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「FTSE4Good Index Series」に2004年から
11年連続で組み入れられています。

SRIインデックスへの組み入れ状況
（2015年5月末現在）

ENERGIZING THE FUTURE
昭和シェル石油が目指す価値創造
2015年4月1日に定めた新グループ経営理念「私たちのエネルギーで未来を元気にします」は、当社の今後の 

向かうべき姿をよりわかりやすく、親しみやすい言葉で表現しています。そして、 当社グループが過去から大切に
してきたこと、また今後も引き継がれるべきもっとも重要な5つの価値観「社会的使命」「顧客志向」「先進性」「活力」
「持続的成長」を企業活動規範として制定しています。このグループ経営理念をもとに今後も昭和シェル石油 

グループが一丸となり、エネルギーを通じた持続的な社会の発展をめざし、未来に向かって歩みを進めていきます。

CSR Bookの編集方針
昭和シェル石油グループの経営および企業活動全般を、ステー
クホルダーの皆様により分かりやすくお伝えするため、「アニュ
アルレポート」と「サステイナビリティ・レポート」を1冊に統合
した「コーポレートレポート」を2012 年より発行しています。
「CSR Book」はこの「コーポレートレポート」の別冊として、非
財務情報についての詳細データ、各ステークホルダーに対して
のCSR活動を掲載しています。

報告対象期間
2014年度（2014年1月1日～12月31日）の実績を主な報告対象
としています。一部2015年の活動内容を含みます。

報告対象範囲
原則として、2014年12月末時点の昭和シェル石油グループの連
結子会社30社、持分法適用会社12社を対象としています。ただ
し、対象が異なる場合はその旨を記載しています。

非財務情報の開示に関する参考ガイドライン
■ 国際標準化機構「ISO26000」：国際標準化機構が発行し
た、社会的責任に関する国際的なガイダンス規格

■ GRI（Global Reporting Initiative）「サステナビリティ レ
ポーティング ガイドライン第4版（G4）」: 企業のサステイ
ナビリティ報告に関する国際的なガイドライン

■ 国際統合報告フレームワークVer.1.0：国際統合報告評議会
（IIRC）が公表した、企業の「統合的思考」に基づく報告プロ
セスなどの国際的な枠組み
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グループ経営理念

私たちのエネルギーで未来を元気にします。
5つの企業活動規範

社会的使命
  社会が求めるエネルギーの安定供給を通じて、豊かな社会の発
展に貢献します。

顧客志向
  お客様から常に信頼され喜ばれることを目指し、お客様の立場で
発想し行動します。

先進性
  先進的なソリューションを開発し、品質やサービスの価値向上に
挑戦します。

活力
  グループに集う人びとのエネルギーを結集し、活力と働きがいの
あふれる企業風土を実現します。

持続的成長
  すべ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ます。

行動原則

我々は、誠実であること、公正であること、他を思いやる
ことを重要な価値と認める。また、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。

このような価値観を礎として、あらゆる事業を推進する際
の行動原則を、以下のとおり定める。

行動原則の各項目は右記のとおりです。
 本文については、当社WEBサイトをご覧ください。

http://www.showa-shell.co.jp/profile/mp/action.html

 1. 持続可能な発展
 2. 責任
  1）お客様に対する責任
  2）株主に対する責任
  3）従業員に対する責任
  4）協力会社に対する責任
  5）社会に対する責任
 3. 企業倫理
 4. 法令遵守
 5. 健康・安全・危機管理・環境
 6. 収益性の追求
 7. 競争
 8. 地域社会
 9. コミュニケーション
 10. 政治活動
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ビジネスモデル

エネルギーソリューション事業

資源の投入

技術・ノウハウ

財務

発電所の運営

資産の
シナジー

電力事業

原料調達 石油製品の
輸送

石油事業

製造設備

経営資源とステークホルダー

技術の
シナジー

製造

人材

副生された
燃料の活用
事業所跡地の活用

製造した太陽
電池の利用

ビジネスパートナー

シェルグループとサウジ
アラムコのネットワーク

太陽電池事業

経営戦略、
コーポレート・ガバナンス

精製
ガソリン、灯油、
軽油、重油、
石油化学製品、
液化石油ガス

原油調達
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コーポレートレポート 2015
昭和シェル石油グループの経営戦略、事業活動の詳細につ
いては「コーポレートレポート 2015」をご参照ください。

 http://www.showa-shell.co.jp/ir/corporate/

活動成果の還元

地域社会

地球環境

貯蔵

パネル販売

メガソーラーの
開発、保守・運営
および売却

お客様

事業活動

販売

株主

製造
潤滑油、
アスファルト
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健康
（Health）

安全
（Safety）

危機管理
（Security）

環境保全
（Environment）
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盤石な企業基盤の確立に向けて
昭和シェル石油は経営理念のもと、1985年の発足当時から約30年にわたり「健康、安全、危機管理及
び環境保全に関する基本方針」を運用し、“健康（Health）、安全（Safety）、危機管理（Security）、環
境保全（Environment）”（以下HSSE）に関するパフォーマンスの継続的な改善を行ってきました。この
HSSEの取り組みを、エネルギー企業として社会的責任を果たしていくための最優先事項であると位置
付け、トップ主導のもとグループ全体で推進しています。

犯罪、災害その他非常の事態によ
る脅威の未然防止と緊急事態へ
の適切な対応

地域環境および地球環境の保全

事業所などの人的および物的両
面にわたる安全確保と製品の品
質保全

｢HSSEに関する基本方針｣はWEBサイトをご参照ください。http://www.showa-shell.co.jp/pro�le/mp/hsse.html

HSSEの定義

HSSE推進体制

HSSE

職場および業務に関わる従業員
の安全および健康ならびに快適
な作業環境の確保

　HSSEの最高意思決定機関として「リスクマネジメント委員

会」を設置し、HSSEおよびコンプライアンスを含めた内部

統制を一元的に推進する体制を築いています。審議される

内容は企業活動において最優先される事項であるとの認識

のもと、亀岡グループCEOが委員長として委員会を主導し、

委員会で審議された重要事項は取締役会に報告していま

す。委員会の傘下に審議事項別に構成される組織は3部会

体制とし、本社部室長が委員となり運営しています。さらに、

各事業所・部門においては事業所レベルのHSSE関連の会議

を設けています。

事業所レベル

リスクマ
ネジメント
委員会
委員長：
グループ
CEO

報
告

製品安全部会
当社の取り扱う製品が、使用時および使用後にお
いて、使用者の人体・財産および環境に対して悪
影響を及ぼすことのないよう、その開発から廃棄に
至るまでの製品に関する総合的な安全性の確保に
ついて審議する。

HSSE部会
HSSEに関する基本方針に則り、昭和シェル石油グ
ループ全体のHSSEに関わる計画の策定、進捗状
況の監視およびパフォーマンスのレビューに関する
事項などを審議する。

セキュリティ リエゾン コミッティー
ミーティング（SLCM）
セキュリティ（危機管理）に関する方針、施策、提
言などを審議する。

安全衛生委員会
（各事業所など）

HSSE会議
（各事業所 /各部門）
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HSSEマネジメントシステム

従業員にとって安心・安全な職場環境を整えることは、企業の社会的責任であるとともに、事業を継続していくた
めの重要な要素であると認識しています。
当社では労働基準法、労働安全衛生法に加え、HSSEなどの社内規程に基づき「安全衛生管理規程」を定め、従業員の
職場における安全と心身の健康を確保し、快適な作業環境の形成を促進するための各種取り組みを行っています。

安全衛生委員会の実施
　労働安全衛生法の定めにより会社と組合員とで組織する

安全衛生委員会を設け、職場の労働安全衛生について話し

合いの機会を持ち、定期的なフィードバックや改善点の洗い

出しを行っています。

健康維持およびメンタルヘルスケアの取り組み
　健康面では社員を対象とする年1回の健康診断を法定を

上回る項目にて実施し、結果に応じて産業医等による健康

指導や精密検査受診のフォローを行っています。

　メンタルヘルスケアについては、（公財）日本生産性本部

メンタル・ヘルス研究所の「JMI 健康調査」を2001年より隔

年で実施し、社員が心身の健康状態をチェックする機会を設

けています。また、社員の時間外労働の動向にも注視し、一

定の時間外労働を行ったケースにおいて産業医などによる

面談を実施する体制を整えています。

健康相談窓口の設置
　イントラネット専用サイト｢こころとからだの健康プラザ｣

において、健康についてのトピックスを定期的に発信すると

ともに、プライバシーを守った上で心身の健康について相談

できる健康相談窓口を設置しています。

健康 （Health）

　当社グループではHSSEに関わるパフォーマンスを自主的

かつ継続的に改善するためにシェルグループが開発した

「HSSEマネジメントシステム（HSSE-MS）」を運用し、HSSE

に関わるリスクを包括的に管理しています。各現場ではこの

HSSE-MSに基づき、対象となる施設の潜在的な危険要因や

環境負荷要因をすべて洗い出し、災害や環境汚染による損

害の大きさや発生確率などのリスク影響度を評価すること

で、対策を検討すべき施設や災害の優先順位を決めていま

す。優先度の高い災害については、「HEMP※1」という手法

を用いて対策を検討し、「是正措置計画」を策定します。ま

た製油所など主要な事業所では環境マネジメントシステム

ISO14001の認証も受け、併せて運用しています。

是正計画/再発防止策

Act （改善）

HSSE監査・自己監査

Check（点検）

マネジメントレビュー
リスクマネジメント委員会

Do（実施）

安全操業・安定供給

HSSE重点目標
リスクマネジメント委員会

HSSEアクションプラン

Plan（計画）

※1   HEMP ： Hazard and Effects Management Process「災害源（ハザード）
とその影響の管理プロセス」

　　作業や設備などに関わる災害源（ハザード）を確認し、ハザードによる災害を
想定。想定される災害についてのリスクをRAMを用いて評価し、 
リスクの高いものについては、HEMP作業シートを用いて分析し、改善すべ
き分野が確認された場合は、是正措置計画を策定する手法。

