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社会貢献活動の考え方

●

当社グループは 、次代を担う子どもたち・若手らの次世代育成を主軸とした社会貢献活動に継続的に取り組んでいます。
また、それらの活動を通して、地域の皆さまとの密接な交流を図っています。

題名のない音楽会
音楽番組「題名のない音楽会」への1社提供を1964年に開始し、50年以上の

■

題名のない音楽会

長きにわたり継続しています。当番組は「良質な音楽をお茶の間に届ける」こと
をコンセプトに掲げ、主にクラシック音楽を題材として、オーケストラの演奏によ
る公開収録を行っています。 2017年4月からは、テレビや舞台で活躍する石丸

社会貢献活動費の実績

幹二氏が6代目司会者を務め、音楽の魅力を新たな切り口で分かりやすく伝える

社会貢献活動費の実績推移※

（単位：百万円）

出光興産

案内役として、番組の歴史を重ねています。

昭和シェル石油

2017年度

209

65

2018年度

219

68

2019年度

386

-

※ 以下の内容を集計しています。
出光音楽賞、シェル美術賞、環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」
、キッザニア、子どもエネルギー教室、TABLE FOR TWO、
国際難民支援団体（RIJ）へのオフィス提供、みらいを奏でる音楽会、ふるさとプロジェクト、出光イーハトーブトライアル、販売部門地域プロモーション、寄付金

© テレビ朝日
● シェル美術賞

次代を担う若手作家の支援を目的として1956年に創設され、40歳以下の作家を対象とす

■

2019年グランプリ受賞作品

■

グランプリ受賞の
黒坂 祐 氏

る完全公募制の美術賞です。当時としては大変珍しい、完全公募の賞として創設して以来、

黒坂祐「夜から朝までの間」

現在まで続く伝統ある美術賞であり、
「若手作家の登竜門」として高い評価を頂いています。
創設63周年を迎えた2019年の応募者数は531名、応募作品数は765点に上り、その中か
らグランプリ・審査員賞・学生特別賞を選出しました。 2019年12月に東京・六本木の国

社会貢献活動の事例

立新美術館にて開催した「シェル美術賞展2019」では54点の受賞・入選作品を展示し、13
日間の会期中に5,487名の方々にご来場いただきました。展覧会場では、前年度の審査員

人々とのつながり
●

により選出された若手作家4名の近作・新作を展示する「シェル美術賞 アーティスト・セレク

出光音楽賞

ション（SAS）
2019」を同時開催し、若手作家の継続的な支援にも力を入れています。来場

当社提供の音楽番組「題名のない音楽会」の25周年を記念して、1990年に「出光音楽賞」を制定しました。この賞は、わが

者の投票により選出される「オーディエンス賞」も6回目の開催となりました。

国の音楽文化向上の一助として、将来有望な若手や新進気鋭の音楽家を表彰し、活動を支援するものです。第30回（2019

また2018年から、過去の受賞・入選作家を対象とした「シェル美術賞 レジデンス支援プ

年度）までに106名・1団体が受賞し、それぞれの場で目覚ましい活躍を続けています。選考基準は、幅広い分野の音楽家を

ログラム」を実施し2回目となりました。海外滞在や他国の作家との交流を通じて、新しい刺

対象に単なる完成度ではなく、育成という観点から意欲、素質、将来性に重きを置いて選出しています。受賞資格は、原則と

激と気付きを得ることで、作家としてよりステップアップしていただくためのプログラムです。

して30歳までの主として日本に在住して活動している音楽家です。受賞者にはさらなる研鑚に活用してもらうため、300万円

受賞・入選作家に海外滞在の機会を提供し、フランス・パリのレジデンス施設「シテ・アン

の賞金を贈呈しています。毎年、受賞を記念したコンサートを開催し、多くの観客の前で素晴らしい演奏を披露しています。そ

テルナショナル・デ・ザール」での2カ月間の制作活動を支援しています。

の模様は「題名のない音楽会」でも放送され、世間の注目を大いに集めています。 2019年度の受賞者は、佐藤晴真氏（チェ
ロ）
、服部百音氏（ヴァイオリン）
、藤田真央氏（ピアノ）の3名でした。
■

佐藤 晴真 氏

© TOMOKO HIDAKI

■

服部 百音 氏

© Chihoko Ishii

■

藤田 真央 氏

© EIICHI_IKEDA
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●

環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」

●

全国の児童・生徒を対象に、身近なまちの残したい「○」の風景と、すぐに改善したい「×」の風景を撮影、コメントを添えて
作品とするフォト・コンテストを行っています。 2019年も環境省からの後援を得て15回目となるコンテストを開催しました。

