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CSRレポートに関するお問い合わせ先

〒210-0866神奈川県川崎市川崎区水江町3-1

本社 経営企画室  電話：044-280-0614

www.toaoil.co.jp

2014
Corporate Social Responsibility Report

編 集 方 針

【対象期間】
2013年1月〜2013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14回の発行 2012年  3月
第10回の発行 2008年  3月 第15回の発行 2013年  3月
第11回の発行 2009年  3月 第16回の発行 2014年  3月
第12回の発行 2010年  3月 第17回の発行予定 2015年  3月
第13回の発行 2011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HSSEを中心に構成しました。

●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。

●本レポートの名称「My Stage」：環境問題の対応も含めて東亜石油が社会を
構成する一員としてその責任を果たして行く。そして全ての社員一人一人がそ
の自覚を持って活躍する場、即ち東亜石油を誇りある舞台＜Stage＞として活
動して行こうという意味を込めて「My Stage」という名称にしました。
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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
主要株主 昭和シェル石油株式会社 50.1％
　　　　 松井証券株式会社   2.5％
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 529名（連結／2013年12月31日現在）
 438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（70,000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
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東亜石油の事業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3

京浜製油所の生産工程と能力 ・・・・・・・・・・・・・・・・  4

東亜石油のHSSE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5

H 従業員が働きやすい職場づくり ・・・・・・・・・・・  6

S 安全への取り組み  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7

S 保安防災への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・  9

E  環境への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

競争力強化への取り組み  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

東亜石油のCSR  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

（注1）
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元売毎にそれぞれ義務付けられている。

（注2）
BCP：事業継続計画（Business Continuity Plan）のこと。災害や事故など不測
の事態への対応策をまとめたもの。

（注3）
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の確保を経営の基盤として企業活動を実践している。

＊1

我が国における原油処理能力の削減動向
石油製品の内需が減少傾向にあるなか、昨年まで石油精

製設備の構造的な過剰問題に対応した大きな動き「エネル
ギー供給構造高度化法（注1）（重質油分解装置装備率の向上
義務）への対応」がありました。

石油元売り各社の製油所閉鎖等により、我が国製油所の
原油処理能力は、2008年4月時点の「28製油所・489
万B/D」に比して、2014年4月には「23製油所・393
万B/D」となり約2割削減される見通しです。これからも
需要減や国際競争の激化が見込まれる中、更なる原油処理
能力の廃棄が必要となります。そのような環境に対応する

ため、コンビナート内外の複数の製油所、さらには石油化
学工場を含めて｢資本や業種、地理の壁を超えた統合型運
営｣を促進する過程で、製油所の過剰設備廃棄または設備
の共有化や高付加価値投資等の「設備最適化」を図り、総合
的かつ抜本的な生産性向上を進めることが必要になってい
ます。

競争力強化
アジア域内で、大規模・高効率な石油精製・石化設備が

統合運営されるコンビナートの新設・増設が進んでいる一
方で、日本のコンビナートは小規模で分散型の立地となっ
ており、規模の経済において競争力に劣る状況にあります。

当社は、国内でも原油処理能力は小さいものの特徴であ
る日本トップクラスの分解装置装備率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。

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、石油精製事業と電力事業のシナジー効
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。

また、近隣製油所との原料油や半製品の融通拡大等によ
り原料油の安定確保や設備の有効利用等によるコンビナー
トの連携強化を図り、生産性向上を促進して行くと共に、更
なる重質原油の有効活用と高度利用を計画しています。

エネルギーセキュリティーの強化
東日本大震災時にエネルギー供給の「最後の砦」としての

役割を再認識した事に鑑み、新たな大規模災害の減災対策
としてBCP策定（注2）や施設整備を進めています。具体的

には災害時において製油所に求められる機能を死守すべく、
①石油製品備蓄の保全、②入出荷機能確保のための「非常
用電源」、「非常用通信設備」の拡充と「ドラム缶充填・出荷
設備」の確保、ならびに③「護岸での地震動」、「液状化」、「側
方流動」等に対する耐震性能強化等、危機時の供給確保に
つながるハード･ソフト両面の課題への対応を計画的に推
進していきます。

HSSEの確保とコンプライアンスの徹底
当社の経営の基盤は、「HSSE（注3）の確保」と「コンプラ

イアンスの徹底」です。幸にも2013年は労働災害ゼロを
達成できました。これにおごることなく、「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」との社会の要請に応
えるべく、引き続き企業の社会的責任を果たしていきます。