※2   TRIPOD： シェルグループで採用している事故分析手法。
※3 RAM： Risk Assessment Matrix「リスク評価マトリックス」
　　リスクを人・資産・環境・世評別に影響・発生確率で評価する管理表。

HSSEマネジメントシステム

災害源とその
影響の管理
プロセス

（HEMP※1）

リスク評価マト
リックス
（RAM※3）

事故発生
（事故報告）

原因分析
（TRIPOD※2）
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HSSE

事故なく安全な操業を維持することは、当社グループの競争力の源泉であるとともに、社会の信頼の基盤でもあ
ります。当社では「安全規則」をはじめ、万一事故が発生した場合の迅速な対処方法や、原因究明および再発防
止策を定めるとともに、安全表彰制度を設けるなど、安全に対する意識の向上と、安全に関わる体制の改善を
図っています。特に「安全確保」「品質保全」の徹底を図る活動として、系列特約店や協力会社を含め、Safety & 

Quality First（SQF）を実施し、事故ゼロに向けた取り組みを推進しています。

安全 （Safety）

ゴールゼロ運動の実施
　安定供給の使命を果たしお客様からの信頼を築いていく

ためには、休業災害などの重大事故発生を未然に防ぐこと

が非常に重要です。事故を未然に防ぐには、設備の充実、要

領・手順の整備などの「ハード面」のほか、安全意識など「ソ

フト面」の徹底が重要となります。当社グループではこの「ソ

フト面」強化の取り組みとして、休業災害などの重大事故の

発生ゼロを目指す「ゴールゼロ運動」を2011年より継続実

施しています。2014年は6～ 8月の期間中、全役員からの

安全に関するメッセージ配信のほか、職場ごとに安全につい

てのディスカッションおよび「ゴールゼロ」を達成するための

行動や取り組みの宣言・掲示を行いました。これらの取り組

みを行った結果、全労働災害発生率は低下しています。

安全表彰式の開催
　グループ全社をあげて社員の安全意識の啓発および会社

の安全水準の向上を図ることを目的に、1992年より「安全

表彰式」を実施しています。2014年は3月に表彰式を実施

し、1年間無事故・無災害を達成したすべての事業所に授与

される「安全功労賞」は34

事業所、所定期間無事故・

無災害を達成した事業所に

授与される「特別賞」は20

事業所が受賞しました。

HSSE役員訪問の実施
　2006年より役員全員が分担して製油所や油槽所など各

事業所を訪問し、現場視察や社員との意見交換・課題共有を

通じてHSSEパフォーマンスの向上に取り組んでいます。

2014年は一日の活動内容や危険予知などを確認し合う

ツールボックスミーティング

（職場内での作業前の安全

に関する打ち合わせ）の推

進をテーマに実施し、すべ

ての役員が62ヵ所の事業

所などへ訪問しました。

100万労働時間当たりの発生率（%）
昭和シェル石油グループ会社および協力会社
不休業を含むすべての業務上労働災害

0.8
1.0

1.4

1.71.8

2010 2011 2012 2013 2014

2.0

1.5

1.0

0.5

0

（%）
全労働災害発生率

ゴールゼロ

製油所における防災訓練の取り組み
　製油所などの事業所では大規模地震ならびに地震発生に

伴う津波による災害を想定した総合防災訓練や大規模の油

流出を想定した油濁防除訓練を、協力会社や行政と連携し

て実施しています。これらの訓練を継続実施することで、従

業員の対応スキルの向上、体制の見直し・改善を図り、安全

確保に努めています。

亀岡CEO 西部石油（株）山口製油所訪
問時

生活に欠かせないエネルギーを扱う当社は、災害発生時など緊急時においても製品・サービスを安定的に供給す
る社会的使命を果たす必要があります。当社は危機管理計画書や事業計画書を策定し、定期的な訓練を実施す
るなど、グループを挙げて危機管理体制の強化を図っています。

危機管理（Security）
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危機管理総合訓練の実施
　当社では、首都直下型地震、新型インフルエンザ、南海ト

ラフ巨大地震などの大災害を想定し、本社機能が停止した

場合でも全国の製品受注・出荷が継続できるよう危機管理

計画書（CMP）および事業継続計画書（BCP）を策定し、そ

れに基づいた実践的な訓練を毎年実施しています。

2014年は5月に、南海トラフ巨大地震（M9級）が発生し、グ

ループ製油所の石油精製・製品出荷機能や、東海・近畿・中

国地方を中心とした広範囲にわたる地域の各事業所の電気・

通信・交通インフラに障害が発生したとの想定のもとで訓練

を行いました。

　今回の訓練では「シナリオ非公開」で2部に分かれて実施

し、第1部はCMP訓練として、地震発生後の災害対策本部

の設置、社内外の被災状況収集と対応、災害対策本部の各

メンバーが行う時系列タスクの検証などをシミュレーション

形式で実施しました。また、昭和シェル石油グループ全従

業員を対象とした安否確

認メールの返信訓練、お

よび本社における人員確

認訓練も並行して行いま

した。

　第2部ではBCPに基づき、地震発生の翌日以降、主に製油

所の出荷機能を回復させ、石油製品の供給を継続するため

に必要な業務について、関連する製造・供給・流通・販売な

どの実務担当者が集まり検証する訓練を行いました。これら

の訓練の結果を受け、各計画書の改善を行いました。

火災に備えた実火訓練
　複雑で大規模な火災となりやすい危険物施設の消火活動

においては、火災の行方の的確な判断と戦略的な消火活動

が要求されます。新潟防災訓練所は実火体験を通じて想像

力を養い、自ら考え判断するチーム訓練でフレキシブルな

対応能力を育成しています。訓練所は1993年開所以来、当

社グループのみならず、県内外企業においても多くの訓練

生を育成し、地域社会に貢献・共生する企業としての責任を

果たしています。地元消防署や消防学校にもご利用いただ

いたほか、2014年には東京消防庁に講師を派遣するなど、

専門性においても高い

評価をいただいていま

す。開所から21年間で

累計5,805名が訓練に

参加しました。

昭和シェル石油グループでは、事業プロセスにおいて省エネルギー、環境負荷低減の取り組みを行うとともに、
環境性能の高い石油製品、太陽電池の普及など、付加価値の高いエネルギー供給を通じて、環境問題などの社
会的課題の解決を目指します。
特に再生可能エネルギーである太陽電池は、その普及によるCO2の削減効果が大きく、2022年には当社事業活
動を通じて排出される年間のCO2と同量のCO2をオフセットする効果が見込まれます。
今後も事業プロセスにおける環境負荷低減の取り組みを継続するとともに、太陽電池と石油製品のさらなる性能
向上、太陽光やバイオマスなどをエネルギーソースとする環境に優しい再生可能な電力の供給にも取り組むこと
で、事業を通じた低炭素社会への貢献を目指します。

環境保全（Environment）

2012 2022

生産したCIS薄膜太陽電池の普及
によるCO2削減効果

CO2削減量

CIS薄膜太陽電池の普及による
CO2削減効果が、事業活動で排出する
CO2と同量に（オフセット）

※2

省エネルギーの推進/高付
加価値石油製品の開発に
よるCO2削減効果

事業活動で排出するCO2※1

二酸化炭素排出を抑制するビジネスポートフォリオ
※1   2012～ 2014年の年間の原油調達～販売におけ

るCO2排出量の平均より算定。
※2   太陽電池工場の年間生産能力を基準に算定（2012

年は450MW, 2013年以降は900MW）、太陽電
池の耐用年数を20年とする。

　　 太陽電池の二酸化炭素削減量は524g-CO2/kWh
とする。（太陽光発電協会「表示に関する業界自主
ルール（平成26年度）」より）

2015 / 07 / 03 [16:50]



