●	当社の過去3年の労働災害件数（従：従業員　協：協力会社従業員）

2009 2010 2011 2012
休業災害 2 2 1 4（従：0／協：4）
不休業災害 3 4 2 4（従：2／協：2）

■ 設備の安全性評価（「変更」のリスク管理）
　事業を継続していく上で発生する設備の新増設や改造、装置
の運転基準の変更などを実行する際には、事前に「変更管理部
会」を開催しています。当部会においては、潜在危険の排除や
事故、災害の防止策について十分に検討し、設備や運転の変更
時に発生しうるリスクの管理を行っています。なお、設備の大
規模な新増設については、「安全審査会議」を開催して、安全性
を確認しています。

■ 設備信頼性分科会
　装置の設備信頼性と運転管理状況の情報交換を密に行うため、
毎月1回定期的に、製造部門、工務部門、環境安全部門、技術・
管理部門の担当者が集まり、保安情報、装置稼働状況、設備改
善対応の進捗状況を報告し、安全安定運転継続に繋げる情報交
換を行っています。

HSSEマネジメントシステムの運用

■ HSSE推進体制
　当社は、HSSEの確保を経営の基盤と位置づけており、
HSSE確保に係る最高意思決定機関として、当社社長を委員
長とする「HSSE委員会」を設置しています。この委員会では、
HSSEの基本方針に基づく「健康」「安全」「危機管理」「環境」に
関する活動計画を策定しています。
　また、下部組織として「品質管理委員会」「安全衛生委員会」「信
頼性向上委員会」「環境委員会」を設け、委員会毎にHSSE確保
に向けた取り組みを推進しています。委員会毎の計画実施進捗

安 全 へ の 取 り 組 み

状況は、HSSE委員会において管理され、次年度の計画へ反
映されます。

■ 社長査察
　当社社長は、製油所のHSSE管理状況を把握していくこと
が経営基盤の確保に直結する重要事項と捉え、毎月社内査察を
実施しています。査察では、課題把握および改善への提言を行
うとともに、従業
員との意見交換を
通 じ て、 社 内 コ
ミュニケーション
の拡充を図ってい
ます。

社長査察メンバーによる作業環境確認

信頼性向上委員会

フレアスタック

❶ HSSE（健康・安全・危機管理・環境）は企業活動の基盤であり、社会的責務である。
❷ 労働災害の防止と健康の確保は人間尊重の原点である。
❸ HSSE（健康・安全・危機管理・環境）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。

H
S
S
E	

理
念

事業活動の継続には、健康、安全、危機管理、環境を保全することが社会的責務との認識のもとに、HSSEマネジメント
システムを構築し、信頼と持続発展可能な企業をめざしています。

HSSE理念
www.toaoil.co.jp/company/hsse.html

 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：所　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

●	委員会組織図

■ 安全な運転停止・開始作業への取り組み
　数年に一度行われる定期修理工事（装置を停止・開放して、点
検・清掃ならびに設備の増設や改造を行います）では、「運転停
止・開始時の環境クレームゼロ」を目標に掲げています。
　装置を開放して清掃や点検を行うため、準備作業として装置
内に残留する油分やガスを除去する作業があります。この作業
ではクローズドシステム＊によって油分・ガスを回収し、さらに
余剰ガスをフレアスタック（ガスの揚炎燃焼処理設備）で安全
に燃焼処理しています。このフレアスタックは騒音、臭気、黒
煙などの発生を最小限に抑制する除塵装置のついたタイプを採
用しており、さらに計器室・事務所・当直室にフレアスタック
監視モニターを設置して24時間体制での監視を行っています。

余剰ガスの燃焼処理の際には、事前に所轄消防署への届出（揚
炎届）や近隣町内会の皆様への連絡を行い、さらにガス処理中

には当社周辺のパ
トロールを実施し
ています。

■ 安全協力会活動
　構内で工事・荷役業務（タンクローリー、船舶）
を行う協力会社作業員の安全と健康を確保するため、

「東亜石油安全協力会」を組織しています。協力会
社とともに合同パトロールやワークショップを行い、
作業環境改善や労働災害の撲滅を図っています。
　また、構内作業において特に優れた安全上の取り
組みを行った協力会社や協力会従業員に対し、安全
協力会会長より優良表彰を行っています。 安全協力会表彰式 パトロールには、赤いヘルメット、制服を着

