
人権・サプライチェーンに関する取り組み

ESGへの取り組み

出光グループ　人権基本方針
当社グループは、2019年に「出光グループ人権基本方針」を

制定し、日本国内はもとより、世界各国で事業を展開するに当た
り、世界人権宣言ならびに労働における基本的原則および権利
に関するILO宣言に表明されている国際的に認められた人権を
尊重することを宣言しています。また、国連「ビジネスと人権に関
する指導原則」にのっとり、人権デューデリジェンスを実施するこ
とを方針に定め、2020年から具体的な取り組みを開始していま
す。加えて、当社グループとして重視する9項目の人権課題を明
記し、社内での啓発活動を進めるとともに、人権に関する案件を
含む行動規範への違反または潜在的な違反に対応するため、役
員と従業員向けの報告相談窓口を設置、ステークホルダーにつ
いても、事業活動への懸念を通報できる窓口を設置しています。
こうした人権に関する一連の取り組みについては随時ウェブサイ
ト等で情報開示を行っています。

推進体制
当社グループでは3つのディフェンスラインの考え方で人権の

取り組みの推進を図っています。
まず、1stディフェンスラインとして、各関係会社とその主管部
は自主点検で、リスクのチェックを行っています。また、2ndディ
フェンスラインとして総務部内部統制推進課やサステナビリティ
戦略室などコーポレート部門との連携により、自主点検の支援を
実施しています。3rdディフェンスラインとして、社長直轄の独立
組織である内部監査室による定期監査で人権リスク項目のチェッ
クおよびモニタリングを行っています。

人権に関する通報窓口として、グローバル内部通報制度やコン
プライアンス相談窓口、ハラスメント相談窓口も設置し、各委員
を通じて経営委員会へ報告できる仕組みを構築しています。
人権デューデリジェンスについては、サステナビリティ戦略室と

主管部室、関係会社が一体となり、順次個別調査を実施中です。
調査結果は適宜経営委員会への報告を行う予定です。

人権デューデリジェンスの実施
当社グループでは、「出光グループ人権基本方針」にのっとり、

2020年度から人権デューデリジェンスを実施しています。まず
は、国内外の全ての関係会社241社（2020年7月時点）を対象
に、国際基準に基づき、「社会」「環境」「労働安全」を切り口とし
た約80問の設問を用いてスコアリングを行い、グループ全体の
人権リスクマッピングを実施することで、内在する人権リスクの可
能性を可視化しました。

2021年度は、前述のリスクマッピングをもとに優先順位付け
を行い、詳細なリスク調査を実施しています。第一弾として①海
外の関係会社、②製造拠点を持つ関係会社、③事業規模（従業
員数50名以上）に該当する19の関係会社を選定し、約360の
質問で構成された調査票を用い、関係会社ごとに人権リスクへの
対応状況の調査を行いました。調査票では現地における労働問
題に関するリスク評価項目も含め、早期にリスクの所在を明らか
にできる仕組みとしています。第二弾以降も優先度の高い関係会
社から順次、調査を実施し、事業ごと、あるいは地域ごとのリス
ク対応の傾向を把握すると同時に、各関係会社との対話を通じ、
現地会社におけるより詳しい実態の把握と必要な対策の立案と
実行を進めていきます。また、新規投資案件は、社会課題リスク
（不当な労働慣行、人権侵害、不公正な取引）や自然環境リスク
（気候変動、土地・水・天然資源の利用）について投資起案書に
てチェックを図る仕組みを運用しています。
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関係会社ごとの詳細リスク調査
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現地会社との対話

対策の立案と実行
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進捗状況の報告、
外部機関による評価

人権リスク
マッピング

サステナブル調達ガイドラインについて
企業を取り巻く環境は多様化しており、持続的発展を達成する

ためには一企業だけではなく、サプライチェーン全体を通じて社会
的責任を果たすよう、各企業が積極的に取り組んでいくことが期
待されています。当社グループは、企業理念および行動指針に基
づき調達基本方針を定め、高潔な倫理観に基づく調達活動を通
じサプライチェーン全体で「持続的発展が可能な社会」を取引先
と共創します。この責任を果たすべく、国際規格 ISO26000（社
会的責任に関する手引）および ISO20400（サステナブル調達に
関する手引）と、SDGs（持続可能な開発目標）、国連グローバル・
コンパクトの10原則を参考に、①組織統治、②人権、③労働慣
行、④環境、⑤公正な事業慣行、⑥消費者課題、⑦社会貢献の
観点から、独自のサステナブル調達ガイドラインを策定しました。
取引先とサステナビリティに関する取り組み状況について情報交
換を行い、相互のレベルアップに努めています。

