安全環境・品質保証

安全の確保
安全確保の理念と基本方針
「人の安全を最優先に確保するよう、経営資源の適切な配分、

また、事業所の大規模災害防止のために、より有効な安全・保
安対策の樹立を企図して、取締役会または社長の諮問機関とし

設備・プロセス・仕事のしくみの維持管理と改善を通してリスク

て社外有識者を含めた委員などから構成される安全保安諮問委

の低減・排除を行い、事故・災害の撲滅を図るとともに、安全文

員会を設置しています。

化の醸成に努める。」
を安全確保の理念としています。この理念に
基づく安全の確保は経営努力の結果であり、事故・災害ゼロはこ

2019 年度安全環境監査の実績

の分野の最大の成果です。この認識に立ち、生産・物流・販売・
研究開発などの全ての事業活動、全ての業務、全ての行動の各

■

安全環境監査実施事業所数：22 事業所

場面・段階におけるさまざまな価値判断の基準において、安全の

■

指摘総件数：411 件
重大な不適合：3 件

確保を最も重要かつ優先すべき基準とし、以下の具体的な方針を
定めています。

1. 人の安全の確保
2. 設備・プロセスの保安
3. 仕事のしくみ・進め方における安全の確保
4. 経営資源の適正な配分・活用
5. 安全文化の醸成と安全マネジメントの推進

※ 保安マネジメントシステム：保安管理活動を促進するために、保安管理方針と保安
管理目的・目標を定め、それらを達成するために、保安管理計画の策定、実施、評
価およびその改善を継続的に行う仕組み

年度安全衛生環境基本方針に基づく
取り組みと実績
2019 年度の安全衛生環境基本方針

安全・衛生・環境への取り組みの推進体制

｢無事故への挑戦｣を継続し、｢重大事故 ゼロ ｣｢死亡・

当社グループは、従来、
「安全・衛生・環境」
を経営の基盤と位

休業事故 ゼロ ｣ ｢重大環境クレーム ゼロ ｣ を目指す。

置付けており、これらの確保・保全の取り組みを推進する安全

引き続き、
「命を守るルールの徹底」と「仲間への思いやり

環境本部を設置しています。安全環境本部は、安全環境本部長、

と働きかけ」を推進する。

安全環境副本部長、事業所を主管する部門長ならびにその他安
全環境本部長が指名する者と事務局で構成されています。代表
取締役社長から委任を受けた保安・環境担当役員（取締役）が本
部長を務め、安全衛生環境に関わる最高責任者として本部を統
・品質保証部が事務局を務めています。
括し、安全環境（HSSE）
本部の役割は、安全衛生環境に関わる中期計画や年度基本方
針・重点課題の決定、監査などを通じた実績の把握・評価、保安
マネジメントシステム ・環境マネジメントシステムの維持・
見直し・改善ならびに各部門・主要関係会社に対する継続的改

■

2０１9 年 出光グループの安全・衛生・環境実績（協力会社含む）
（単位：件）

重大事故

1 関係会社の火災事故

死亡事故

0 （上記重大事故を含む）

休業事故

■

任し、管下の事業所を含めた全体の取り組みを管理・推進して
います。各部門・主要関係会社は毎年、本部から示される当社グ
ループの年度基本方針や重点課題にのっとり、PDCA サイクル
を自律的に回しています。
さらに、各部門・主要関係会社の活動を確認・促進させるため、
本部長または経営層が現場に出向いて行う安全環境指導・安全
環境巡回や事務局による安全環境監査を実施しています。特に
当社の製油所・ 事業所においては、本部長が安全環境指導・安
全環境巡回を年 1 回実施し、事務局が安全環境監査を年 1 回実施
しています。他拠点においては、原則３年ごとに安全環境監査を
実施しています。監査により安全環境上の改善点が見つかった
場合には、事務局は 1 件ごとに対応計画決定からその完了まで
をフォローしています。

0

労働災害度数率の推移（災害発生の頻度）

ともに、当社グループの次年度基本方針などを決定します。
各部門・主要関係会社においては、安全環境担当役職者を選

13

重大環境クレーム

善に必要な経営資源の確保の指示などです。原則として年 1 回、

12 月に開催する安全環境本部会議において、進捗を確認すると

軽微な不適合：50 件
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※ 労働災害度数率とは、100 万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数です。
※ 2019 年データの集計対象は、北海道製油所・千葉事業所・愛知製油所・徳山事
業所・
（株）
プライムポリマー 姉崎工場・BASF 出光（株）
・昭和四日市石油（株）
・
東亜石油（株）
・西部石油（株）
です。
※ 事業所規模 100 人以上全産業平均値は、厚生労働省「労働災害動向調査」
から引用
しています。
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■