用したセーフティープロモーターも参加

協力会社との協働による安全確保

自社製油所における安全点検を総括指揮し、HSSEマネジメン
トシステムの効率的運用や、設備改善について情報交換を行っ
ています。
　グループ各社の点検結果は、
設備管理や安全衛生に関する
情報交流に繋がっており、当
社製油所の整備改善に活用さ
れています。

■ 指差呼称強化活動
　2011年に引き続き、ヒュー
マンエラー防止に効果のある
作業時の「指差呼称」の強化を
目的として、「指差呼称運動
パートⅡ」を年3回開催しま
した。当社従業員が構内の横
断歩道を横断する際に「指差
呼称」を実行するよう指導することで、「指差呼称」に対する意
識の向上を図っています。
　また、プラント運転計器の入力ミスや、事務所におけるPC
の入力ミスやメール誤配信等を防止するため、「指差し呼称シー
ル」を配布し、就業中目につく場所に貼付して「指差呼称」の習
慣化を促進しています。

ミーティング時の指差し呼称

※（株）ジェネックスを含む

昭和シェル石油グループ環境安全点検
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保 安 防 災 へ の 取 り 組 み

　当社では、石油製品の生産活動を行う上で、大量の危険物や
高圧ガスを取り扱っています。このため、万が一の災害に備え、
迅速かつ的確な対応が行えるよう年間計画に基づき訓練を実施
しています。訓練は、危険物の漏洩、火災、巨大地震時の津波
の襲来などを想定し、構内常駐の協力会社の方々とともに訓練
を実施しています。また、消防署や近隣企業の方々と連携した
合同訓練も行っています。
　この他、消火器訓練や消防基本操法訓練、防災協議会の防災
訓練、昭和シェル石油の防災訓練所での実火訓練などを実施し、
緊急時の被害拡大防止に向けた技術力向上に取り組んでいます。

総合防災訓練

　製油所構内への不審者侵入を防ぐため、入出する方および車
輌は、通門証を発行し厳しく管理を行っています。また、定期
的なパトロールの実施および構内に設置している監視カメラに
よって、24時間欠かすことなく、当社内のセキュリティを管
理しています。

　当社では、外部からの構内作業従事者が、事故・災害にあわ
ず安全に作業を遂行できるよう「入構
者教育」を行っています。構内で働き
当社業務を支える従事者全員に安全規
則の順守をお願いし、事故や怪我にあ
わない取り組みを進めています。また
近年では熱中症による疾病も発生して
いることから、教育時に配布する「入
構者安全心得」に、熱中症についての
項を追記し、注意喚起しています。

　2001年のアメリカ同時多発テロを契機にSOLAS条約（海
上における人命の安全のための国際条約）の改正が行われ、港
湾施設への侵入防止等、保安対策の強化が義務付けられました。
当社は改正SOLAS条約に基づく対テロ施策を実施しています。
当社桟橋ならびに着桟した外国船への不審者侵入を防止するた
め、桟橋に防護フェンスを設置しています。また桟橋設備の保
安措置の的確な実施・維持を確認するため、年1回の総合訓練
および、3ヶ月に１回の訓練を関係者とともに実施しています。

　東日本大震災では当社設備に大きな被害はありませんでした
が、地震への対応について再検証しました。この結果、より正
確な震度を把握出来るように地震計を1箇所から3箇所に増設
しました。また、地震速報受信時に吹鳴するサイレン音が構内
で的確に把握できるように、構内スピーカーの増設を行いまし
た。スピーカー増設後、2012年12月3日に気象庁が実施し
た全国緊急地震通報訓練に当社も参加し、緊急時を知らせるサ
イレン放送が構内スピーカーによって適切に周知されることを

総合防災訓練

自動化された石油製品性状分析機器

SQFステッカーを付けたローリー車へ積み込まれる石油製品 石油製品試料（サンプル）採集状況を確認する外部審査員

災害・事故防止ならびに安全確保へ向け、全社をあげて日々教育・訓練を積み重ねています。

改正SOLAS条約への対応
（海上における人命の安全のための国際条約）

セキュリティ対策

入構者教育

地震・津波対策

地震計  製造各課に設置 監視用テレビカメラシステム（防災室モニター） 全製油所構内をカバーしている
緊急時連絡スピーカー

お 客 様 満 足 を 高 め る 品 質 管 理
品質管理に関しては、日頃より品質事故ゼロを目標に、過去の事故事例等をもとに課題の洗い出しを行い、品質管理委員
会を通して検討、改善を進めています。