8 昭和シェル石油株式会社     CSR Book 2015

HSSE

大気汚染の防止
　硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）は、製油所の加

熱炉やボイラーで使用される燃料油や燃料ガスから発生し

ます。SOxについては、低硫黄燃料油やガス洗浄装置で硫

黄分を除去したクリーンな燃料ガスを使用することにより、

排出を規制値以下に厳格に管理しています。また、NOxに

ついては、低NOxバーナーの導入による燃焼方式の改善や

排煙脱硝装置の設置により、大気汚染を防止しています。

水の利用と水質汚染の防止
　グループ製油所では、主に冷却水や、精製工程で使用す

る高圧蒸気を発生させるなどの目的で多量の水を使用して

います。製油所で使用された水についてはCOD（化学的酸

素要求量）や油分などの環境規制値をクリアするよう厳格に

管理しています。冷却水については油分などの汚染がない

ことを確認後排出しています。廃水については油水分離槽、

凝集剤による化学処理、活性汚泥処理などの装置により浄

化を行うことで水質を管理しています。

土壌汚染対策
　自社グループが所有するSS約1千数百ヵ所の土壌汚染調

査を継続的に実施し対策を行うとともに、施設の閉鎖や建て

替えの際にも土壌汚染調査を実施しています。また、水質

汚濁防止法や土壌汚染対策法の運用を見直す社外の委員

会などに当社の知見や経験をフィードバックしています。

化学物質の管理
　国内外法規および当社の化学物質管理規程に基づき、 

当社が製品の製造過程で使用する化学物質を管理してい 

ます。

　当社製品に含有する化学物質については、労働安全衛生

法や化学物質管理法(PRTR法)、化審法(化学物質の審査及

び製造等の規制に関する法律 )による評価・管理が行われ、

GHSラベルの表示、SDS交付、排出・移動量の把握・届出な

ど適切な措置が取られています。

　これらのデータについては業界・需要家独自の管理対象

化学物質の改正・追加情報があった場合、これらを迅速かつ

的確に反映させ、製品リスクを最小化し、お客様にご提供で

きる体制の構築にも努めています。

生物多様性についての取り組み
　当社は生物多様性の保護に関する基本方針として「バイ

オダイバーシティーに関する基本方針」を定め、経団連生物

多様性宣言に賛同するとともに、公益財団法人日本自然保

護協議会への寄付を実施するなど、生態系保護の重要性を

認識し、活動に取り組んできました。土地利用や開発におい

ては、環境アセスメントの実施など生物多様性に配慮した開

発を行い、生産拠点では排水量や水質、化学物質の生態系

への影響低減策を実施しています。昭和四日市石油におい

ては、四日市製油所のそばを流れる鈴鹿川河口の吉崎海岸

にアオウミガメの産卵場所があり、このエリアの清掃活動を

環境汚染防止の取り組み

環境保全推進体制と中期環境アクションプランの策定
　「健康、安全、危機管理及び環境保全に関する基本方針」

のもと「環境保全規則」を定めています。この規則のもと環

境安全部が主管となり「HSSEマネジメントシステム（HSSE-

MS）」を運用し、リスクの抽出・評価・管理のプロセスを通し

て継続的な環境パフォーマンスの改善を図っています。製

油所などの主な事業所では、国際的な環境マネジメントシス

テム ISO14001の認証を取得しています。環境に関する取

り組みについては、企業として特に重点的・計画的にマネジ

メントする必要があるという認識のもと「中期環境アクション

プラン」を策定し、コンプライアンスの徹底を柱に中期的な

目標を掲げて取り組んでいます。また2014年度は各職場の

管理職や担当者を集めて廃棄物処理法セミナーを開催し、

法令遵守体制の徹底を図りました。

環境負荷抑制の重点領域
　当社ビジネスにおいては、「グループ製油所」における石

油製品の製造プロセスの環境負荷とお客様の石油製品使用

による「消費」における環境負荷が大部分を占めます。この

2点を重点領域とし、「グループ製油所」では環境保全に関わ

る設備投資や省エネルギー施策の実施、「消費」に対しては

環境対応型石油製品や太陽電池の普及を通して環境負荷

低減を図っています。また、環境保全に関する取り組みを定

量的に把握するためクラウド型データベースサービスを導

入し、製油所、事業所、支店など各拠点の環境パフォーマン

スデータをインターネット上で一元化して管理できる体制を

整えています。
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行っている「四日市アオウミガメ保存会」に製油所の所員も

積極的に参加しています。

　その他の事業所などにおいても周囲の海岸、河川の清掃

活動を定期的に行うなど自然環境の保全に努めています。

また東京湾再生官民連携フォーラムに参画し、東京湾の生

物多様性の回復に取り組んでいます。

グループ製油所における産業廃棄物の削減
　石油精製プロセスでは、汚泥や廃触媒などの産業廃棄物

が発生します。これらの適正な処理および再資源化のため、

全社的な管理体制を構築しています。2014年のグループ

製油所における最終処分量は発生量の0.05%にあたる24

トンとなり、石油連盟の地球環境保全の取り組みの目標の

一項である2015年度産業廃棄物最終処分量の2000年度

比89%程度削減を達成するとともに、ゼロエミッション（最

終処分率1%以下）を2008年より継続して達成しています。

廃棄物削減の取り組み

廃棄物発生量に対する内訳（2014年実績）
（トン/年）

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

最終処分率（%）

最終処分量 最終処分率

業界全体の製油所の
ゼロエミッション達成
（最終処分率1%以下）

24
0.05%
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太陽電池事業における廃棄物減量とリサイクルの推進
　当社グループのソーラーフロンティア（株）では、耐用年数

を超えた太陽電池モジュールの回収・リサイクルの推進を目

的に設立された欧州団体「PVサイクル」に加盟しているほか、

（公財）北九州産業学術推進機構が中核となって進める、国

内初の太陽電池システムに関するリサイクル処理技術の共

同研究事業にも参加しています。

　国富工場における太陽電池モジュールの梱包部材につい

ては、従来の段ボールから再利用可能なコーナーピース仕

様に変更することで、廃棄物を低減しています。
太陽電池モジュール

梱包方法

グループ製油所の産業廃棄物最終処分量および最終処分率

※対象： 東亜石油（株） 京浜製油所、昭和四日市石油（株） 四日市製油所、
 西部石油（株） 山口製油所

最終処分率
0.05%

廃棄物発生量

46,009トン 24トン
最終処分量
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HSSE

省エネルギーと地球温暖化防止の取り組み

原油調達における取り組み
　中東から日本への原油輸送に使用する大型原油運搬船

（VLCC）の運航では、海峡の通過時や入港の際に減速航行

を行うなど、消費燃料およびCO2排出量の削減に積極的に

取り組んでいます。

製油所での取り組み
　石油製品の製造工程においては精製過程の中間製品の

一部を自家燃料として消費し、その結果として相当量の温室

効果ガスが排出されています。そのため、気候変動対策とし

て省エネルギーを推進することが非常に重要になります。

石油連盟では2010年より「低炭素社会実行計画」を策定し、

2020年度において石油連盟総計53万KL（原油換算）のエ

ネルギー削減を目標とするなど、製油所の省エネルギー対

策を中心とした取り組みを行っています。当社グループ製油

所もこの取り組みに参画し、熱交換器、廃熱回収ボイラー、

排ガス再循環設備などへ設備投資および精製装置の運転の

最適化を行っています。

　また、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ

法）に基づき、当社においても年平均1%以上の中長期的な

エネルギー消費原単位の削減努力を中期環境アクションプ

ランに盛り込み取り組んでいます。2014年のグループ製油

所のエネルギー消費原単位は7.63（原油換算KL/換算通油

量千KL）となり、1990年比19%の削減となりました。その

中でも東亜石油京浜製油所は、平成25年度の省エネ法に基

づくエネルギーベンチマーク※1において目指すべき水準に

達成した目標達成事業者として、資源エネルギー庁より公表

されました。

太陽電池工場における取り組み
　CIS薄膜太陽電池は、原料から使用後のリサイクル処理ま

で高い環境意識で設計・生産されています。結晶シリコン系

に比べると、発電層の厚さが100分の1であるため使用する

原料が少なくて済むほか、生産工程がシンプルで短く、少な

いエネルギーで生産することができます。特に国富工場で

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00
1990 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,820

7.63

8.60

3,965

10.19

9.45

グループ製油所のCO2排出量とエネルギー消費原単位
（千t-CO2/年） （原単位）

CO2排出量 エネルギー消費原単位（業界平均）
エネルギー消費原単位（当社グループ）

※1   エネルギーベンチマーク：特定の業種・分野について、当該業種に属する事業者の
省エネ状況を業種内で比較できる指標を設定し、高い水準を達成した事業者を公
表することで省エネの取り組みを促す制度。

※3   四日市製油所、京浜製油所、山口製油所
※4   2013年実績より、用水・海水・上水の取水量と排
水量を掲載しています。

※2   燃料をTJ（テラジュール=1012ジュール）に換算。

•CO2排出量 506 千t-CO2

OUT

調達・輸送（主に原油）

IN

•エネルギー使用量 7,085 TJ※2

  （原油換算） 183 千KL

•CO2排出量 201 千t-CO2

•総廃棄物量 10,716 t
•排水量※4 4,497 千t

OUT

その他の製造プラント
（アスファルト、潤滑油、LPG、
化成品、太陽電池など）

IN

•エネルギー使用量 3,231 TJ
  （原油換算） 83 千KL
•用水※4 2,052 千KL
•海水※4 2,248 千KL
•上水※4 197 千KL

•CO2排出量 4,820 千t-CO2

•総廃棄物量 46,009 t
•SOx  2,902 t
•NOx  2,125 t
•ばいじん 80 t
•排水量※4 168,374 千t

OUT

   製造プラント
（グループ製油所）※3

IN

•エネルギー使用量 69,164 TJ
  （原油換算） 1,784 千KL
•用水※4 32,718 千KL
•海水※4 135,472 千KL
•上水※4 184 千KL
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は、生産効率向上に加え、梱包部材を変更したことで輸送効