エネルギー供給会社としての持続的発展
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、当社が保有する「安全管理技術」「運転管理技術」「設備
保全管理技術」の経営資源を更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、我々が
みんな夢を持って、それに向かって一生懸命頑張っていく
ことこそが「小さくてもユニークで収益力のある製油所」の
実現への近道であると考えています。

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。

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（SDMの無事故、無災害）
	 ●	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（目標管理強化）
　 	●	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
	●	自己成長のためのキャリアデベロップメントプラン（CDP）の確立

	 ●	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

小さくてもユニークで収益力のある製油所の実現
ー 自立、協働、挑戦 ー

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（健康・安全・危機管理・環境）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。

経 営 理 念

代表取締役社長

2014年 東亜石油 重点目標

TOP MESSAGE
トップメッセージ

石油ショックから40年が経過し、省エネの進
展・石油依存度低減政策により、我が国の一次
エネルギーに占める石油の依存度は、1973年
の76%から昨年は44%へ低下しました。この
ような厳しい環境にあって、2014年の石油業
界は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。
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精 製 工 程 ・ 発 電 フ ロ ー 図

京浜製油所の生産工程と能力

　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、株式会社ジェネックス水江発電所と統合されており、重質
な原油から各種石油製品と共に電力を効率的に生産することができます。

東亜石油の事業内容
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。

　　　		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、出荷作業、機器メンテ
ナンスなど）および株式会社ジェネックス水江発電所の構内業務

（保全工事、点検整備工事など）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
的な一体運営を目指しています。 
▶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。当社子会社である株式会社
ジェネックスが参入している。

単体 連結
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百万円

売上高
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単体 連結
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1,500
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当期純利益

百万円
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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）を経由して扇島地区と東扇島地区のタ
ンクに貯蔵され、精製設備のある水江地区にパイプラインで送られます。また、東燃ゼネラル石油株式会社川崎工場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。

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。
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色々な成分の混合物であ
る原油を、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
70,000

＊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。
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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

減圧残渣油

株
式
会
社
ジ
ェ
ネ
ッ
ク
ス

水
江
発
電
所

発
電
工
程

（製油所にて使用）

東京電力株式会社

東亜テックス株式会社株式会社ジェネックス

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 〉

業務受託

業務請負

燃料等の供給

電力の卸供給
お 客 様

石油製品の販売

昭和シェル石油株式会社
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従業員の健康管理
従業員が健康であることを基本と考え、定期健康診断や特殊

健診を行うほか、希望者には胃レントゲンや腹部超音波検査、
前立腺がん早期発見を目的としたPSA検査（50歳以上対象）
を受診可能としています。その結果に基づき、病気や身体の異
常を早期に発見し治療してもらえるよう取り組むとともに、生
活習慣病予防に向け運動や食事の改善などの保健指導を実施し、
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
ポートしています。

また、季節性インフルエンザの感染予防、重症化予防、社内
の感染拡大予防にむけて1回/年社内で予防接種を実施してい
ます。

健康を意識できる取り組み
毎年、外部から講師を招き「健康講演会」を開催しています。

今年度は、近隣の医療機関から臨床検査技師をお招きし、「コ
レステロール」について講演して頂きました。

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、誰でも様々なきっかけで心の

不調が現れると言われています。このような時代環境を鑑み、
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
療のために役立つ研修会を定期的に実施しています。2013
年は、産業医による「さまざまなうつとその対応」について講
演がありました。

こうした取り組みにより従業員自身がストレスや心の健康に
気付き、ストレスを予防・軽減し、自発的な対処ができること
を目指しています。

東亜石油のHSSE
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、信頼され持続的発展が可能な企業を目指しています。

産業医による研修会

適材適所の人員配置･異動について
当社は経営理念に｢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。｣ と定めており、
人材育成や能力開発の観点から社員の成長を目的に異動・ロー
テーションを実施しています。

2013年は、人材育成を柱とした人事諸制度の見直しを行
い、「求める人材像」（自立・協働・挑戦）を定義し、それに向
けて自らが考え行動することで成長を図っていく制度に変更し
ました。2014年からはキャリア・デベロップメント・プラ
ンを導入し、より個人の意向を反映した能力開発を行っていく
ことで更なる育成・成長を促す計画です。