推進体制
当社グループは、企業理念および行動指針に基づき調達基本

方針を定め、高潔な倫理観に基づく調達活動を通じサプライ
チェーン全体で「持続的発展が可能な社会」をお取引先と共創し
ていくべく、サステナブル調達ガイドラインに基づき、調達部門が
中心となって、取引先と緊密な連携をしながら進めています。

サプライチェーン管理の改善
2019年以降、120社を超える取引先との面談を実施し、取引

先のESG活動の推進や改善について対話を進めています。
人権や環境課題に対する取り組み状況の確認や、SDGsの推

進、セキュリティ強化の提案等を行い、サプライチェーン全体での
リスク管理の改善を続けています。

サステナブル調達の考え方
当社では、適正な調達倫理に基づいた公平公正な調達を行う

とともに、ビジネス競争力向上に貢献し、全てのステークホルダー
に対し誠実な経営を行い、社会と企業の持続的発展を目指して
います。この目的を達成するために調達基本方針ならびに調達活
動に関する一般規程を定めています。
具体的には当社の業務に必要な資材、工事およびサービスを

購入または借入する際の調達取引先の選定方針を定め、調達取
引先に当社の調達活動に関する方針を理解していただくことによ
り、サプライチェーン全体で持続可能な社会の実現に貢献するこ
とを目指しています。

出光グループ 人権基本方針  
https://sustainability.idemitsu.com/ja/themes/201

行動指針
当社グループでは全従業員が持つべき心構えや、取るべき行

動の礎となる「行動指針」を2019年に制定しました。人が持つ
無限の可能性を信じて、常に高め合いながら成長することを軸に、
「自立・自律」「変革」「共創」「健康・安全」「高潔」の5つの柱で
構成しています。
全従業員は行動指針、各種方針の理解浸透に努めるとともに、

当社グループの一員であることに誇りを持ち、またその責任を自
覚し、公正で透明性のある企業活動を実践します。

人権の尊重 サステナブル調達

成 長
人が持つ無限の
可能性を信じて、
常に高め合う

高潔
高い倫理観のもと、
謙虚に、誠実に

多彩な力を募り、
化学反応を
起こす

共創

すべてにおいて
健康・安全を
優先する

健康・安全

変革
未来志向で
挑戦し続ける

自立・自律
自ら考え
行動する

取締役会

人権デューデリジェンス 報告

内部統制推進課
自主点検運用支援

内部監査室
監査項目にてチェック
モニタリング

サステナビリティ戦略室
人権方針周知
人権デューデリジェンス運用支援

社長

経営委員会

主管部室

関係会社
自主点検

1st ディフェンスライン
2nd ディフェンスライン

3rd ディフェンスライン

コンプライアンス委員会
リスクマネジメント委員会

情報開示委員会

グローバル内部通報制度
コンプライアンス相談窓口
ハラスメント相談窓口

■ 体制図

2021年度上期に、まず最も優先度の高い 19の関係会社を選定し調
査を実施しました。

人権デューデリジェンス実施状況（2021年度上期）

【選定基準】 ① 海外関係会社   ② 製造拠点を持つ関係会社 
③ 事業規模（従業員数 50名以上）

【調査内容】 社会・環境・安全衛生の 3分野（約 360の質問）
で構成された調査票による調査

【調査結果】 

下記の点に改善余地があることが判明
① 人権方針の周知徹底
②  「外部向けの苦情メカニズム」や「責任のある調
達とその管理」についての取り組み強化

上記を含む、早期の対応や改善が必要と思われる項目につ
いて個別に現地会社と確認、対話を行い、リスク軽減の取
り組みを実施予定。

対応

社会
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当社では年齢にかかわらず活躍できる場を提供したいという考
えから、2021年度より60～65歳の退職年齢選択制度を導入
し、640名のシニア世代（60歳以上）が59歳以下の社員と同等
の等級・評価・報酬体系で活躍しています。さらに2025年度に
は65歳まで全員が社員として勤務できる制度を導入します。
希望就労年齢・形態や就労意欲の多様化を背景に、60歳以
降も一人ひとりが力を最大限発揮でき、満足感や安心感を持って