率の向上を実現しました。運用面でも冷凍機の設定温度の

適正化や排気ファン運転の適正化を図り、効率的な操業を

行うことで、環境負荷の低減に取り組んでいます。工場で使

用する電力の一部についても

宮崎第2工場の敷地内および

国富工場の屋根に設置する

合計3メガワットのメガソー

ラーによって賄っています。

その他プラントにおける取り組み
　プラントでは、節電やピークシフト、ボイラー運転の最適

化などを通じて、エネルギー使用量とCO2排出量の削減に

取り組んでいます。潤滑油プラントでは、エネルギー原単位

年平均1%の改善を目標とし、製造工程に合わせたコンプ

レッサーの出力調整や撹拌時間の最適化などによる電力使

用量の削減、ボイラーの最適化運転、LED照明の導入や

ソーラーパネルの設置などを実施しています。

物流における取り組み
陸上輸送

　安全性向上にも繋がる急加速の禁止や、アイドリングス

トップといった省エネルギー運転に取り組んでいます。また

ローリー大型化による車両台数削減など、配送効率の向上

を通じCO2排出削減を図っています。

海上輸送

　製品輸送時に使用する内航船の大型化を進め、配送効率

化や燃費向上を通してCO2排出量の削減に取り組んでいま

す。省燃費型電気推進船2船を継続して利用するとともに、す

べての船で、燃費向上剤（助燃剤）の利用、運行速度コント

ロールによる燃費向上を図り、低燃費運航を継続しています。

販売における取り組み
　東日本大震災に起因する国内電力需給問題への対応とし

て、2011年から2012年にかけ自社グループで製造する太

陽電池パネルを、当社所有のSSに設置を進めました。2014

年末現在、443ヵ所のSSで、照明などの電力を賄っていま

す。また、新規出店や改造の際にはLED照明を採用し、節電

効果を上げています。

オフィスにおける取り組み
　社員一人一人が身のまわりでできる地球温暖化防止に取

り組むことも重要です。本社オフィスビルでは昼休みおよび

退社時の消灯による消費電力の削減、トイレ水道水の夏場

の加温停止、給湯機器の廃止などの電力削減に取り組みま

した。また各オフィスでは、マイカップ運動やノー残業デー、

アイドリングストップ運転に積極的に取り組んでいます。

国富工場

•CO2排出量 69,390 千t-CO2

OUT

消費
（お客様による石油製品の使用）

IN

•揮発油 8,694 千KL
•ジェット燃料 1,791 千KL
•灯油 2,681 千KL
•軽油 5,395 千KL
•重油 3,099 千KL
•その他 6,085 千KL

※6   太陽電池の二酸化炭素削減量は524g-CO2/kWhとする。（太陽光発電
協会「表示に関する業界自主ルール（平成26年度）」より）

        太陽電池工場の年間生産能力を基準に算定（2012年は450MW、2013
年以降は900MW）、太陽電池の耐用年数を20年とする。

OFFSET2014年までに生産した
太陽電池パネルによる、
2014年のCO2オフセット効果 △約1,400,000t-CO2 ※6

※5   2013年実績より、太陽電池の国内物流の環境
負荷データを追加しています。

•CO2排出量 55 千t-CO2

OUT

販売
SS（約3,400ヵ所）

IN

•エネルギー使用量 1,669 TJ
  （原油換算） 43 千KL

•CO2排出量 175 千t-CO2

OUT

製品輸送・貯蔵
油槽所、石油製品や太陽電池 
の陸上・海上輸送など※5

IN

•エネルギー使用量 2,514 TJ
  （原油換算） 65 千KL
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COLUMN

HSSE

石油事業の研究開発活動
　石油事業では中央研究所（神奈川県）を拠点に、「お客様

のニーズに合致した商品開発」および「成長の芽の 

育成」に向けた研究開発を行っています。

お客様のニーズに合致した商品の開発
　シェルグループの研究開発ネットワークの拠点として、ア

メリカ、オランダ、ドイツの研究所との人的交流や共同開発

の実施を通じて、最先端の商品開発を行う体制を構築して

います。精製、供給、流通、販売の各部門と連携するととも

に、シェルグループと築いてきた技術を最大限活用し、お客

様のニーズや高い環境性能を満たす燃料油、潤滑油、グ

リース、アスファルトなどの研究開発、商品化に向けて取り

組みを行っています。

高付加価値潤滑油の商品開発
　自動車や工場の機械などに使われる潤滑油は、お客様の
様々なニーズに対応した高付加価値商品を数多くラインアップ
しています。自動車用エンジンにおいては低粘度化や特殊添
加剤技術により、省燃費性能を追究しているほか、エンジン油・
ギヤ油の交換サイクル延長を実現し、メンテナンスコストの低
減にも寄与しています。また、当社潤滑油が有する使用機器に
対する高い保護性能は、近年の車両の長寿命化ニーズにも合
致しており、多くのお客様から高い評価をいただいています。
また、工場設備機械油などにおいては機器運転に伴う使用電
力量を削減できる省エネルギー性能を実現するとともに、高引
火点タイプの製品を開発することで消防法への対応など、お
客様の管理コストを低減する特殊製品も開発しています。
当社がお客様に提供しているこのような高付加価値製品は、
シェルグループが製造するGTL※7を原料とした合成油を使用
することにより、高い性能を実現しています。

高付加価値アスファルトの商品開発
　道路舗装や建築資材として使われるアスファルトには、用途
によって異なるレベルの耐久性や安全性が求められるだけで
なく、環境性能も求められています。昭和シェル石油は、国内
唯一の総合アスファルトメーカーとして、これらのニーズに応
える付加価値の高い商品を提供しています。
当社では、通常より低い温度での道路舗装を可能とするアス
ファルトを開発し、交通開放までの時間短縮に加え、アスファル
ト製造過程のCO2排出量の削減も実現しました。この技術は
高速道路などに採用されています。また、景観と調和した舗装
を可能とする着色可能なカラー舗装用アスファルトを商品化し
ています。さらに、通常のアスファルトと同等の性能を有する
アスファルトのリサイクル技術を開発し、一般道路などで舗装
資材のリサイクル促進に貢献しています。

※7   GTL （Gas To Liquids）： 天然ガスから合成した燃料。石油燃料に比べて硫黄
分、芳香族分が少ない次世代燃料として注目されている。

環境保全に資する製品の技術開発

カラー舗装用アスファルト施工例（東大寺）

中央研究所
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成長の芽の育成
環境問題などの社会的課題やお客様の将来ニーズを重視

し、次世代エネルギーや新素材の研究開発テーマに経営資

源を投じています。次世代エネルギー分野では、大学との

共同研究やシェルグループとの情報交換により、非可食バイ

オマスからCO2排出量削減効果の高いバイオ燃料を低コス

トで製造する技術の確立を目指しています。新素材の分野

では、二酸化炭素の有効利用を可能とする技術である人工

光合成の研究を大学と共同で取り組んでいます。人工光合

成は太陽光を利用し、水や二酸化炭素から有益な化学物質

を作り出すクリーン技術です。今後もエネルギー変換効率

が高い新素材の開発を進めていきます。

CIS薄膜太陽電池の技術を応用した付加価値製品
結晶シリコン系と構造や生産プロセスが異なるCIS薄膜

太陽電池は、結晶シリコン系では実現が難しいとされる

様々な技術応用の可能性を持っています。

この応用の一例が、2013年に発売した軽量・薄型のパ

ネル「Solacis neo（ソラシス・ネオ）」です。この製品は、

結晶シリコン系を原材料としないことから「たわみ」に強い

CISの特性を活かし、金属フレームを外したものです。同

時にシンプルな設置工程と強度を両立した設置方法「クロ

スワン工法」も開発し、これまで重さや設置方法の制約に

よってパネルの取り付けが難しかった屋根にも設置の可能

性が広がりました。軽量かつ薄型のメリットを活かし、住宅

メーカーに採用されて新築住宅にも組み込まれています。

また、光透過型や曲面設置が可能なCIS薄膜太陽電池

の開発にも取り組んでいます。高い付加価値によって太

陽光発電設備の設置対象を広げ、新たな需要を創出して

いく考えです。

より経済性の高い新しい技術の開発
CIS技術に特化した研究を進める一方で、長期的な視点

からさらに太陽光発電の普及に貢献できる技術の開発に

も取り組んでいます。

2010年、レアメタルを使用せず、より安価で入手しやす

い原材料を用いて製造するCZTS（銅、亜鉛、スズ、硫黄、

セレン）薄膜太陽電池セルについて、IBMコーポレー

ション、東京応化工業株式会社との共同研究を開始しまし

た。IBMコーポレーションの持つCZTS薄膜太陽電池の技

術と、ソーラーフロンティアの薄膜太陽電池の生産技術の

融合により、コスト競争力に優れた太陽電池の開発に取り

組んでいます。

この共同研究において、2012年8月にエネルギー変換

効率11.1%、2013年12月には12.6%とCZTS薄膜太陽

電池セルにおける世界記録を更新しており、実用化に向け

て着実な成果を出しています。

光電極 還元電極

太陽光

O2 etc. H2や
炭化水素etc.