従業員満足度（社員意識調査）
2008年から全世界のシェルグループで実施している｢社員

意識調査｣に参画し、継続的に従業員の意識について確認を行っ
ています。

調査開始の2008年と2013年の結果を比較して、｢従業
員満足｣の項目では10ポイントの改善が見られました。その
他の項目についても、概ね改善の傾向にあります。

今後も抽出されている課題の共有を図るとともに、改善に繋
げていきます。

仕事と家庭の両立
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策

定はもとより、様々な制度により仕事と家庭の両立を支援して
います。主な制度は、以下のとおりです。

また、上記以外にも従業員全員が働きやすい環境整備の一環
として次のような取り組みを行っています。

• フレックスタイム制度
• 年次有給休暇積立制度
• 育児・介護休職制度
• 短時間勤務制度
• 深夜業の制限に関する規程

• 定時退社日の設定
• 代休の取得促進（休日出勤をした場合は可能な限り

取得する）
• 月別の時間外勤務時間の設定による超過勤務の削減

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

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

■ 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、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状況については、HSSE委員会にて進
捗管理し、次年度の計画へ反映し、経営基盤を強化しています。

■ 社長査察
経営トップは、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、コミュニケーショ
ンの向上を図っています。 社長査察メンバーによる作業環境確認

 HSSE委員会

最高決定機関
委員長：社　長
頻　度：2回／年

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

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

H  「からだ」と「こころ」の健康管理

HSSEマネジメントシステムの運用

H  働きがいのある職場づくり

従業員が働きやすい職場づくり
HEALTH

従業員が働きやすい職場づくりをめざし、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。H

■ 社長指示による昭和シェル石油グループ環境安全点検
昭和シェル石油グループ内の石油精製会社4製油所で毎年、

環境安全点検を実施しています。この点検では、昭和シェル石
油グループ各社の参加の下に社長が自社製油所における安全点
検を総括指揮し、パトロールによる職場点検を実施する他、
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。

昭和シェル石油グループ内での、設備管理や安全衛生に関す
る様々な情報交流の場となっています。

昭和シェル石油グループ環境安全点検

H S S E HEALTH

＊品質管理委員会：品質管理もHSSEと同様に当社の重要な経営基盤として捉え、
HSSE委員会の下部組織として運営しています。
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●	当社の過去3年の労働災害件数（うち協力会社従業員）

2010 2011 2012 2013
休業災害 2（0） 1（1） 4（4） 0（0）
不休業災害 4（1） 2（1） 4（2） 0（0）

2013年安全作品
イラスト部門

2013年安全作品
安全標語部門

 安全衛生委員会の取り組み
従業員の健康増進および働きやすい環境整備に向け、製油所

長を委員長として、月例で委員会を開催しています。毎月職場
安全パトロールにより安全の確認を行い、不安全箇所について
は、改善が終了するまで管理を行っています。また、2013
年全国安全週間に向けて啓蒙活動の一環とした安全作品募集を
行い、たくさんの安全標語、安全ポスターおよび作文の応募が
ありました。

ゴールゼロ宣言
昭和シェル石油グループ全体で表明している「ゴールゼロ宣

言」に賛同し、活動を行いました。
主な活動内容としては、事故を未然に防ぐための行動・取り

組みを職場の長が 「宣言」し、宣言内容のポスター掲示や、職
場内ミーティングにおいて宣言内容達成に向けたディスカッ
ションを行うなど、職場内全体の安全意識向上に向けた取り組
みを実践しています。

指差し呼称強化活動
ヒューマンエラー防止に効果のある作業時の「指

ゆ び さ し こ し ょ う

差し呼称」
の確実な実行を目的として、さまざまな取り組みを行なってい
ます。新入社員を対象に、指差し呼称やKYトレーニングにつ
いての「危険予知研修会」開催や、「指差し呼称リストバンド」
をグループ全社員で着用し、指差し呼称を習慣化するための啓
蒙運動を展開しています。