働くことができる制度へ改定し、60歳以上の社員には、日常的
な協働を通じた後輩の育成、知識・技能の伝承を期待しています。
また、退職後のマネープランなどを学びながら60歳以降の働き
方について考える機会として、2021年度から40歳以上の社員
を対象に、ライフシフト研修を実施しています。

ありたい姿

女性社員

■   各職場、会議体などの意思決定の場で、複数の女性社
員が参画し、自分の意見を持って行動している状態

■   年齢、ライフイベントによらず、価値創造に向けてキャ
リアイメージを持ちながら成長している状態

会社
■   性別、年齢、ライフイベントによらず公平公正に成長機
会を提供するとともに、挑戦を後押しし、成長に応じて
公平公正に評価を実施している状態

基本的な考え方とありたい姿
当社は、女性活躍推進をD&I推進の重点施策の一つと位置付

け、女性を含む全ての社員が活き活きと働き、さまざまなステー
クホルダーと新たな価値を共創できる企業を目指しています。女
性活躍推進においては、女性社員自身と、会社、それぞれの視点
での「ありたい姿」を右表のように設定しています。

女性社員の活躍推進

シニア世代の活躍推進

当社はこれまでも、D&I推進の各種施策を実施してきました。
2021年度は、多様な従業員が成長、活躍し、イノベーションを創

出し続ける企業を目指し、ダイバーシティ推進を経営戦略と位置
付け、より一層取り組みを加速させていきます。

D&I推進のマイルストーン

企業理念の浸透と実践
当社の企業理念「真に働く」は「人が中心の経営」という価値

観を軸に、仕事を通じて人が育ち、無限の可能性を示して社会に
貢献する考えを示したものです。企業理念が社員に浸透し、実践
がなされることを目指し、各種施策に取り組んでいます。　

当社グループのD&I方針
当社グループは、社会が抱える諸課題の解決に向け、多様な

ステークホルダーとともに新しい価値の創造に取り組んでいきます。
そのためには、多様な視点や価値観、多彩な力を取り入れ、
個々の潜在能力を最大限に引き出し、化学反応を起こしていくこ
とが欠かせません。
当社グループでは、職務上の地位、雇用形態、年齢、性別、学

歴、出身地、国籍、人種、障がい、思想信条、宗教、性的指向、
性自認、結婚の有無などに基づく差別を根絶し、一人ひとりの個
性を活かしお互いを尊重し高め合う「ダイバーシティ＆インクルー
ジョン」を積極的に推進していきます。

D&I推進体制
2021年10月に、ESG管掌の副社長を委員長とするD＆I推

進委員会を設立しました。
委員会メンバーは、取締役、人事担当執行役員のほか、多様

な部門のメンバーで構成しています。また、社外取締役の荷堂真
紀氏をアドバイザーに迎え、より多様な観点で討議します。
委員会ではD&I推進に関する経営課題の抽出や、目標設定、

各種施策の立案、進捗確認を実施します。討議内容については、
適宜、役員、部室長と共有・議論するとともに、取締役会に定期
的に報告を行います。

2030年に向けた人事戦略

D＆I推進

多様な人材の活躍推進の取り組み

当社は企業理念「真に働く」のもと「人の育成」という経営の目
的を実現するために、人の力の無限の可能性を信じ一人ひとりが
自身の成長に限界を設けず、その能力を最大限発揮するととも
に、組織全体、サプライチェーン全体の総合力を高める「人が中

心の経営」を支える人事施策を展開しています。当社が創出する
新たな価値を通じて社会発展に貢献するだけでなく、併せて従業
員が自らの人生をより豊かなものにすることを目指しています。

人事戦略の基本的な考え方

■ いかなる差別も撤廃します
■ 個人の能力を最大限に発揮できる環境を整備します
■ 従業員一人ひとりのワークライフバランスを尊重します
■  互いの個性を尊重し、高め合い、 
チームの力を最大限に発揮できる職場風土をつくります