H2O CO2

エネルギーソリューション事業（太陽電池事業）の研究開発活動
厚木リサーチセンターでは、既存の製品の技術開発に

加え、より付加価値の高いCIS薄膜太陽電池、より経済性

の高い原材料を用いた次世代の太陽電池の開発にも取り

組んでいます。

厚木リサーチセンター

2015 / 07 / 03 [16:50]



14 昭和シェル石油株式会社     CSR Book 2015

HSSE

会社名、事業所名 認証取得年月 認証機関
昭和シェル石油（株）横浜事業所 1995年12月 LRQA
日本グリース（株） 1995年12月 LRQA
昭和シェル石油（株）神戸事業所 1996年  1月 LRQA
昭和四日市石油（株）四日市製油所 1997年  2月 LRQA
西部石油（株）山口製油所 1997年  8月 LRQA
昭石化工（株） 2000年  5月 JICQA

昭石エンジニアリング（株） 2002年12月 KHK ISO  
CENTER

（株）エス・ブイ・シー東京 2006年  4月ＩＳＯ審査登録機構
瀝青化学（株） 袖ケ浦事業所 2006年12月 RＢ-ＩＳＯ
瀝青化学（株） 三重プラント 2009年  3月 RＢ-ＩＳＯ
ソーラーフロンティア（株）
宮崎第1工場 2009年  6月 DNV

ソーラーフロンティア（株）
厚木リサーチセンター 2009年  6月 DNV

ソーラーフロンティア（株）
宮崎第2工場 2009年12月 DNV

東亜石油（株）京浜製油所 2011年12月 LRQA
ソーラーフロンティア（株）国富工場 2012年  3月 DNV
ソーラーフロンティア（株）本社 2012年  9月 DNV

ISO9001（品質MS）認証取得状況 2014.12月現在 ISO14001（環境MS）認証取得状況 2014.12月現在
会社名、事業所名 認証取得年月 認証機関
西部石油（株）山口製油所 1998年12月 LRQA
東亜石油（株）京浜製油所 1999年  6月 LRQA
昭和四日市石油（株）四日市製油所 1999年  7月 LRQA
豊通石油販売（株） 2000年12月 LRQA

ジャパンオイルネットワーク（株） 2000年12月 JQA-ISO　
CENTER

昭和シェル石油（株）中央研究所・ 
（株）エス・ブイ・シー東京 2001年  1月 JET

昭和シェル石油（株）碧南LPG基地 2001年12月 KHK ISO　
CENTER

日本グリース（株） 2005年  3月 JACO
昭和シェル石油（株）横浜事業所 2005年  6月 LRQA
昭和シェル石油（株）神戸事業所 2005年  9月 LRQA
昭和シェル石油（株）中央研究所 2006年10月 JET

若松ガス（株） 2010年  7月 JIA-QA 
CENTER

ソーラーフロンティア（株）
厚木リサーチセンター 2011年11月 DNV

ソーラーフロンティア（株）国富工場 2012年  9月 DNV

中期環境アクションプラン（2013～2015年）
環境戦略 活動テーマ 中期目標 2014年実績
コンプライアンス 省エネルギーと 

地球温暖化防止対策
省エネ法※に基づく年平均1%以上の中長期的なエネルギー消費原単位の削減努力  当社は省エネルギー法に定める特定事業者として省エネルギーに取り組み、エネルギー使用量について集計、国への報告を行っています。

 エネルギー消費原単位7.63となり、1990年比で19％減となりました。
石油業界の低炭素社会実行計画（2020年度に向けた取り組み）への参画 
（製油所省エネ対策（業界：累積原油換算53万KL/年分）、
ETBE方式によるバイオ燃料の利用（業界：2017年原油換算50万KL））

 石油連盟の低炭素社会実行計画に参画し、製油所を中心に高効率機器の導入、精製装置の運転の最適化など省エネルギーに取り組むとともに、高度化法に
基づくバイオ燃料導入義務量増量への対応として、グループ製油所においてETBE配合燃料の生産を行いました。2014年はETBE配合燃料の安定供給に取
り組みました。

「ECO TRY21」を通じたオフィスの省エネルギー・省資源活動の推進 
（室温・照明管理、クールビズ、パソコン画面OFF、印刷量の削減） 

 室温の 適正な温度設定・昼休消灯実施、ＣｏｏｌＢｉｚ 参加率100％、 再生紙利用100%、両面印刷・ペーパーレス会議、パソコン 離席時画面ＯＦＦなどに取り組
みました。  

CSR 環境汚染と未然防止と 
廃棄物対策

製油所のゼロエミッション 
（産業廃棄物最終処分率1%以下） 

 製油所の最終処分率1％以下（0.05％）を達成しました。
 製油所から排出される大量の廃棄物については、資源化再利用、減量化に取り組み、排出量に対する最終処分量を1%以下に削減。石油連盟の自主行動計画
で目標に掲げるゼロエミッションを達成しました。

土壌・地下水汚染対策の推進
（土地の形質変更時調査、地下水汚染の未然防止）  

 数十サイトの更新などの未然防止策を含め土地改変時の土壌汚染対策を実施しました。
 地下水汚染の未然防止を含め土壌・地下水汚染施策作成に関して環境省に協力しました。
 水、土壌、大気の汚染や地球温暖化に関する産業界の政策提言づくりに協力しました。

化学物質管理の強化（規制化学物質の使用量と保管量の削減）   国内外の各種法規を遵守するとともに、需要家による環境負荷物質調査や化学物質管理マネジメントシステム監査へ積極的に対応することで、当社製品の信
頼性確保に努めました。
 すべての製品について JIS Z7253に従ったSDSの整備を完了しました。

ビジネス 環境保全活動と 
環境コミュニケーション

広くステークホルダーが環境について考えるきっかけの提供 
（環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」）  

 第10回環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」を実施し、計5,149点（ジュニア部門4,940点/一般部門209点）の応募がありました。第1回の受賞入
選作品のうち、×で取り上げられていた写真の場所の現在の状況をリポートし、改善状況を報告したほか、本社１階ビルに第10回の受賞作品とともに、過去1
～ 9回の金賞受賞作品の展示も行いました。

地域社会と従業員の協働による環境保全活動の推進 
（各事業所周辺の清掃活動）  

 新潟、川崎、袖ヶ浦、四日市、神戸、宇部、宮崎など各製油所、事業所における社員のボランティアによる地域緑化や海岸清掃活動を実施しました。昭和四日
市製油所では絶滅危惧種であるアオウミガメの生息地保護のため吉崎海岸清掃活動に参加しました。川崎事業所では東京湾再生官民連携フォーラムによる
水質調査活動に協力し、東京湾再生に取り組みました。また、ソーラーフロンティアでは宮崎県にて2009年から社員有志が清武川水系汚濁防止協議会主催
「清武川水系を美しくする運動推進大会」に参加しています。
 ソーラーフロンティアの国富工場で利用する地下水の水源地「綾の照葉樹林」はユネスコのエコパークに指定されている貴重な森林であることから、2013年
から森林保護のため「照葉（てるは）の森恩返しプロジェクト」に参加しています。2014年も従業員とその家族30名が参加し、人工林の間伐を実施しました。

環境分野の学術振興の推進  東京大学の運営するサスティナビリティ学連携研究機構（ＩＲ3S）と共同し、2007年から「エネルギー持続性フォーラム」を立ち上げ、産官学連携した取り組み
を推進しています。2015年2月には第10回目となるシンポジウムを「エネルギー・資源・環境の統合による循環共生型社会の創生」をテーマに実施しました。

エネルギー教室、新潟雪国型メガソーラー見学対応  次世代を担う子どもたちに対し、世界的にも注目される「環境問題と新しいエネルギー」に関して理解を深め、かつ解決に向けた身近な取り組み方法などを話
し合う参加型学習を2004年から展開しています。2014年は新潟県の小学校～高校、および台場本社近隣の小学校のほか、新潟市と共催で「親子エネルギー
教室」を2013年に引き続き開催し、合計403名の子供たちが参加しました。
 社会貢献活動の一環として、新潟雪国型メガソーラーの見学受入を計40団体1,006名に実施し、多様な気象条件（特に雪国）のもとでも安定した発電が可能
なことなど、雪国の太陽光発電の可能性について理解を深めていただきました。 

環境対応製品と 
サービスの提供

CIS薄膜太陽電池の普及  メガソーラーサポート体制を強化し、国内外のメガソーラー建設に貢献しました。
硫黄酸化物（SOX）の出ないGTL燃料の普及  「Shell heat clean」の販売チャネルの拡充として、ＷＥＢ販売、一部コンビニエンスストアでの販売に加え、電話での注文サービスを行いました。 

※  エネルギーの使用の合理化に関する法律
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グループ製油所の取り組み
東亜石油（株） 京浜製油所、昭和四日市石油（株） 四日市製油
所、西部石油（株） 山口製油所の2014年における環境への取り
組みの状況については、各社WEBサイトにて報告しています。

OHSAS18001（労働安全衛生MS）認証取得状況 2014.12月現在
会社名、事業所名 認証取得年月 認証機関
ソーラーフロンティア（株）国富工場 2012年  9月 DNV

中期環境アクションプラン（2013～2015年）
環境戦略 活動テーマ 中期目標 2014年実績
コンプライアンス 省エネルギーと 

地球温暖化防止対策
省エネ法※に基づく年平均1%以上の中長期的なエネルギー消費原単位の削減努力  当社は省エネルギー法に定める特定事業者として省エネルギーに取り組み、エネルギー使用量について集計、国への報告を行っています。

 エネルギー消費原単位7.63となり、1990年比で19％減となりました。
石油業界の低炭素社会実行計画（2020年度に向けた取り組み）への参画 
（製油所省エネ対策（業界：累積原油換算53万KL/年分）、
ETBE方式によるバイオ燃料の利用（業界：2017年原油換算50万KL））

 石油連盟の低炭素社会実行計画に参画し、製油所を中心に高効率機器の導入、精製装置の運転の最適化など省エネルギーに取り組むとともに、高度化法に
基づくバイオ燃料導入義務量増量への対応として、グループ製油所においてETBE配合燃料の生産を行いました。2014年はETBE配合燃料の安定供給に取
り組みました。

「ECO TRY21」を通じたオフィスの省エネルギー・省資源活動の推進 
（室温・照明管理、クールビズ、パソコン画面OFF、印刷量の削減） 

 室温の 適正な温度設定・昼休消灯実施、ＣｏｏｌＢｉｚ 参加率100％、 再生紙利用100%、両面印刷・ペーパーレス会議、パソコン 離席時画面ＯＦＦなどに取り組
みました。  