当社は、昭和シェル石油グループの
「Safety & Quality First（SQF）」活動
に参画しています。

● 従業員がSQFバッジを身につけることにより意識高揚を図っています。

● お客様への影響を最小限にするために、品質トラブル発生を想定した緊
急連絡通報体制を維持管理しています。

● 品質管理委員会を開催し、品質マネジメントシステムに関するHSSE実
行計画を定め、その活動の実施状況や成果をレビューしています。

● 毎月、全世界シェルグループ石油製品照合試験に参加し、高い評価点を
得ることで性状分析技術レベルの維持・向上に努めています。

■ 品質保証ISO 9001審査の実施
　当社はお客様に安定した品質の石油製品をお届けするため、
1996年からISO：国際標準化機構の品質マネジメントシステ
ム（ISO 9001）の認証を取得し、毎年、システムが適切に運用
されているかどうかを確認するためにISO内部監査と外部審査
を実施しています。
　2012年の外部審査については認証機関（LRQA：ロイドレ
ジスター・クオリティ・アシュアランス）により維持審査が実
施され、指摘事項等大きな問題点は認められませんでした。今
後もシステムの継続的改善を行いながら、最適な品質管理体制
を構築し効果的な運用を行っていきます。

消防基本操法訓練

川崎市消防局との合同訓練

確認しています。この他、巨大地震に伴う災害に備え、当社を
囲む水域・桟橋の状況を確認できるよう、監視用TVカメラの
増設を行いました。

❶ 顧客および社会に信頼され、安全で環境に優しい製品
を低コストで安定供給する。

❷ 品質管理の重要性を全従業員に周知徹底し、創意工夫
をもって品質管理の向上に努め、品質マネジメントシ
ステムの維持と継続的改善をはかる。

品 質 方 針
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生 産 活 動 に よ る 環 境 汚 染 物 質 排 出 対 策
原油・原料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の発生削減に努めています。

環境負荷物質の削減対策
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1,568 千 ton／年
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131 kg／日

1.96 kg／日

一般廃棄物

      61 ton／年
産業廃棄物

         0 ton／年

石油製品
昭和シェル石油

サービスステーション等へ

SOx（硫黄酸化物）
● 硫黄分を除去したクリーンな
 燃料ガスの使用
● 排煙脱硫装置による排煙中の
 SOx 除去

NOx（窒素酸化物）
● 低 NOxバーナーの使用
● 二段燃焼
● 排煙脱硝装置による排煙中の
 NOxを除去

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

蒸気
・
電力

CO2

SOx

NOx

ばいじん

COD

窒 素

リン

工業用水

828
万 ton／年

原油・原料油

405
万 kl／年

処理が必要なプロセス排水は、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へ放流

廃棄物
リサイクル
減量化

排煙・排水

石油精製事業

IPP 発電事業

炭化水素回収装置
（出荷ヤード）

電  力

1,660
万 kWh／年 燃料

INPUT 大気汚染防止対策 OUTPUT生産設備

水質汚染防止対策

●	水質汚濁防止実績の推移

●	大気汚染防止実績の推移

環境会計

対象期間：2012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

53 53 1,549 750

公害問題は発生しておりません。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
康被害補償に対する費用負担を行っています。

P13,16

❷地球環境
　保全コスト 省エネ 32 32 6 4

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。

P15

❸資源循環
　コスト

1．産業廃棄物
2．一般廃棄物 0 0 99 28 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％まで削減しました。 P16

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

427 -3,111 6,656 -2,738 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。 P6

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 31 -3

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、常時監視を行っています。
CSRレポートの充実を図り、メッセージを発信してい
ます。

P9,10
P13〜16

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 -1 港湾環境整備に対する費用負担を行っています。
（公害健康被害補償費を❶公害防止コストに含んでいます） 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
　センター会費

0 0 16 -2 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 512 -3,026 8,361 -1,962