人事戦略

ESGへの取り組み

上位概念・影響要素

「真に働く」
企業理念

雇用環境等
社会環境

「責任ある変革者」
・事業　ROIC経営の実践
・仕組　ビジネスプラットフォームの進化
・文化　Open・Flat・Agileな企業風土醸成

2030年ビジョン

2030年に向けた人事戦略
企業理念の浸透と実践

多様な価値観・
個性の発揮

自律的な
キャリア形成
支援

柔軟な働き方
の整備

2030年に向けた取り組み
2030年ビジョン「責任ある変革者」の実現に向け、多様な価

値観・個性の発揮を促し、多様な働き方に対応する制度を整備し
ていきます。そして環境変化の中でも社員一人ひとりが自律的に
キャリアを描き成長できる環境づくりを進めていきます。
■ 多様な価値観・個性の発揮
■ 自律的なキャリア形成支援
■ 柔軟な働き方の整備

旧昭和シェル石油と
出光興産でそれぞれ、
D＆I推進施策を実践

経営戦略としてのダイバーシティ推進へ

LGBTQ＋に関する取り組み

経営戦略としての女性活躍へ女性の更なる活躍推進

育児・介護・治療を含む多様なライフ・キャリアの充実を促進仕事と育児・介護・治療の両立支援の拡充

障がい者の活躍の場を拡充障がい者雇用の取り組み

シニア社員の成長機会・活躍拡大シニア社員の活躍推進

働き方改革の加速による多様な働き方へのチャレンジ働き方改革／意識・風土醸成

                                          2019年（統合）　　　　　　2020年　　　　　　2021年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～2025年

数値目標
現状 目標

女性役員数（一般事業主行動計画とは別に当社目標として設定） 2名（2021年3月末） 5名（2023年6月末）

女性役職者数（出光興産雇用社員） 24名（2021年3月末）
※ 27名（他社出向者含む） 46名（2023年3月末）

学卒採用者の女性比率 24.1%（2021年4月） 30.0%（2023年3月末）

有給休暇取得率 69.5%（2020年度） 85.0%（2023年3月末）
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障がい者の活躍推進
当社は、障がいのある方も能力を発揮して働くことのできる環

境を整え、活躍する機会を提供する取り組みを行っています。本
社各部室や全国の各拠点で、環境を整え受け入れると同時に、
本社、千葉事業所、次世代技術研究所、徳山事業所では「チーム
就労」型の障がい者雇用も展開しています。　
「チーム就労」型とは、複数名の障がい者がチームとなり社内各
部署からの業務を請け負い、全社の生産性向上に寄与する障が
い者のための働き方です。具体的には、①次世代技術研究所で
の清掃業務や事務サポート業務、研究所内の温室設備を活用した
花卉（かき）栽培（出光夢農園）、②徳山事業所の「チーム☆彡き
らら」による制服管理や社有車管理、事業所の排熱を利用したイ
チゴ農園の運営と生産物の社員への提供、③大手町本社の「チー
ムアルテミス」による、郵便センター運営、清掃業務、全社ペーパー
レス活動の一環として紙資料の電子化等に取り組んでいます。
今後、さらに障がい者の活躍・成長の場を創出するとともに、

チーム就労も定着させ、障がい者雇用の側面でダイバーシティ＆
インクルージョンを具現化することを目標として取り組んでいき
ます。

LGBTQ+に関する取り組み
当社は、「人権基本方針」および「ダイバーシティ＆インクルー

ジョン方針」に基づき、LGBTQ＋に関するあらゆる差別を認め
ず、性的指向や性自認における多様性を理解し、互いの個性を尊
重し、高め合い、チームの力を最大限に発揮できる職場環境づく
りの取り組みを始めています。
具体的には、風土醸成・制度整備・社会貢献の3つの活動を

中心に取り組んでいきます。

外国籍社員の活躍推進
当社では、35名の外国籍社員が活躍しており、彼らが安心し

て仕事に打ち込むことができるよう、さまざまな取り組みを進め
ています。その施策の一つとして、外国籍社員の交流・情報交換
の場であるGlobal Nakama Initiative（GNI）を結成し、自由に
意見交換、相談ができる仕組みとして展開しています。現状、外
国籍社員が日本企業で働くうえで、考え方や習慣が日本人と異
なることが多くあります。この活動を通じ、日本での生活や仕事
面をサポートしながら、外国籍社員一人ひとりが働きやすい環境
づくりを目指していきます。