CSR 環境汚染と未然防止と 
廃棄物対策

製油所のゼロエミッション 
（産業廃棄物最終処分率1%以下） 

 製油所の最終処分率1％以下（0.05％）を達成しました。
 製油所から排出される大量の廃棄物については、資源化再利用、減量化に取り組み、排出量に対する最終処分量を1%以下に削減。石油連盟の自主行動計画
で目標に掲げるゼロエミッションを達成しました。

土壌・地下水汚染対策の推進
（土地の形質変更時調査、地下水汚染の未然防止）  

 数十サイトの更新などの未然防止策を含め土地改変時の土壌汚染対策を実施しました。
 地下水汚染の未然防止を含め土壌・地下水汚染施策作成に関して環境省に協力しました。
 水、土壌、大気の汚染や地球温暖化に関する産業界の政策提言づくりに協力しました。

化学物質管理の強化（規制化学物質の使用量と保管量の削減）   国内外の各種法規を遵守するとともに、需要家による環境負荷物質調査や化学物質管理マネジメントシステム監査へ積極的に対応することで、当社製品の信
頼性確保に努めました。
 すべての製品について JIS Z7253に従ったSDSの整備を完了しました。

ビジネス 環境保全活動と 
環境コミュニケーション

広くステークホルダーが環境について考えるきっかけの提供 
（環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」）  

 第10回環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」を実施し、計5,149点（ジュニア部門4,940点/一般部門209点）の応募がありました。第1回の受賞入
選作品のうち、×で取り上げられていた写真の場所の現在の状況をリポートし、改善状況を報告したほか、本社１階ビルに第10回の受賞作品とともに、過去1
～ 9回の金賞受賞作品の展示も行いました。

地域社会と従業員の協働による環境保全活動の推進 
（各事業所周辺の清掃活動）  

 新潟、川崎、袖ヶ浦、四日市、神戸、宇部、宮崎など各製油所、事業所における社員のボランティアによる地域緑化や海岸清掃活動を実施しました。昭和四日
市製油所では絶滅危惧種であるアオウミガメの生息地保護のため吉崎海岸清掃活動に参加しました。川崎事業所では東京湾再生官民連携フォーラムによる
水質調査活動に協力し、東京湾再生に取り組みました。また、ソーラーフロンティアでは宮崎県にて2009年から社員有志が清武川水系汚濁防止協議会主催
「清武川水系を美しくする運動推進大会」に参加しています。
 ソーラーフロンティアの国富工場で利用する地下水の水源地「綾の照葉樹林」はユネスコのエコパークに指定されている貴重な森林であることから、2013年
から森林保護のため「照葉（てるは）の森恩返しプロジェクト」に参加しています。2014年も従業員とその家族30名が参加し、人工林の間伐を実施しました。

環境分野の学術振興の推進  東京大学の運営するサスティナビリティ学連携研究機構（ＩＲ3S）と共同し、2007年から「エネルギー持続性フォーラム」を立ち上げ、産官学連携した取り組み
を推進しています。2015年2月には第10回目となるシンポジウムを「エネルギー・資源・環境の統合による循環共生型社会の創生」をテーマに実施しました。

エネルギー教室、新潟雪国型メガソーラー見学対応  次世代を担う子どもたちに対し、世界的にも注目される「環境問題と新しいエネルギー」に関して理解を深め、かつ解決に向けた身近な取り組み方法などを話
し合う参加型学習を2004年から展開しています。2014年は新潟県の小学校～高校、および台場本社近隣の小学校のほか、新潟市と共催で「親子エネルギー
教室」を2013年に引き続き開催し、合計403名の子供たちが参加しました。
 社会貢献活動の一環として、新潟雪国型メガソーラーの見学受入を計40団体1,006名に実施し、多様な気象条件（特に雪国）のもとでも安定した発電が可能
なことなど、雪国の太陽光発電の可能性について理解を深めていただきました。 

環境対応製品と 
サービスの提供

CIS薄膜太陽電池の普及  メガソーラーサポート体制を強化し、国内外のメガソーラー建設に貢献しました。
硫黄酸化物（SOX）の出ないGTL燃料の普及  「Shell heat clean」の販売チャネルの拡充として、ＷＥＢ販売、一部コンビニエンスストアでの販売に加え、電話での注文サービスを行いました。 
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 お客様とともに
昭和シェル石油は、社会やお客様から必要とされるエネルギーソリューションを提供することにより、お客様満足
の向上に努めています。お客様へ環境・品質・安全性のすべての面で価値ある商品やサービスを提供するととも
に、お客様とのコミュニケーション基盤や、お客様のニーズを満たすサービスや製品の開発、品質保全体制を強
化していきます。

サービスステーション（SS）における取り組み
　一般のお客様向けのガソリン、灯油、軽油などの燃料油

は、系列特約店が運営するSSにおいて販売しています。縮

小傾向にある国内市場において収益力を高めるためには、

顧客基盤の強化、すなわち常に昭和シェル石油の製品を

選んでいただけるお客様層を拡大することが必要だと考え

ています。強固な顧客基盤を確立するためにお客様のニー

ズを深掘りし、より高いレベルでお応えする取り組みを行っ

ています。

　快適なSSに加え、Shell V-Power をはじめとする魅力の

ある商品、お客様の経済性・利便性を考えたシェルスター

レックスカード、Ponta およびシェル -Pontaクレジットカー

ド、Shell EasyPay などのサービスメニューを通じてニーズ

にお応えし、ご満足いただけるSSを追求しています。ご利用

いただくお客様からも高い評価を得ています。

　当社は今後も、系列特約店をはじめとした多くのビジネス

パートナーとの関係をさらに強化し、グループ全体の人材力

でお客様にとって付加価値の高い製品やサービスを提供し、

より強固な顧客基盤を築いていきます。

COLUMN コールセンター集約化プロジェクト

　当社では、お客様からのお問い合わせに対し、「Shell 

EasyPay」、石油製品やSSに関する一般的なお問い合わせなど、
内容ごとに専門的な回答をご提供できるよう、それぞれの担当部
門が窓口を設置していました。一方、当社がサービスを拡充する
中でお客様の利便性を向上させるためには、昭和シェル石油の商
品・サービスに関する窓口を一本化することが最適と考え、窓口を
一元化するプロジェクトを立ち上げました。

　一元化によって専門性が低下しないようあらかじめ懸念点や課題
を抽出して解決することで、お客様の満足度を高め、高い品質を維
持する一方、窓口ごとに分散していたリソースを合理化することに
も成功しました。一元化後、入電に対する応答、迅速な対応、また
お客様満足度の面で目標を上回る結果が出ています。
　さらにプロジェクトの完了後も、お客様満足の一層の向上を目指
し、運用面での気づきを改善に繋げるサイクルを徹底しています。

価値あるエネルギーの提供を目指して
昭和シェル石油は社会に価値のあるエネルギーを提供できる会社を目指しています。
その目標を実現し、グループ全体で持続的に成長するために、お客様、協力会社、従業員、地域・社会、
株主・投資家の皆様をはじめ、あらゆるステークホルダーの皆様への責任を果たしていくとともに、経
営理念およびそれに基づく行動原則のもと、コンプライアンスの徹底、透明性の高いガバナンス体制
の構築に取り組んでいます。

企業として

集約化の概要

お客様窓口

担当部門 A部門 B部門

当社お問い合わせ対応

Shell EasyPay SS・燃料油

A部門 B部門

対応窓口① 対応窓口② 統合対応窓口

EasyPay・SS・燃料油
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Shell EasyPay
　SSでの給油・クレジットカード決済をよりスピーディーに、簡単
にしたいというお客様の声にお応えし、「Shell EasyPay」を導入
しています。Shell EasyPayは、非接触 ICチップ内蔵キーホル
ダーに給油メニューや決済情報を登録することで、キーホルダー
を読み取り機にかざすだけで給油・決済できるシステムです。
　Shell EasyPayはシェル スターレックスカード、シェル - 

Pontaクレジットカードはもとより、それ以外のクレジットカードに
も組み合わせることができます。「キーを持ってクルマを降りた
ら、あとはShell EasyPayをかざすだけ」という利便性をお客様
からご支持いただき、順調に発行が進んでいます。

2012年4月 2014年12月

120

0

（万本）

Shell EasyPay 累計発行本数

Shell V-Power
　2014年7月、「愛車を大切に乗り続けたい・性能を最大限に楽しみた
い」という幅広いドライバーニーズにお応えするために、新プレミアムガ
ソリン「Shell V-Power」を発売しました。Shell V-Powerはシェルグルー
プがフェラーリとの技術提携で培った独自のクリーン＆プロテクトテクノ
ロジーにより、エンジンの性能を低下させる汚れに対して効果的に作用
し、走るほどにエンジンを洗浄、保護し、車本来の性能を最大限に引き出
すことができます。Shell V-Powerは発売以降、お客様から高い評価を
いただき、プレミアムガソリン市場の中で卓越した販売実績を出していま
す。また、発売当初40都道府県であった販売エリアを、46都道府県まで
拡大しています。