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（2008年以降）

単位：百万円

品　　　目 売却量（ton） 回　収　額
鉄くず 740 17
廃触媒 458 34
合　計 1,198 51

触媒に含まれる白金、レニウム、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。

単位：百万円
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百万円

2008 2009 2010

環境投資額 累計環境投資額

9,142

2011

9,654

2012

512

4,398

794 794
412

1,206

5,604

3,538

保全コスト 16.6% 環境負荷抑制コスト 83.4%

512
2012年 

環境投資額の内訳

（百万円）

環境負荷抑制コスト
79.5%

環境損傷コスト 0.2%

管理活動コスト 0.4%

保全コスト 19.8%

社会活動コスト 0.1%

8,361
2012年 

環境費用額の内訳

（百万円）
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CO2

CO2

　当社では、CO2排出量削減のために、さまざまな省エネル
ギー活動を実施しています。
　2012年はボイラー・一圧整備工事を行っており、一部の設
備で省エネルギー改造を実施いたしました。この効果を最大限
に引き出すため、関係部署での監視および監視結果についての
ミーティングを随時行っています。また、エネルギーモニタリ
ングシート（社内におけるエネルギーの使用状況を記録・監視す
るシート）の改訂も行い、モニタリング強化を実施しています。
　年間の活動としては、今後更なる改善項目の発掘のため、3
月にSGSI（Shell Global Solutions International：シェルの
技術会社）から省エネルギーのプロフェッショナルを招き、改
善項目の発掘とそれを勘案した将来計画の見直しを行いました。
　当社は、エネルギー削減度合いをエネルギー原単位で管
理しています。2011年までにエネルギー原単位15%削減

（1990年比）を目標に掲げて省エネルギー活動を推進した結
果、2012年のエネルギー原単位は、7.87キロリットル-原油
/千キロリットルとなり、目標を達成しました。
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原油換算
KL／千KL

15％削減目標
（1990年比 → 2011年）

7.87

項　　目 2012 年 内　　容

SGSI による
省エネルギースタディ

3 月

SGSI を招き、省エネルギー改善項目
の検討を実施、176 件のアイディア
から 21 件の改善検討項目を選定した。
また、将来の設備計画に改善項目を反
映させる改定を行った

省エネルギー協議会 7 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

省エネルギー推進委員会 7 月 2012 年活動の中間レビュー

省エネルギー推進委員会 12 月 2012 年省エネルギー活動のまとめ

2010 年
芳香族製造設備低圧化運転
流動接触分解装置反応塔プレストリッピングスチームの削減

2011 年
低カロリーガス脱硫装置運用改善長期テストによるスチーム
使用量削減
灯油脱硫装置プロダクトサルファ管理強化による燃料削減

2012 年

水素製造装置スチーム導入量の削減
流動接触分解装置上流装置からの直接原料受け入れ量増加に
よるエネルギーロス削減
芳香族製造装置 中圧蒸気の高圧化装置設置による自家発電機 
発電改善
エネルギーモニタリングシートの改定
低カロリーガス脱硫装置運用改善連続運転

●CO2排出量 (1-12月ベース)

●	エネルギー原単位

● 省エネルギー活動に関わるコミュニケーション

【 エネルギーの有効活用の例 】

　石油精製工程では、多くのエネルギーを使用しますが、当社で
は種々の設備改造や高度プロセス技術の導入、運転改善を行い、
エネルギー消費を抑制する取り組みを行っています。また発生
したエネルギーを最大限に有効活用するため、熱交換器、廃熱
回収ボイラー、排ガス循環設備などの諸設備を設置しています。

CO2排出量削減の取り組み −省エネルギー活動−

■ PRTR法の対応・対象化学物質の排出抑制
　PRTR法とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学
物質について、事業者が環境中への排出量や事業所外に移動す
る量を把握して行政に報告し、行政がそれらを定期的に集計し
公表する仕組みです。
　当社では、PRTR法の対象となる物質の排出量・移動量の届
出を毎年実施しています。これらの発生防止策として、浮屋根式
タンクにインナーフロートタイプを採用しています。また、ロー
リーヤード等の出荷設備には揮発性炭化水素回収装置（VRU装
置）を設置して大気への排出抑制に努めています。