出光グループは「人が中心の経営」を掲げ、尊重される人材の育成を究極の目的と位置付けています。そして人の力を最大限に発揮し社会に貢献
していくことを目指します。
そのためには従業員一人ひとりの健康が必要不可欠です。
「すべてにおいて健康・安全を優先する」を出光グループの行動指針と定義し、「こころ」「からだ」ともに健康で、活き活きと働ける会社を目指します。
従業員は自身の健康を意識し自律的に取り組むとともに、会社が積極的に支援し、従業員と会社が一体となって健康な会社を実現します。

出光興産株式会社　代表取締役社長　木藤　俊一

中期経営計画における2030年に向けた基本方針にも掲げて
いる、社員一人ひとりのやりがい向上のためには、「Open・Flat・
Agileな企業風土醸成」の実現が必須と考え、さまざまな社内コ
ミュニケーション施策を展開しています。
社員と組織の状況を年に1回定量的・継続的に把握し、課題

を抽出し施策につなげる「やりがい調査アンケート」、社員と経営
層がさまざまなテーマに関して直接対話・意見交換を行う「Next
フォーラム」および「タウンホールミーティング」、個々のキャリア
支援のための相談窓口である「ライフキャリアサポートセンター」
などがあります。これらを両輪で回すことで、組織の活性化と
個々の成長を促し、ひいては社員のやりがい・誇りにつながる会
社風土の醸成を実現していきます。

当社では従来、やりがい調査アンケートを起点としたNext
フォーラム活動を通じて社員の声を吸い上げ、より良い会社づく
りに取り組んでいます。この活動全般を推進しているNextフォー
ラム事務局内に2021年7月にライフキャリアサポートセンターを
設置しました。

ライフキャリアに関する相談の専門窓口をいつでも活用できる
ことで、社員一人ひとりがライフキャリアに関する悩みや自分らし
いキャリアづくりに自律的に取り組んでいくことを一層支援してい
ます。

ライフキャリアサポートセンター

社員のやりがい・誇りにつながる会社の風土醸成

社員と組織の状況・課題の把握・モニタリング

全社課題解決に向けたマネジメント・
各部室への働きかけ、全社施策の

モニタリング

両輪での
組織の活性化・
個々の成長

職場風土の向上に
向けた関係部室へ
の働きかけ

社員一人ひとりの自律
的キャリア形成の支援

ライフキャリア
サポートセンター
個々の悩み・
課題に一緒に
向き合う

社内コミュニケーション
充実に向けた全社施策

タウンホールミーティング
従業員と経営層との
直接対話の場

Nextフォーラム
フォーラム委員（職場代表）を
通じて職場意見を吸い上げる

やりがい調査アンケート

■ 職場風土改善・やりがい向上の取り組み

キャリアコンサルタントの
立場から、悩みや課題に
きめ細かく支援

面談時間：60分／回

■ ライフキャリアサポートセンターの位置付け 部室

人事担当役職者

Nextフォーラム事務局
ライフキャリアサポートセンター

直属上司

部室長

双方向コミュニケーション

人事部

部下

基本は上司による
支援、MBO面談、
日頃の会話

人事権をもたず、守秘性・心理的安全性
が確保された

相談の場として位置付け

実施時期：2021年 7月下旬～ 8月上旬
対　　象：当社および関係会社（29社）の計 11,896名
回 答 率：95.7%（グループ全体）

2021年の特徴：  企業理念や 2030年ビジョンの共感・支持を問う設問、および業務プロセス効率化によ
る創出時間と生産性の関係を問う設問を新設しました。2019年のアンケートから抽出さ
れた課題に対する、業務プロセスの効率化、経営層発信の強化などによりスコアが向上
してきています。※ 以下、出光興産本体の結果

■ 年代別の「やりがい・相互信頼・一体感」カテゴリーのスコア

2021年やりがい調査アンケートの概要

■ やりがいを持って働いていると回答した従業員の割合
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アンコンシャス・バイアス研修の開催
アンコンシャス・バイアスとは、誰もが持っている「自分自身で
は気付いていない物ごとの捉え方の偏りやゆがみ」のことです。
リスク回避の側面では有効である一方で、無意識に決め付け、相
手への押し付けが起きている場合は、職場や個人に対してネガ
ティブに作用することもあり、D&I推進の阻害要因（女性社員な
どの成長機会や、イノベーションの機会の損失など）、ハラスメン
トの要因の一つと考えられています。