約6割の方が効果を実感！

※   2014年当社実施アンケート結果

当社の主なリテール施策

Pontaおよびシェル -Pontaクレジットカード
　共通ポイントプログラム「Ponta」は、2014年末時点で会員数
6,736万人と、国民の2人に1人が所有する会員組織に成長しま
した。1枚のカードで異業種加盟店でもポイントを貯める・使うこ
とができる利便性が評価され、現金で決済するお客様のSS来店
促進に大きな成果を出しています。
　2015年4月には、より高還元率のポイント付与と、カード決済
による利便性を実現した「シェル-Pontaクレジットカード」の発行
を開始しました。シェル -Pontaクレジットカードは業界内のみな
らず、共通ポイントカードでは最強の還元率を実現し、現金
Pontaのお客様はもちろん、これまでPontaをお持ちでない新規
のお客様にもご好評いただいています。

2013年12月 2014年12月

130

100

（万人）

シェル スターレックスカード 有効会員数

シェル–Pontaクレジットカード

シェル スターレックスカード
　「シェル スターレックスカード」は、使えば使うほどガソリン代
がお得になる、キャッシュバック機能を搭載したカードです。給油
量の多いお客様を中心に、120万人を超える会員様にご利用い
ただいています。
　2014年4月、さらなるお客様メリットの向上を目的にリニュー
アルを行い、キャッシュバック機能を業界最強クラスの還元単価
に引き上げ、新規会員数を大幅に伸ばしています。

Shell V-Powerを入れて、
効果を実感できましたか※

実感なし

39% 実感あり

61%

効果ランキング

第1位 出力の改善
54％

第2位 燃費の改善
53％

第3位 加速性能の改善
51％

第4位 レスポンスの改善
48％
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SSにおける人材力向上の取り組み
　国内石油製品需要の減少によってSSにおいても競争が激

化する中、SSを運営する系列特約店にとっても当社にとって

も、お客様との接点を持つ系列特約店の「人材力」が、持続

的に成長する上で重要な役割を果たしています。当社は

Sales Promotion Advertisement & Training（SPAT）プ

ログラムや資格認定制度といった教育訓練ツールを通じた

人材力の強化にも力を入れており、リテール施策と人材力

の両輪によって「お客様に選ばれるSS」を追求しています。

昭和シェル石油の系列特約店向け資格認定制度

昭和シェルロイヤルマネジャー（SRM）認定制度
お客様の信頼を得るための店舗づくりを実現し、昭和シェル石油
のSSネットワークを牽引するリーダーの育成を目的とした、当社
の設けている代表的な資格制度のひとつです。1979年発足以
来30年以上の伝統を誇り、中でもSRM1級は業界内で難関資格
として認知され、高い評価を得ています。毎年SRM資格認定者
が一堂に会する「全国SRM会」を開催し、事例の共有や意見交換
を通じて、資格者同士のさらなる能力開発も図っています。

昭和シェルオイルマイスター認定制度
国家整備士の資格を持ち、さらに当社独自の研修と試験を経て
自動車用潤滑油の知識を習得したスタッフを、オイルの専門家と
して認定する資格制度です。

カーライフアドバイザー認定制度
オイルマイスター認定者の中から、車に関する知識・整備技術力、
お客様とのコミュニケーション能力を身に付けたスタッフを認定
する資格制度です。

潤滑士制度
潤滑油・グリースに関するお客様の様々なニーズに対応できる人
材の育成を目的として、1970年にスタートした資格制度です。

企業として

系列特約店と一体となった人材育成の取り組み

Sales Promotion Advertisement & Training（SPAT）
　当社は、販売促進キャンペーン・広告宣伝活動・教育訓練の統
合パッケージである「SPAT」プログラムを用いて、系列特約店の
人材によるSS競争力向上を図っています。SPATプログラムの一
例としては、クレンリネス向上プログラムがあります。これは店舗
がいつも美しく清潔な環境を提供できているかをプロの目線だ
けでなく、お客様の観点からもチェックし、クレンリネスに対する
スタッフの意識を変革することでお客様が心地よくご利用いただ
けるSSづくりを促すものです。このほかにもSPATには各種サ

ポートプログラムを用意しており、競合店を圧倒するレベルのSS

づくりを実現します。
　なお、優秀な成績を収めたSS店員だけを集めた研修ツアーも
用意しており、優秀なSS店員同士がお互いに刺激しあい、切磋琢
磨することで、さらなる競争力強化につながる機会を提供してい
ます。これにより、SS間でのベストプラクティスの共有や、モチ
ベーションの向上を図り、昭和シェルグループSSのさらなるサー
ビスレベル向上を目指しています。

2014年末認定者（現職者） 2014年認定者

SRM

 1級 300 11

 2級 1,832 85

 3級 7,209 444

オイルマイスター 1,381 108

カーライフアドバイザー 414 29

潤滑士制度
 1級 141 5

 2級 502 38

2014年認定者数 （人）
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SSにおける災害対応の取り組み
　大規模な災害が発生した際、SSは被災地住民の方の生活

維持に直結するライフラインとして機能するほか、緊急車輌

への燃料供給など重要な役割を担います。東日本大震災で

は、特に被災地における石油製品供給の重要性が再認識さ

れました。当社では地震発生時における初期対応や自主点

検方法などの地震発生時の対応マニュアルを各SSに配布

し、緊急時に備えています。また、災害発生時も燃料供給が

行える非常用電源と給水設備を備えた「災害対応型SS」を

2014年12月末時点で全国45ヵ所に展開しています。その

ほか、自家用発電機、貯水槽、情報通信機器などの設備を備

えたSSである「中核給油所」を全国161ヵ所に展開していま

す。このSSは政府整備事業である中核給油所整備事業の対

象となっているもので、大規模災害発生時は国からの要請

に応じた緊急車両への優先給油など、災害時の対応を行い

ます。

公式WEBサイトのリニューアル実施
　2014年12月に 公式WEBサイトをシェルグループのグ

ローバルデザインに全面リニューアルしました。ブランドの

訴求力を高めるとともに、ページ階層やシステム環境を一新

し、サイト訪問者がより当社サービス・製品・企業情報にアク

セスしやすいWEBサイトを目指しました。

　具体的には、共通のテンプレートを使用することで、サイ

ト訪問者のアクセスしやすさおよび利便性の向上を図ってい

ます。 また、WEBサイト訪問者の使用端末の画面の大きさ

（ブラウザの横幅）によって、WEBページのレイアウトを自

動調整するレスポンシブWEBデザインを採用し、パソコン、

スマートフォンなど、サイト訪問者ご利用の機器に応じて見

やすいWEBサイトの表示が可能になりました。

　あわせて緊急時の対応強化のため、大規模災害時におい

ても情報提供・コンテンツの更新が可能なシステムおよび体

制も整えています。

　今後もサイト訪問者の利

便性およびサービス向上を

主眼に、より使いやすい

WEBサイトを運用していき

ます。

石油製品の製造責任と品質保証
　原油受入から最終製品をお客様にお届けするまでのサプ

ライチェーン全体において、一貫した品質管理体制を構築

することで、お客様満足の向上に取り組んでいます。また、

石油製品に含有する化学物質情報に関して、国内外の法規

制に対応するとともに、SDS（安全データシート）の正確な更

新を行い、お客様へ提供しています。

　製造部門では品質マネジメント規格 ISO9001の認証を取

得し、品質管理システムの向上活動に取り組むだけでなく、

シェルグループが持つ独自の高度な品質管理手法を活用す

ることで、より高いお客様満足が得られる品質の製品供給に

努めています。

　また、全社的な活動として、製品安全向上のための活動

や、製品品質の確保について討議する「製品安全部会」を四

半期ごとに開催し、当社グループ内だけではなく、シェルグ

ループの品質確保の取り組みの知見も活用するなど、品質

管理の強化を行っています。

CIS薄膜太陽電池モジュールの製造責任と品質保証
　当社グループのソーラーフロンティア（株）では、生産管理

と製品管理において ISO9001で指定された手順に沿った自

動管理システムを導入しており、すべての管理工程が、モ

ジュールに組み込まれた2次元バーコードの製造番号により

追跡が可能です。また、品質に関しては、国内住宅への設置

においてパネル出力20年保証を設け、期間中に万一発電の

出力が一定割合以上低下した場合はモジュールの追加、修

理、交換を行っています。あわせて、パネルの長期信頼性お

よびその保証体制に関する認証「JETPVm（信頼性保証体

制）認証（JIS Q8901）」を 

（独行）電気安全環境研究所

より受けています。また、周

辺機器であるパワーコンディ

ショナや、接続箱についても

10年保証を設けています。
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企業として

 協力会社とともに
昭和シェル石油では、系列特約店、販売店、関係会社などのパートナーと強い信頼関係を築くため、CSRをふま
えた調達のための規程やガイドラインを定めるほか、事業環境・経営ビジョンの共有や従業員の教育支援など、 
サプライチェーン全体にわたり協働してCSRの実践に努めています。