■ PCB（ポリ塩化ビフェニル）の適正管理
　PCB廃棄物の適正な処理推進に関する特別措置法（PCB特
別措置法）に従って、PCBを含有するコンデンサー、変圧器な
ど、PCB に汚染された廃棄物を適切に保管しています。

■ 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インシネレーター装置

（焼却施設）で焼却処理する際、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、ダイ
オキシン類対策特別措置法で定められた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、焼却施設のダイオキシン類
に関する作業環境測定を行っています。

●	産業廃棄物の発生量と処分方の流れ

●	産業廃棄物の発生量と処分の流れ●	産業廃棄物の発生量と再資源化量・埋立量

揮発性炭化水素回収装置（VRU装置）

PCB保管場所

発生量 自社中間処理
対象量 処理後量

外部中間処理

外部再資源化

自社再資源化

外部再資源化

外部最終処分量

外部最終処分量

9,469
6,753 223

223

0

0

495

1,998

1,998

廃棄物発生量 廃棄物発生量
トン／年

トン／年

4,000

3,000

2,000

1,000

0

15,000

10,000

9,000

11,388 11,522

9,893

9,000

9,469

030

2009

2,700

24

2008

2,6252,506

2010

16

2,594

2011

1.7

再資源化量
最終処分量

2012

2,716

発生量 自社中間処理量 再資源化量 最終処分量

トン／年

9,469 6,753 2,716 0
100% 71.3% 28.7% 0.0%

化学物質対策

産業廃棄物ゼロエミッションを推進

　当社は、循環型社会の形成のため産業廃棄物発生量の抑制（リ
デュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）に取り
組み、産業廃棄物の最終処分量の削減を図っています。2012
年の産業廃棄物最終処分量（埋立量）は、0％となり目標値で

ある0.3％以下を達成しました。産業廃棄物処分の管理として、
2009年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。引き続き、産
業廃棄物の発生抑制に努力してまいります。

● 各年のエネルギー有効活用のための設備改造、運転改善の例

　石油製品の生産には、大気汚染の原因となる硫黄分の除
去を行うため多量の水素が必要となります。当社では、必要
とする水素の大部分を水素製造装置により製造しています
が、一方で石油精製の過程で発生する副生ガス（水素が50
〜60％含まれている）から水素を分離・回収することで（水
素膜分離装置）、より効率的に水素を有効利用しています。

　京浜製油所では1996年に水素膜分離装置を設置してい
ますが、2012年5月に新たに同装置の増設を行いました。
これにより、更なる水素プロセスの効率化が実現されまし
た。

水素膜分離装置増設による
水素プロセスの効率化

水素膜分離装置

CO2
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■ 情報開示
　この「My Stage」やホームページ、東京証券取引所等を通
じて積極的に公正な情報を発信し経営の透明性に努めていま
す。

　当社はHSSE（健康・安全・危機管理・環境）の確保を基本
とし安全・安定操業に取り組み、事故・トラブルのない製油所、
そして「小さくてもユニークで収益力のある製油所」づくりを達

CSR 活動の基本

コーポレート・ガバナンス

　当社は監査役設置会社の形態をとり、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にすること、グループ子会社とは
可能な限り一体で運営することで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委員会等の各種委
員会で全社横断的に十分な審議を行っています。今後もこれら
組織・体制は社会環境や法的環境の変化にあわせ、より効率的
で常に透明性ある経営を推進していきます。

■ 内部統制
　当社は「内部統制システムの基本方針」を取締役会で定め、
状況の変化に応じて、その内容の点検・改善に努めています。
また、運用面ではコンプライアンスやビジネスリスク管理体制
の強化、内部監査の実効性向上を図っています。また、2012
年も金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性に係る内部統
制、いわゆるJ-SOX法対応のシステム整備・運用状況につい
ての内部統制評価を行い、会計監査人の適正意見を得て、内部
統制報告書を提出しました。

企業倫理（コンプライアンス）順守・強化の取り組み

■ 行動原則
　当社では企業活動を展開するにあたって、役員、社員一人ひ
とりが執るべき行動規範を「行動原則」に定めています。
　社員のコンプライアンスに関する意識の維持向上を図るため
に、グループ子会社も含む全社員を対象にしたコンプライアン
ス研修および行動原則Webラーニングの実施、社内メールによ
る行動原則担当取締役からのメッセージ発信などを通して、行
動原則の順守について浸透・再確認を図っています。また、コ
ンプライアンス意識を高め、浸透させる
ツールとして「行動原則ステッカー」を配
布しています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要
株　主　総　会