強度率の推移（災害の重さの程度）
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た網羅的な潜在危険源の発掘と適切なリスクアセスメントによる
対策により安全・安定操業の継続に取り組んでいます。
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2020 年度も ｢無事故への挑戦｣ に向けて、各部門が自律的に
安全環境管理の PDCA を推進する中で、プロセス・設備を含め

安全保安諮問委員会

2019 年度の安全保安諮問委員会では、2005 年以降に実施
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※ 強度率とは、1,000 延べ実労働時間当たりの労働損失日数です。
※ 2019 年データの集計対象は、北海道製油所・千葉事業所・愛知製油所・徳山事
業所・
（株）
プライムポリマー 姉崎工場・BASF 出光（株）
・昭和四日市石油（株）
・
東亜石油（株）
・西部石油（株）
です。
※ 事業所規模 100 人以上全産業平均値は、厚生労働省「労働災害動向調査」
から引
用しています。

してきた地震リスクマネジメント指針について、従来採用してきた
再現周期ごとの短周期地震動の再評価による減災対応に加え
て、長周期 / 短周期の想定最大地震動におけるリスク評価による
防災強化を図ることを新たな考え方として方向付けし、検討を開
始しました。また、2018 年の北海道胆振東部地震で得た教訓を
課題化し、取り組みを進めています。一方、激甚化する自然災害
からの影響評価については、昨今の巨大台風・高潮などを考慮し、

2020 年度の安全衛生環境基本方針
｢無事故への挑戦｣ を継続し、｢重大事故ゼロ｣ ｢死亡・
「命
休業事故ゼロ｣ ｢環境異常ゼロ｣ を目指す。引き続き、
を守るためのルールの徹底」を最重点とし、
「安全の基本
を守り・守らせる」こと、及び「仲間への思いやりと働き
かけ」を推進する。

製油所・事業所、油槽所、潤滑油関連施設の調査・減災対応を行っ
ています。

既存設備の耐震性強化
当社グループの製油所・事業所は従来、自然災害に備え、対
応の強化に取り組んでいます。地震に関しては、法令で定められ
た想定地震強度に対して機器などの耐震性を評価し、必要に応
じて補強に取り組んできました。さらに、十勝沖地震などを教訓

安全・衛生に関する取り組み

新型コロナウイルス感染拡大への対応について
製油所・事業所で実施する定期補修工事において、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、工事規模の縮小と工事期間延
長による動員数の平準化を行いました。工事実施に当たっては、地
元の作業員の従事を優先し、地元外の作業員を最小化しました。
定期補修工事の実施にかかわらず、健康管理の徹底、移動時およ
び執務時における感染予防対策に徹底して取り組んでいます。

に、法令の基準を上回る想定地震強度に対しても評価・改善を
実施してきました。

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を受けて、高圧ガ
ス設備に関する法令が強化され、基準が見直されました。それに
伴い、当社グループ製油所・事業所の LPG を貯蔵する球形タン
クなどについて、支持構造物の耐震性の向上を目的に、補強工事
を計画的に実施しています。

2019 年度においては、強靭化補助事業を活用した製油所・事
業所および油槽所の設備補強に取り組んできました。今後も当社
グループはさらなる耐震性強化を検討していきます。

無事故への取り組み

2019 年は関係会社において重大事故（火災事故）が発生し、
約 4 カ月にわたり操業を停止しました。当社として、事故発生原
因の究明および再発防止策の策定支援に当たりました。今後も
重大事故の未然防止の取り組みを強化していきます。
当 社 グ ループ の 2019 年 労 働 災 害 件 数 は 2018 年 比 で 約

20% 増加しました。これは定期修理をはじめ、協力会社社員の
方の被災が増加の一因となっていることから、命を守るための
ルールの順守、非定常操作・作業時における作業者目線に立っ
た危険源の特定と対応、協力会社などへの安全配慮の活動を強
化していきます。
LPG タンク支持構造強靭化（徳山事業所）
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