当社グループは、D&Iは一人ひとりの違いや背景などを受け
入れ、お互いを尊重することが原点であると認識しています。そ
こで、社員一人ひとりがアンコンシャス・バイアスに気付き、相手
への理解や職場内のコミュニケーションの向上、イノベーションが
生まれやすい風土づくりを目指す方策の一つとして、2020年度
より、役員も含めたアンコンシャス・バイアス研修（eラーニング、
対話型ワークショップ、講演会）を全社展開しています。

2021年度は、これら取り組みを継続するとともに、人事部主
体から、各部室、関係会社主体の取り組みへと拡充しています。

D&I意識向上の取り組み

職場風土改善・やりがい向上

従業員の健康推進

■ 健康経営の全体像

■ 経営トップによる健康宣言

従業員
自律的な健康管理

サポート
セーフティネット

関係部室
■ やりがい調査
■ 職場環境の向上
■ 多様な働き方の促進
■ 労働災害の予防
■ 健康経営情報の発信
■ ESG、SDGｓの理解促進

健康保険組合

衛生委員会　

■ 特定保健指導・各種健診
人事部

■ 健康診断、判定基準設定とPDCA
■ ストレスチェック
■ 保健職・産業医の面談
■ セミナー・情報提供
■ 衛生委員会の運営

健康推進
■ 1on1推進
■ メンター制度

育成・教育・異動
■ 勤務管理
■ 多様な働き方
■ 休務・休職制度

福利厚生・労務

健康宣言

ESGへの取り組み

人事戦略
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ESGへの取り組み

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・休業
事故ゼロ」「環境異常ゼロ」を目指す。
引き続き、「命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、および「仲間への思
いやりと働きかけ」を推進する。

安全の確保

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

■   徳山事業所（2019年9月5日認定）
■   千葉事業所（2020年3月17日認定）
■   北海道製油所（2021年6月29日認定）

グループ精製会社では、西部石油（株）山口製油所（2021
年6月4日認定）も認定されています。

当社グループは、従来、「安全・衛生・環境」を経営の基盤と
位置付けており、これらの確保・保全の取り組みを推進する安全
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、
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
統括し、安全環境・品質保証部が事務局を務めています。　
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、安全・
衛生・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善に必要な経営資源
の確保の指示などです。　
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

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。　
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。他拠点については、事業所の安全環境リスク、安
全環境管理の状況を考慮して頻度を決定し、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。
また、グループ全体の災害防止のために、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
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
員会を設置しています。
※  安全・衛生・環境管理活動を促進するために、方針と目的・目標を定め、それらを達
成するために、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しくみ

重大事故 0 関係会社の火災事故
死亡事故 0 （上記重大事故を含む）
休業災害 27

環境異常 3

■  2020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）

無事故への取り組み
2020年は重大事故ゼロを達成しましたが、2021年6月にグ

ループ製油所において、協力会社員1名の方が死亡するという痛
ましい事故が発生しました。引き続き、守り・守らせる風土の定
着を図り、「命を守るためのルール」の順守による重篤な人身事故
の撲滅を図っていきます。特に、2021年度は類似労働災害防止
の観点で、安全活動に取り組んでいます。

安全保安諮問委員会
2005年以降実施してきた設備構造強化等の地震対応につい

て、2020年度は、2019年度に制定した「地震リスクマネジメン
ト指針」のもと、具体的な課題について検討を進めるとともに、従
来の取り組みを踏まえ、新たな考え方を反映したとして「新地震リ
スクマネジメント指針」に見直しました。

スーパー認定事業所
当社の製油所・事業所では、保安技術の高度化を踏まえた保

安力の向上策として、先進的な技術の活用、高度なリスクアセス
メント、高度な教育・訓練等に取り組んでいます。その結果、高
圧ガス保安法にて高度な保安の取り組みを行っている「スーパー
認定事業所」として以下の製油所・事業所が認定されています。