監査役会 会計監査人

経営会議
HSSE関連委員会

社員相談窓口

各　部　門

HSSE委員会 倫理委員会監査委員会

業	務	執	行

東亜石油グループは石油精製事業と電力卸供給事業を通して、社会生活に不可欠なエネルギーの安定供給によって社会に
貢献することが使命であると経営理念で謳っています。

行動原則
www.toaoil.co.jp/company/philosophy.html

内部統制システムの基本方針
www.toaoil.co.jp/company/control.html

情報開示に関する基本方針
www.toaoil.co.jp/company/information.html

経営理念	
www.toaoil.co.jp/company/philosophy.html

■ 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に照らして問題が発生
した場合の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。

東 亜 石 油 の C S R
さまざまな社会貢献活動を通して、地域の皆様との信頼関係を構築していきます。

地域社会貢献活動

■ 企業活動報告会

　企業が操業を続けていくためには、地域との係りを深めてい
くことが欠かせません。そのため近隣町内会の会長の皆様をお
招きして、当社幹部から当社の活動状況をご説明する「第7回
企業活動報告会」を9月7日に開催しました。報告会では、石
油産業を取り巻く状況や扇町工場閉鎖後の京浜製油所の操業状
況、2012年版CSRレポートの説明などを行いました。また、
町内会長の皆様からは発電事業や防災対策などのご質問をいた
だくとともに、東亜石油が地域との皆様との信頼関係をより深
め、共に発展を続けていけるよう、ご声援をいただきました。

■ 見学者の受入
　2012年も国内外から多く方に当社京浜製油所の見学のた
め、来社いただきました。特に海外からは（財）国際石油交流セ
ンター（JCCP）主催の研修で6カ国8名、日本語学校の生徒の
皆様が7カ国9名など、延べ18カ国28名の方がお見えにな
り、フレキシコーカーなど当社ならではの石油精製設備をご覧
いただきました。

社 会 と の 共 生  ー 地 域・社 会 と と も にー

■ ボランティア活動
　毎年、地域社会奉仕活動として、近隣町内会・企業と共同で
市道清掃を実施しています。
　2012年は、当社従業員および協力会従業員の協力のもと、
およそ200名でゴミ拾いの他、除草作業を行いました。今後も、
地域の美化のため、町内会・企業と協力して活動を進めていき
ます。
　また、全社運動として、ペットボトルキャップを回収し、世
界の子供達のためにワクチン購入を行っているボランティア活
動団体に送っています。

企業活動報告会

JCCPが主催する研修に協力 地域清掃活動

「薄明（トワイライト）に映える京浜製油所」

ペットボトルキャップ回収

編集後記
2013年	東亜石油CSRレポートをご覧いただきましてありがとうございます。
小さくてもユニークで収益力のある製油所をめざした当社の取り組みを項目別
にご紹介いたしました。とりわけ今回は、当社京浜製油所と（株）ジェネックス水
江発電所との事業連携に関しまして、新規に工程図を付記致しております。ご
覧いただければ幸いです。
今後も、当社の企業活動を分かりやすい形でご報告できればと思っております
ので、ご愛読いただきますよう、よろしくお願いいたします。

2013年3月
東亜石油株式会社CSRレポート編集委員会

成することが、お客様、株主、従業員、取引先、近隣住民ほか、
すべてのステークホルダーの皆様への責任を果たし、さらに当
社が社会とともに持続的に発展する道であると考えています。

行動原則シール

★★★ 工場夜景スポット ★★★

　当社は京浜コンビナートの中心に位置し、京浜製油所の工
場夜景は川崎産業観光スポットになっています。
　最近、当社の夜景は雑誌やテレビにも紹介されて夜景ク
ルーズ船のコースにもなっており、運河から見える無機質な
タワー、配管とプラント照明の組み合わせは幻想的な雰囲気
をかもしだしています。
　今回、2013年版日本四大工場カレンダーが発売され、当
社のプラント写真も掲載されました。

取	締	役	会

代表取締役

監査倫理室