指差し呼称リストバンド

ゴールゼロ指差し呼称

※（株）ジェネックスを含む

セーフティーマネージャーによる安全管理

Pick up 安全管理者および安全推進者制度

京浜製油所構内で働く全ての人の安全確保に向け、
労働災害の撲滅と、工事・作業などの安全レベル向上
を目的として、2010年より、セーフティーマネー
ジャー（安全管理者）を選任しました。加えて2012年
には、セーフティーマネージャーを補佐するセーフ
ティープロモーター（安全推進者）を選任し、安全管理
パトロール（監視）を通して従業員および協力会社従業
員に規程・基準類の順守徹底をはかり、作業における
不備箇所や不安全行為が発見された場合には、改善指
導を行うことで構内で働く全ての人の安全意識向上に
取り組んでいます。

＊クローズドシステム：運転を停止した装置の残油・残ガスを仮設のホース・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。

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
管理状況についてレ
ビューし、必要な是
正指示を行い、信頼
性の向上および保安
管理の推進を図って
います。

設備の安全性評価（「変更」のリスク管理）
事業を行っていく上で発生する設備の新増設や改造、装置の

運転基準の変更を行う際は「変更管理部会」を開催し、変更によ
る潜在危険の抽出や事故・災害の防止策について検討していま
す。大規模な装置新設などについては「安全審査会議」を開催し
て、安全性を確認しています。

また、2013年4月からは上記変更管理体制に、プロセスな
らびにエンジニアリングにおける知識・経験豊富なベテランエ
ンジニアをメンバーに加え、変更に関するリスク管理体制の強
化を図っています。

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では、装置を開放して清掃

や点検工事を行うため、通常時に比べ臭気や有毒ガスなどによ
り作業員や近隣住民が危険にさらされる可能性があります。当
社は、クローズドシステム＊を採用することにより可能な限り
有毒ガスの大気放出を防ぎ、フレアスタックで安全に燃焼処理
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
生の少ない除塵装置のついたタイプを採用し、さらに現場の計
器室では常時フレアスタックを監視するため、モニターを設置
しています。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、近隣町内
会にも連絡するな
ど情報の提供に努
めています。

信頼性向上委員会

フレアスタック

安全・安定操業の妨げとなる労働災害や
事故・トラブルの防止対策強化を目的に、
中堅社員クラス13名で構成された安全文
化レベル向上検討プロジェクトチーム

（ABK13）が発足しました。
このプロジェクトチームでは、2014年

SDM＊に向けて「事故ゼロ・災害ゼロ」を
目標に『ボトムアップによる意識改革』を
目指しています。自主的に業務に取り組む
姿勢の強化【プロ意識を持つ】や、チーム
として全員が全員に働きかける風土の構
築【チーム意識を持つ】に向け、啓蒙ポス

ターの作成、意識アンケートの実施、「対
話」集会の開催など、職場内に大きな改革
の「輪」をつくる取り組みを率先して行い、
安全文化レベル向上を図っています。

ABK13メンバー

ABK13啓蒙ポスター

＊SDM：数年に一度行われる定期修理工事

安全文化レベル向上検討プロジェクトチームによる活動

製油所の安全確保

S  設備の信頼性を高めるために

S  安全な職場づくり安全への取り組み
SAFETY

設備の信頼性と安全の確保に向けた活発な行動により安全な製油所を目指しています。S
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当社では、石油製品の生産活動を進める中で、大量の危険物
や高圧ガスなどを取り扱っています。このため、万一の災害に
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総合
防災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、構内に常駐する協力会社
の他、消防署や海上保安署、近隣企業の方々とも連携した合同
訓練を行っています。

その他、消火器訓練や消防基本操法訓練、防災協議会の防災
訓練、昭和シェル石油株式会社の防災訓練所での実火訓練等を
実施し、緊急時の被害拡大防止に向けた消防技術向上に取り組
んでいます。

S  総合防災訓練

S  入構者教育
S  地震・津波対策

S  緊急時対策

S  危機管理広報対応訓練の実施

大画面モニターを使用した総合防災訓練

昭和シェル石油株式会社防災訓練所における実火訓練

京浜特防協総合防災訓練

発生が予想される大地震・津波への対応について、地震発生
後の対応の強化と早期の事業再開を目的として、地震計および
避難放送用スピーカーの増設や津波監視用TVカメラシステム
の増強の他、所内における耐震調査を実施すると共に、出荷設
備にかかわる護岸補強工事に取り組んでいます。

また、防災マニュアルの整備や防災訓練実施による有事の行
動習熟、万一の地震・津波被害発生時の事業継続を確実にする
計画としてBCP（Business Continuity Plan）の見直しなど、
地震発生時のリスクの軽減、災害拡大阻止に向けた対策をハー
ド・ソフトの両面から講じています。