北海道こどもお絵かきコンテスト
北海道出光会※が実施している「北海道出光こどもお絵かきコンテスト」は、

個人部門は小学校部門、中学校部門、高校・高等専門学校部門で構成し、2019年は過去最高となる計10,392点（小学校

一般来場者の双方から大きな反響を頂いています。 2019年度は7,735作品と

部門： 742作品、中学校部門： 7,769作品、高校・高等専門学校部門：1,881作品）の応募があり、年々増加しています。学

北海道内の多くの方から応募をいただきました。応募作品の審査後、上位入選

校では環境教育の教材や夏休みの課題としても活用されており、学校団体部門では全国から389校の応募がありました。

■

作品展の様子

■

支援先の開発途上国の子どもたち

2019年度で11回を迎えました。学校や児童館などの教育現場と入選作品展の

作品で作成したポスターを北海道内の出光系列 SS（サービスステーショ ン）で
掲示するほか、道内各地で作品展を開催しています。 2019年度は、釧路市を

小学校部門金賞受賞作品「ずっと使える水筒」

■ 〇の写真

作品コメント

一丸 紗希さん（神奈川県）

■ ×の写真

私の家では、でかける時に必ず水筒を持ちます。ペットボトルを

皮切りに道内7カ所（釧路、函館、旭川、帯広、札幌、室蘭、北見）で、入選作品
展（86作品）と特別展（作品展開催地域から応募された作品の一部）を同時開
催しました。
※ 出光会：特約販売店経営者の組織

持って行ったり、外で買うこともできますが、水筒はとても便利で

す。夏はキンキンに冷たく、冬はホカホカ温かく、とても美味しい

です。そして、何よりもゴミが出ないことがうれしいです。ペット

●

ボトルは、一回でゴミですが、水筒は、何回でも使えます。私の

TABLE FOR TWO
台場フロンティアビル、ソーラーフロンティア
（株）の国富工場の食堂で対象メ

水筒は、もう五年使っていますが、これからも、ずっと大切に使

ニューを 購 入 す ることで、売 上 の 一 部 が NPO 法 人「TABLE FOR TWO

い続けていきたいです。

International」を通じ、開発途上国の子どもの学校給食に寄付されます。対象の
■

● キッザニア

出光 SS（ガソリンスタンド）
のパビリオン

東京（豊洲）
、兵庫（甲子園）では、職業・社会の体験型商業施設「キッザニア」

ヘルシーメニューを1食購入するごとに開発途上国の子どもたちに給食1食分が
寄付されるという誰でも参加できる社会貢献活動であり、栄養バランスの取れた
食事を取ることで参加者自身の健康維持にもつながります。台場フロンティアビ

へ SS（キッザニアでの呼称はガソリンスタンド）のパビリオンを2006年から出展

ルでは2013年12月から、国富工場では2016年4月からスタートし、2020年3月

し、子どもたちが楽しみながら社会の仕組みを学ぶ機会を提供しています。

末現在で20,357食分（2019年度は3,892食分）の学校給食を寄付しました。
●

国際難民支援団体（RIJ）へのオフィス提供
」
に対し、
難民支援を目的として活動するNPO 法人「国際難民支援団体（RIJ）

●

出前授業・子どもエネルギー教室

RIJ は募金キャンペーン、グリーティングカードやクラフト作品の販売などで集め

めてもらう授業を行っています。子どもたちにとって遠い未来の問題ではなく身近な問題と感じてほしいという想いから、実

た資金を元に、ミャンマー、レバノン、ナイロビなどで暮らす避難民への物資支援を

験・工作やクイズを通して省エネのヒントや自然環境に関する気付きを得てもらうことで、普段の生活の中で地球温暖化対策

行っています。また、物資支援だけでなく、長期的な視点から避難民の経済的自立

を実践するきっかけになっています。

を目標に掲げ、避難民コミュニティ内での語学教育や職業訓練を通して安定的・継

子どもエネルギー教室

■ ナイロビでの職業訓練の様子

1979年の設立以来、オフィス・スペースの無償提供を行っています。

製油所・事業所・工場の近隣地域の小学生を主な対象として、地球温暖化による気候変動問題などについて理解をより深

■

写真提供：TABLE FOR TWO International

■ アグリバイオ

ワークショップ

続的支援に力を入れています。
写真提供：RIJ
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地域とのつながり