安全確保の理念と基本方針 年度安全衛生環境基本方針に基づく
取り組みと実績

安全・衛生・環境への取り組みの推進体制

「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、
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
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
化の醸成に努める。」を安全確保の理念としており、以下の具体
的な方針を定めて、当社に関係する全ての人々の健康と安全・
安心に努めています。

品質管理・品質保証

当社グループの品質保証は、各事業部門、関係会社単位とそ
れらを統括するコーポレートレベルの2つの仕組みから構成され
ています。実際の品質活動においては、この2つの仕組みが連携
しながら、グループ全体で品質保証方針の確実な実現を目指し
ています。

各事業部門、関係会社における品質管理・品質保証体制
当社グループ内の各事業部門や関係会社では、お客さまや社
会のニーズを満たす製品およびサービス品質の維持・向上に寄
与する品質管理活動を、商品開発から製造、販売に至る各ステー
ジで実施しています。また、各事業部門、関係会社ごとに品質マ
ネジメントシステムが導入され、お客さまに提供する製品・サー
ビス品質を担保しています。なお、当社グループ内の事業部門、
関係会社におけるISO9001の認証数は34件となっています
（2021年6月30日時点）。

コーポレートレベルでの品質保証体制
当社グループ全体の品質面におけるガバナンス強化に向けた

コーポレートの品質保証組織として、品質保証本部を設置してい
ます。品質保証本部は、取締役会で選任された品質保証担当役員
（取締役）を本部長、品質に関係する事業部門の部門長、関係会
社の社長を本部員とし、安全環境・品質保証部が事務局を務め
ています。品質保証本部は、全社的な品質保証活動の方針の制
定、品質マネジメントシステムの維持・見直し・改善など重要事
項を推進し、各事業部門は方針にのっとり自部門のPDCAサイク
ルを回しています。原則として年1回開催する品質保証本部会議
で、進捗を管理するとともに、当社グループの次年度基本方針な
どを決定します。また、各部門の活動を向上させるため、品質監
査を定期的に実施しています。　

製品安全への取り組み
「製品安全規則」に基づき、研究開発から販売に至る各ステー
ジで製品の安全性をチェックしています。化学物質に関する各国
の規制は頻繁に変化しており、スピーディーかつ確実な対応が求
められます。当社グループは、製品に含有される化学物質の有害
性情報を管理するツールを2017年度に整備して、適用対象部門
の拡大を図りながら、変化する国内外の法規制に確実に対応して
います。

品質クレーム発生時の対応
製品の安全や品質に関する重大な問題が万一発生した場合は、

「危機発生時の対応規程」にのっとり、社会的影響や被害を最小
限にとどめるよう対応します。品質に関するクレームやお問い合
わせは、お客さまセンターで受け付け、内容に応じて当社グルー
プの関係部門と連携し、迅速に対応しています。なお、全社的な
対応を要する重大な品質事故は、2020年度は0件でした。　

適切な製品安全情報の表記・表示
当社グループの製品安全情報については、法律に基づきSDS

（安全データシート）を発行しています。なお製品には、GHS（化
学品の分類および表示に関する世界調和システム）に従って危険
有害性を分類し表記しています。また、ウェブサイト上で用途や商
品名から検索し、製品安全情報を閲覧できるシステムを整備して
います。

当社グループでは、品質に対する基本的な考え方を「製品の安
全性を確保し、人と環境にもたらす影響を最小化するため、提供
する製品・サービスの開発から消費もしくは廃棄に至るまでのラ
イフサイクルを考慮した品質保証活動を推進し、顧客満足度の向
上や消費者保護に努めること」と定めています。また、品質に関
する最上位の社内規程である「品質保証基本要綱」では、品質に
関する基本的な考え方となる品質保証方針を以下の通り定めて
います。

1.  お客さまの立場にたった適正な品質の製品とサービス
を提供する。

2. 環境に配慮した生産活動と製品を実現する。
3. 安全・安心な製品を提供する。
4.  常にコンプライアンスを徹底し、社会的責任を果たす。

改善

基本方針
計画

品質保証活動

A

D

P

マネジメント
レビュー

マネジメント
レビュー

品質保証
本部監査

C

品質保証
基本方針

P

C

A

事業部門への
方針展開

D

事業部門

コーポレート

■ 当社グループの品質マネジメントシステム（PDCAサイクル）品質に関する基本的な考え方

品質管理・品質保証体制
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