2014年には地震や津波などの緊急事態が発生した場合に、
被災地への救援や事業基盤を復旧するための体制を早期に確立
することを目的に「緊急時行動規則」を策定しています。

この規則は、緊急時に東亜石油グループの社員がとるべき行
動について明確にするもので、身の安全を確保した上で、組織
的な対応を可能とするために日頃からの準備を促しています。
　この規則に加え、「防災対策基準」や「水防基準」などの関連規
則類の周知徹底を行い、社員の身の安全や被害の拡大防止に向
けて活動を継続していきます。

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求め、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、注意喚起を行っ
ています。

監視用テレビカメラシステム（防災室モニター）

津波浸水シュミレーション図

石油製品の備蓄増強
大規模災害時における被災地などへの石油の供給体制を抜本

的に強化するため、「災害時における石油の供給不足への対処
等のための石油の備蓄確保等に関する法律等の一部を改正する
法律（改正石油備蓄法）」が施行され、石油各社は国家石油製品
備蓄の積み増しを行いました。緊急時には、当社は昭和シェル
石油グループの販売網を通じて石油製品の供給を行い、その社
会的責任を果たしていきます。

石油製品出荷設備の耐震補強と非常用発電機の設置
東日本大震災における被災地などへの石油製品の供給状況を

教訓に、経済産業省は石油基地における災害対応能力の強化を
推進しています。当社では補助金を利用して計画的に非常用発
電機の設置を含む出荷設備や護岸補強工事を実施しています。
また、経済産業省からの委託を受け、京浜製油所の耐震性能や
耐津波性能を調査する強靱化調査を行っています。

石油製品の備蓄タンク 非常用発電機

広報対応訓練
安全ルールを徹底する入構者教育

不測の事態が発生した際、的確な対応を取るために、昭和
シェル石油株式会社広報部と共催で危機管理広報対応訓練を実
施しています。防災訓練と同じ想定で、時間を追って、事故の
拡大と収束をフェーズ分けし、情報収集と記者対応を行いまし
た。模擬記者会見では、本番さながらの厳しい質問が投げかけ
られるなど、中味の濃い研修となっています。

保安防災への取り組み
SECURITY

災害・事故防止に向け安全確保のため、全社をあげて日々教育・訓練を積み重ねています。S
H S S E SECURITY
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0.01

0

ばいじん排出量
原単位

0.04
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kg／日

2011 2012 2013

全窒素 排出量
規制値：272kg／日

2009

162
149

160

131
142

電　力

東京電力
送電量（最大）

238,000 kw

1,909 千 ton／年

123 ton／年

460 ton／年

12 ton／年

126 kg／日

142 kg／日

3.0 kg／日

一般廃棄物

      45 ton／年
産業廃棄物

         3 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

877
万 ton／年

原油・原料油

514
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

1,218
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

対象期間：2013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。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

54 +1 744 -805

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。

P11,13

❷地球環境
　保全コスト 省エネ 0 -32 5 -1

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。

P14

❸資源循環
　コスト

1．産業廃棄物
2．一般廃棄物 0 0 107 +8 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。 P13

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

9 -418 5,958 -698 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。 P4

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 0

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。

P5,7,8
P11〜14

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 3 -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 17 +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 63 -449 6,865 -1,496

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（2009年以降）

単位：百万円

品　　　目 売却量（ton） 回　収　額
鉄くず 172 5
廃触媒 0 0
合　計 172 5

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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6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

百万円

環境投資額 累計環境投資額

2009 2010

8,348

2011

8,860

2012

512

4,398

412 412

4,810

3,538

2013

8,923

63

環境損傷コスト

管理活動コスト

保全コスト
社会活動コスト

6,865
2013年 

環境費用額の内訳

（百万円）

環境負荷抑制コスト

86.8%0.5%

0.04%

0.2%

12.5%

E  環境負荷物質の削減対策

E  環境会計環境への取り組み
ENVIRONMENT

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。

E
H S S E ENVIRONMENT

環境負荷抑制コスト 保全コスト

14.3% 85.7%

63
2013年 

環境投資額の内訳

（百万円）
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当社ではCO2排出量削減のために、様々な省エネルギー活動
を実施しています。