●

● みらいを奏でる音楽会

出光イーハトーブトライアル
岩手県北部を舞台としたトライアルバイクの競技大会「出光イーハトーブトライアル大会」に1989年から協賛し、モーター

当社の製油所・事業所などが立地している地域を中心に、2006年からコンサートを開催してきました。 2017年からは、次

「本物のトライアルスピリットを次世代へ」をコンセプト
スポーツの振興を通じて地域に貢献しています。 2017年大会からは、

代を担う若者の音楽経験を支援することを目的に、若手音楽家の発表機会の創出や地元学生がプロの音楽家と共演する「み

に掲げ、ライダーの裾野を広げるための子どもたちへの支援、次世代の本物のトライアルライダーの育成の実現に取り組んで

らいを奏でる音楽会」としてコンサート内容を刷新しました。なお、開催日程の前後には、地元小中学校での音楽体験学習会

います。環境への取り組みとして、岩手県県有林の森林整備により発行される「J-VER クレジット」を活用し、本大会のバイク

も併催しています。
■

コンサートでのプロの演奏家と地元小学生との共演

走行により排出される CO2をオフセットしています。大会を通してトライアルバイク競技の魅力を次世代に伝え、大会のさらな
■

小学校での体験学習会

る発展を目指していきます。
■

●

子どものバイク体験

■

©tvi

ふるさとプロジェクト

選手集合写真

©tvi

2018年から各地の小学校で伝統楽器の演奏・体験学習と桜の記念植樹を行う「ふるさとプロジェクト」を開催しています。
この活動は、次代を担う子どもたちに、本物に触れる機会を提供したいという想いから開始しました。日本の伝統文化に対す
る興味・関心が広がることと、記憶に残る体験により、成長した後も「ふるさと」を思い、その素晴らしさを次代へつないでい
く心が育まれることを期待しています。 2019年12月末までに、北は北海道から南は沖縄県まで全国13校で開催し、3,454名
の小学生が参加しました。
■

和太鼓の体験学習

■

桜の記念植樹
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地球環境とのつながり

海外拠点での取り組み
●

ベトナムにおける日本語学習支援

2015年以降、ベトナムのハノイ事務所では社会貢献活動としてハノイ

● インドネシアにおける森林再生活動
■

日本語課程修了式

2004年にインドネシアにおける潤滑油の製造販売会社として設立され

市内のトホアン中学校の日本語学習授業の支援を毎年実施しています。

た、出光ルブテクノインドネシアは現地の NGO「Orangutan Information

今年度も2020年6月24日に行われた同校の日本語課程修了式へ協賛い

Centre」と協働して、破壊の危機にさらされているインドネシア・スマト

たしました。修了式には日本語学習生徒をはじめ、同校校長先生や担任

ラ島の森林再生活動に取り組んでいます。

の先生方、そして当社ハノイ事務所のスタッフを合わせて約450名が参

この活動の対象となる北スマトラ州ルーサーを中心に世界自然遺産に

加。成績優秀者に記念品を贈呈するとともに、式典後は生徒たちを出光

指定されているルーサーエコシステム（Leuser Ecosystem）地域は、オ

Q8ペトロリアムの SS に招待し、見学会を実施しました。日本式接客のデ

ランウータン、トラ、スマトラサイ、象などが生息する東南アジアでもっと

モンストレーションを見た生徒たちからは、
「出光の SS のサービスについ

も希少な森林の一つで、260万 ha 以上の広さがあります。しかし、鉱物

■

植林活動の様子

て詳しく知ることができた」
「接客に非常に力を入れていることが分かった」

資源が豊富なため、道路建設や大規模な鉱業開発およびパーム油のプラ

といった感想を頂きました。

ンテーション開発などによる森林破壊の危機にさらされています。そこで、2017年5月から省燃費ガソリンエンジンオイル

また、同様の社会貢献活動として「日本文化フェスティバル」への協賛も2018年から実施しています。当イベントはハノイ
市教育訓練局、各区の日本語教育課の代表者をはじめ、ハノイ市内10校の学校関係者および多くの生徒が参加する中学生
向けの日越文化交流イベントです。各校で校内予選を行い、最も優秀なパフォーマンス（スピーチ、ダンス、歌、劇など）を披

0W-20の売上の一部を資金として、森林内の7ha のエリアに植林をし、元の森林に再生する取り組みを進めています。
2021年から新たにジャワ島の北側海岸において、マングローブの苗木10,000本の植林を予定しています。
この活動により、環境負荷低減の推進と、自然環境を守る直接的な活動の双方に貢献しています。

露したグループが当日の決勝戦に参加する仕組みです。 2020年の開催では、日越文化を紹介・交流するため各校が両国の
伝統的な食べ物、文化体験などのブースを用意するなど初めての試みも実施します。日本文化を改めて紹介、親しんでいただ
くための場として今後も協賛していきます。
● オーストラリアにおける地域社会課題解決への取り組み

石炭事業の拠点の一つである出光オーストラリアリソーシス
（ブリスベン）

■

ガールズアカデミー

では、マネジメントレベルによる以下の4つの方針の下、地域の社会問題解
決に資する取り組みを長期的な視点で進めています。

• 環境管理ポリシー
• エネルギー管理政策
• 文化遺産政策
• ステークホルダーエンゲージメントポリシー
2019年の活動実績
ガールズアカデミー
オーストラリア先住民女性の高い失業率を減らし、地域社会の長期的な生活の質を向上させるために、文化交流を通じて
地域の女子学生を導く青少年育成プログラムのスポンサーになっています。
ボガブライ地域チャイルドケアセンター建設
未就学時の預かりおよび学童保育を行う施設を建設し、地域政府へ提供します。
その他、鉱山近隣地域に対し、人口規模の維持やより豊かな地域社会形成に寄与する貢献活動について、今後も長期的な
支援を行っていきます。
出光サステナビリティレポート 2020