2013年は連続運転を実施したため、設備改造を伴わない運
転改善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、エネルギーの適切かつ有効な利用
を行いました。具体的にはエネルギーモニタリングシートを活
用し、取り組んでいる省エネルギー項目の状況や成果を確認し、
改善点について継続的に検討しています。

また、更なるエネルギー使用量の削減に向け、4月に昭和シェ
ル石油グループにて過去に実施した省エネルギー案件について
結果の共有化を行い、改善項目の発掘とそれらを反映した将来
的な省エネルギー計画の改訂を実施しました。

当社はエネルギー削減の度合いをエネルギー原単位で管理し
ており、2013年のエネルギー原単位は7.20キロリットル-原
油/千キロリットルとなり、1990年比の25.7％削減に相当
します。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ’12 ‘14

2,082 2,107

2,473
2,164 2,239

CO2排出量：千 ton

弊社による独自算定 温対法に基づく算定（その他燃料を含む）

連続運転による増加

’11 ‘152013

1,568

1,909

2,359 2,335

項　　目 2013 年 内　　容

省エネルギー分科会 通年
週 1 回

所内担当者と協働で日々の省エネル
ギー活動の状況を確認し、継続的な改
善を実施

昭和シェル石油グループ
省エネルギー案件共有化 4 月

昭和シェル石油グループの各製油所で
過去に取り組んだ省エネルギー案件の
共有化を図り、そこから新規案件の発
掘を行い、省エネルギー計画に反映

省エネルギー推進委員会 7 月 2013 年活動の中間レビュー

昭和シェル石油グループ
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

省エネルギー将来計画協
議 10 月 昭和シェル石油と現状の課題を整理し、

改善に向けた将来計画を作成

省エネルギー推進委員会 12 月 2013 年活動のまとめ

昭和シェル石油グループ
省エネルギー協議会 12 月

昭和シェル石油グループとしての省エ
ネルギー活動報告および 2014 年の省
エネルギー活動協議

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

2013 年
流動接触触媒装置デブタナイザーの低圧運転による熱源低減
主蒸気圧力制御保持ボイラーの運転見直しによる余剰蒸気回収
エリアごとの低圧蒸気圧力均等化による回転機効率改善

●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

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法に基づき、対象となる物質の排出量・移
動量の届出を毎年行っているほか、これらの発生防止策として、
石油製品を備蓄する一部のタンクには揮発抑制力が高い内部浮
き蓋付きタンク（インナーフロート）を採用しています。また、
タンクローリー荷役場には、揮発性炭化水素回収装置を設置し、
荷役前のタンクローリー車からの炭化水素の大気排出抑制に努
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含有のコンデンサー、変圧器など、
PCBを含んだ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、ダイ
オキシン類対策特別措置法に基づき、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、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

●	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

インナーフロートタンクの仕組み

10,661
6,317 150

150

0

3

781

3,560

3,563

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

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

11,522

9,893

9,000

9,469

030

2009

2,6252,506

2010

16

2,594

2011

1.7

再資源化量
最終処分量

2012

2,716

3

2013

4,491

10,661

トン／年

100% 92.7% 42.1% 0.0%

発生量 自社中間処理量 再資源化量 最終処分量

10,661 9,880 4,491 3

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。2013
年の産業廃棄物最終処分量（埋立量）は0.03％となりました。

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

【 エネルギーの有効活用の例 】
石油精製工程では多量のエネルギー資源を使用しますが、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しています。

また種々の設備改造や高度プロセス制御技術の導入、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。

8.00

7.50

8.50

9.00

9.50

10.0

7.00
‘05 ‘06 ‘07 ‘12’11‘10‘08 ‘09 2013 ‘15‘141990 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04

原油換算
KL／千KL

25.7％削減
（1990年比 → 2013年）

7.20

9.69

排水汚泥を焼却するインシネレーター装置

E  化学物質対策

E  産業廃棄物ゼロエミッションを推進

E  省エネルギー活動 −CO2排出量削減の取り組み −

H S S E ENVIRONMENT

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

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。
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収益力のある製油所を目指して

競争力強化への取り組み

「人を変え」「設備を変える」全社員活動としてTPM活動を
2002年に導入して12年が経過いたしました。

2008年からはTPMパート2活動として業務直結のロス排
除活動を柱に、扇町閉鎖、設備新設プロジェクトもTPM活動
の一環として推進してきました。

急激に変化する市況、企業環境に対して2014年からは、
全社員が英知を結集した更なるロス排除活動と改善活動を実施
する、勝ち残りを賭けたTPMパート3活動として推進してい
きます。

2011年の扇町工場閉鎖以降、効率的な運営により精製マー
ジンを最大化するため、原油については、安価な重質原油を選
択的に処理するほか、分解装置の能力を有効活用できるよう原
料油（残渣油）を昭和シェル石油グループ製油所からの海上輸
送や、東燃ゼネラル石油株式会社川崎工場との間の川崎ルネッ
サンスパイプラインを通じて調達しています。

原油価格が高止まりする中、当社の分解装置能力を最大限に
活用し、且つ、比較的安価な重質油を求めて原油処理の多様化
を進めています。特に原油の中でも重質な南米系（エクアドル
など）の原油は中東系（サウジアラビア、イランなど）の原油と
比較して割安な状況となっており、処理比率を上げるための運
転対応を進めています。

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。

TPMトップ診断

＊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&Management（全員参加の生産保全）活動。

人材を最も重要な経営資源と位置付け、従業員の意欲と向上心を尊重しています。近年は次世代を担う人材の育成に主眼
を置き、特に「現場力の強化」を図る研修を計画的に進めています。

現場力の向上を目指して

■ 若手社員の育成
「コミニュケーションの取り方」「指導時の注意点」などにつ

いて外部専門講師から教育を受けた先輩社員をインストラク
ターとして任命し、製造部門の新入社員を対象とした実践的な
OJTを行っています。

また、カリキュラムに沿って、入社数年ごとに、業務遂行に
必要な技術、技能、生産管理に関する知識などに関する専門教
育を行っています。

原油配管について説明を受ける新入社員

フォローアップ集合研修で講評される山本社長

■ 現場力向上のための技術技能教育
現場装置に則した（蒸留、硫黄回収、脱硫など）シミュレーター

を使った訓練を行い、プロセスの理解、緊急時あるいは運転停
止開始時に適切な対応がとれる運転員の育成を図っています。
また、パソコンソフトを使い化学工学の知識を自主学習形式で
習得しています。

2013年からは、入社5年目の若年層を対象にES（緊急停
止システム）操作に関わる知識について、ベテラン従業員によ
る質疑形式での勉強会を実施しています。

班長・班長代理クラスには、製造各課が担当する装置間の繋
がりについて理解とコミニュケーションを深めるために、自職
場の装置や操作を他製造課へ説明する研修会を開催いたしまし
た。

ES（緊急時停止システム）操作勉強会

資格試験前の準備講習会

■ リーダーの育成
外部コンサルタント指導のもと、管理職自らが自身の行動変

革のためのアクションプランを策定し、その達成のために日々
の業務において何を考え、どのように行動するべきかをテーマ
に研修を行っています。リーダーの役割を認識し、継続的に自
部署の目標を達成できる組織を形成する能力を身につけること
が求められます。

■ 自己啓発・資格取得を支援
自己啓発・資格取得支援として、全従業員を対象に通信教育、

外部研修、法定資格取得支援を実施しています。通信教育では、
さまざまな分野の中から選択して受講し、講座終了後、会社か
ら受講料の支援を行っています。また、法定資格取得率向上を
図るためにベテラン従業員による試験前の準備講習会を行って
います。

安価な重質油の処理（精製マージンの最大化） 原油処理の多様化 人の育成

ステップアップを続けるTPM＊活動

ロス排除活動の成果を発表

川崎ルネッサンスパイプライン
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●京浜製油所が処理する全原油に対する南米産原油の割合

計画
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■ 情報開示
経営の透明性を高め企業価値の向上を図ることを目的とし

て、「情報開示（ディスクロージャー）に関する基本方針」を定め、
「My Stage」やホームページ等にて積極的な情報発信に努め
ています。また、上場企業として東京証券取引所等を通じた適
時、適切な情報開示を行っています。

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、本社と製油所を同一
所在地とし、重複部門を省いた極力フラットな組織にすること、
グループ子会社とは管理部門を一本化すること、これらにより
適切で迅速な意思決定がなされる体制としています。さらに、
業務執行に際しては、HSSE委員会等の各種委員会で全社横
断的な審議を行っています。今後もこれらの組織・体制は経営
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のあ
る経営を推進していきます。

■ 内部統制
企業の社会的責任を果たし、地域社会との共生を図りながら、

経営の一層の透明性と効率性を追求するため、「内部統制シス
テムの基本方針」を取締役会で定めています。また、コンプラ
イアンスやビジネスリスクの管理体制を構築すると共に、内部
監査の実効性の向上を図っています。更に、継続して金融商品
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
提出しています。

■ 行動原則
当社は、「誠実・公正・他を思いやる」ことを重要な価値と認

め、「お互いを信頼し、オープンに接し、チームワークをもって、
それぞれの業務のプロフェッショナルとして、プライドをもっ
て行動する」との価値観を礎として、あらゆる事業を推進する
際の「行動原則」を定めています。
　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実施される「コ
ンプライアンス研修」、「行動原則Webラーニング」および「行
動原則担当取締役からのメッセージ発信」などを通じて、行動
原則の順守について浸透・再確認を図っています。

■ 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。

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

東亜石油グループの使命は、エネルギーの安定供給により社会に貢献することにあると経営理念で謳っています。当社グ
ループは石油精製事業と電力卸供給事業を通して良質なエネルギーの安定供給により社会に貢献していきます。

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

東亜石油のCSR

■ 企業活動報告会
近隣4町内会の会長の皆様をお招きし、「第8回企業活動報

告会」を開催しました。石油産業の現状、2013年CSRレポー
トハイライト・震災対策・安全活動などについて説明いたしま
した。

町内会長の皆様からは防災に関するご意見をいただくなど有
意義な意見交換の場となりました。

また同様に市民団体の代表の方々にも、企業活動内容につい
ての報告会を開催しました。

■ ボランティア活動
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。
　また、全社活動として、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。

■ 献血
年２回労働組合との共催で献血活動に協力し、延べ100名

以上の参加がありました。「困っている人の役に立ちたい」と
いう思いから輸血を必要としている患者の尊い命を救うことへ
とつながる献血活動に、今後も協力していきます。

■ 見学者の受入
今年も多くの方が見学にお見えになりました。小学校社会科

研究会の教諭の皆様、川崎市市民アカデミーの皆様、また長野
県岡谷市、東京都葛飾区から小学生の皆様が来社されました。

見学と合わせ（財）国際石油交流センターが行っている産油
国へのトレーニング協力事業として、5月に10カ国15名、
6月には10カ国15名が研修のため来社されました。

■ 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。

（財）国際石油交流センターが主催する研修会

川崎市市民アカデミーの皆様
「工場夜景・美の祭典」フォトコンテスト2013最優秀作品

行動原則シール

★★★ 東亜石油の工場夜景 ★★★

当社は多数の工場が密集する川崎臨海部に位置します。夜に
なると、作業用の照明と装置のコラボレーションが力強い輝
きを放ち、川崎市の工場夜景のひとつとして注目されていま
す。
昨年に引き続き、2014年度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が表紙を飾った他、4枚掲載さ
れました。また、川崎産業観光振興協議会が主催する『「工
場夜景・美の祭典」フォトコンテスト2013』にて最優秀作品
となった夜景に当社の装置が登場しました。

取	締	役	会

代表取締役

監査倫理室

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、品質管理委員会を主体に改善に取り組んでいま
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（品質目標）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。

● SQC手法（統計的品質管理）利用により機器精度の管理を強化しています。

SQFステッカーを付けたローリー車

JISマーク表示制度定期認証維持審査は、認証の日から
3年以内に1回以上実施され、その後、前回定期認証維持
審査から3年毎に1回以上実施されます。審査は、工場審
査（維持・運用、効力を有しているか）・立会試験（抜取り
品がJIS規格に適合している等）が行われます。

当社は、2007年11月に登録認証機関である一般財団
法人日本品質保証機構から審査を受け認証取得し、2013
年11月で2回目の定期認証維持審査を受け認証取得しま
した。認証対象製品であ
るガソリン、灯油および
軽油は、JIS規格に適合
した製品である証明とし
て、JISマークを表示し
た出荷伝票を発行して出
荷しています。

定期認定維持審査の様子

お客様満足度を高める品質管理

地域社会貢献活動

コーポレート・ガバナンス

企業倫理（コンプライアンス）順守・強化の取り組み

JISマーク表示制度　定期認証維持審査