CSRおよびHSSEに配慮した調達活動
　お取引先とともに企業と社会の持続可能な発展を目指し

て、公正な調達活動を維持することで相互の信頼関係と協

力関係を強化しつつお互いのコスト競争力を高め、お取引

先との相互研鑚を図る持続的パートナーシップを構築して

います。

　当社では、すべての事業活動を当社の「行動原則」に基づ

いて行っており、調達活動においても「行動原則」に基づき

関係法令および社内規則等を遵守するとともに、CSRと

HSSE（健康･安全･危機管理･環境保全）に配慮しています。

また、お取引先に対しても関係法令の遵守と当社の「行動原

則」、「調達基本方針」および「調達ガイドライン」の尊重を取

引開始の際の同意事項とすることで、CSRとHSSEに配慮を

いただいています。

http://www.showa-shell.co.jp/pro�le/purchase/

特約店とのパートナーシップ
　昭和シェル石油は、多くのビジネスパートナーの協力を得

ながら石油製品の安定供給を行っています。中でも系列特

約店は、当社のブランドのもと、地域に密着し、お客様との

直接的なコミュニケーションを通じ製品やサービスの提供を

担う重要なビジネスパートナーです。

　当社では、事業領域ごとに系列特約店を会員とする各種

部会を設け、業界環境認識や販売戦略の共有を行うほか、

研修会や販売技術を競う競技会を開催し、系列特約店と当

社が、また系列特約店が相互に情報共有し、研鑽する場とし

て活用しています。

　また、お客様の安全で快適なカーライフを支えるSSのス

タッフをはじめ、潤滑油やアスファルトを販売するスタッフな

ど、販売の最前線で活躍しブランドを支える系列特約店の従

業員向けに、教育制度も充実させています。

　系列特約店とのパートナーシップのもと、安定供給を果た

すとともに、お客様へ付加価値あるサービスをともに提供し

ていくことで、持続的な成長を目指します。
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 従業員とともに
社会の要請に応えるエネルギーを提供するパイオニアであり続けるために、経営戦略を実行していく人材は最も
重要な経営資源のひとつです。
昭和シェル石油では、多様な能力を有する人材一人ひとりの能力を最大限に活かせるよう、すべての社員の信
条・行動指針を定義した「人材ビジョン」に基づいた人材育成と働きやすい環境の整備を進めています。

人材ビジョンと教育体系
　2011年に求める人材像を定義した人材ビジョンを策定

し、教育体系の再整備および評価制度の見直しを行い、人

材力の強化に向けて継続して取り組んでいます。

人材ビジョンは「自律考動」「外向き志向」「チーム意識」の3

つの柱からなり、年次・資格・職位に関係なく、あらゆる社員

に共通して求められる価値観です。

　この人材ビジョンを実現するための教育体系は「行動特

性・思考特性の開発」「プロフェッショナル人材の育成」「グ

ローバル環境へのアダプタビリティ向上」という3つの開発

領域に基づいて構築しています。専門性を身に付けるため

に部門横断で開催する原油調達・精製・物流・法務・ITなど

の業務分野別セミナー、入社1～ 3年目・中堅社員・管理職

向けなど年次や職位に応じた研修、自由応募型セミナーな

ど、より能動的に自身のキャリアに応じたスキルが身に付け

られる内容となっています。2014年は管理職のさらなる

リーダーシップ発揮向上を目的とした研修を実施し、 すべて

の管理職がリーダーシップモデルを理解し、リーダー言動と

して習慣化するためのプログラムを受講しました。

2010 2011 2012 2013 2014

200

150

100

50

0

（百万円）
研修への投資額の推移（昭和シェル石油単体）

部長層

行動特性・思考特性の開発

人事主催研修

部室長研修

マネジメントベーシック研修

リーダーシップ研修

内定者教育

アドバンス
セミナー

ベーシック
セミナー

海外
留学生
制度

リーダーシップベーシック研修

新任管理職/
MBO/管理職研修

新入社員/
各年次別研修

各部門主催研修 海外研修 試験 自己啓発支援

プロフェッショナル人材の育成 グローバル環境へのアダプタビリティの向上 その他

課長層

中堅社員

入社
1～ 3年
社員

入社前

選
抜
型
国
内
派
遣
研
修

部
門
主
催
研
修

社
外
講
習
・
資
格
取
得
支
援

シ
ェ
ル
グ
ル
ー
プ
海
外
研
修

選
抜
型
海
外
派
遣
研
修

全
社
公
開TO

EIC

テ
ス
ト

通
信
教
育
・
通
校
制
英
会
話
教
室

人材ビジョンの実現

人材ビジョン
自律
考動

外向き 
志向

チーム 
意識

2015 / 07 / 03 [16:50]



22 昭和シェル石油株式会社     CSR Book 2015

労働組合との対話
　当社では、経営上の諸課題や職場風土、業務改善、両立

支援など様々なテーマについて労働組合と定期的に対話を

重ねています。活発な意見交換の中で問題・課題を共有し、

解決策を話し合いながら、すべての社員が能力を最大限発

揮できる職場環境づくりを行っています。また、その内容

は、全社員がメール配信およびイントラネットで確認できる

体制がつくられています。

定年退職者の再雇用
　60歳以降の就労意欲と能力のある社員が、長年培ってき

た知識と経験を活かしながら活躍できる場として、再雇用制

度を整えています。2014年に60歳を迎え、再雇用を希望し

た社員の比率は85%になりました。

障がい者の雇用
　当社では障がいのある方も能力を発揮して働くことので

きる環境を整えるための取り組みを行っています。障がい

者の雇用を進めた結果、2014年12月末時点で障がい者雇

用比率は2.0％となり、法定雇用比率の水準となっていま

す。今後も継続して雇用を進めていきます。

女性社員の活躍推進
　2014年10月、女性社員の中長期的なキャリア形成支援

への取り組みを検討するために、女性社員対象アンケートを

実施しました。今後は、アンケート結果を参考に女性社員を

対象とした座談会を開催するなど、具体的なアクションに繋

げていく予定です。

企業として

人権の尊重
　当社は「行動原則」において「社会の責任ある一員として

事業を行い、法令を遵守するとともに、基本的人権を尊重す

る」と定めており、従業員を含むすべてのステークホルダー

の人権を尊重しています。人権確保については、児童労働禁

止など国際労働基準を遵守するとともに、従業員の採用、異

動、処遇、教育機会から退職まで、様々な場面で差別を排し、

公正・公平な機会の創出に向けて取り組みを進めています。

　採用についてはダイバーシティとインクルーシブネス

（D&I）の基本方針のもと、国籍、男女、障がいの有無によら

ず、当社の求める社員像である人材ビジョンに則した採用を

行っています。

雇用の状況（昭和シェル石油単体）
2014年12月末現在

従業員数 862（人）
　うち女性従業員比率 22.7（%）
　うち障がい者雇用比率 2.02（%）
管理職数（含む役員） 207（人）
　うち女性管理職比率 2.9（%）
平均年齢 44.1（歳）
平均勤続年数 19.9（年）

採用の状況（昭和シェル石油単体）
2014年12月末現在

新卒採用数（2014年採用実績） 25（人）
　過去5年新卒入社女性比率 32.8（%）
　過去5年新卒外国人社員比率 6.0（%）
新入社員定着率
（2011年4月入社者の2014年同月在籍率） 95.7（%）

中途採用数（2014年採用実績） 4（人）

働きやすい職場環境の実現
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主な両立支援制度
すべての社員
年次有給休暇 毎年、勤続年数に応じて、有給休暇が付与されます（年間最大21日）。半日単位で取得できます。
年次有給休暇の繰越 付与された有給休暇が未消化の場合、次年度に繰り越すことができます（年間最大31日）。
フレックスタイム 1日の勤務時間を自分で決められるので、フレキシブルな働き方ができます。
自己啓発支援休職 能力開発のために、最長2年の休職ができます。
ボランティア休職 ボランティア活動のために、最長2年の休職ができます。
ボランティア休暇 ボランティア活動のために、年次有給休暇とは別に、年間3日の特別有給休暇を取得できます。
裁判員・検察審査員休暇 社員が裁判員や検察審査員などに選任された場合は、年次有給休暇とは別に、特別有給休暇を必要な日数付与します。
出産・育児を行う社員
産前産後の休暇 社員本人が出産する場合は、出産予定日の6週間（多胎の場合14週間）前から、出産後8週間まで特別休暇を取得できます。
配偶者の出産時の特別休暇 社員の配偶者が出産した時には、年次有給休暇とは別に、2日の特別有給休暇を取得できます。
育児休職 男女を問わず、最長で子どもが満2歳になるまで休職できます。
短時間勤務 1日最大2時間まで勤務時間を短縮できます（子どもが小学校3年生まで）。
在宅勤務 週1日、自宅で勤務できます（子どもが小学校3年生まで）。
子の看護のための休暇 子どもの看護のために、年次有給休暇とは別に、年間最大10日の特別有給休暇が取得できます（子どもが小学校就学前まで）。

1日、半日、1時間単位で取得できます。
介護を行う社員
介護休職 同一対象家族1人につき、最長1年間休職できます（分割して取得できます）。
介護休暇 家族の介護のために、年次有給休暇とは別に、年間最大10日の特別有給休暇が取得できます。1日、半日、1時間単位で取得できます。
短時間勤務 1日最大2時間まで勤務時間を短縮できます（最長3年間）。
在宅勤務 週1日、自宅で勤務できます（介護が必要な期間中）。

両立支援制度の整備
社員が十分に能力を発揮できる職場環境を実現するため、

法定以上の制度整備を進めています。2008年に導入した

在宅勤務制度のほか、フレックスタイムについてはより柔軟

に働ける環境を整備するために、2014年から一般社員に加

え、育児・介護短時間勤務制度利用中の社員についても利

用可としました。利用者が少ない制度については利用が促

進されるよう、制度と風土の両面から職場環境の整備に取り

組んでいます。

　また、女性活躍推進を目的に、2014年10月に女性社員を

対象にアンケートを実施し、95.3%の回答を得ました。今後

はこの内容を参考に女性社員を対象とした座談会を開催す

るなど、女性社員の中長期的なキャリア形成支援や両立支

援について検討していく予定です。

主な制度利用者数（人）
カッコ内は、男性の利用者数

2012 2013 2014

育児・介護休職 11（1） 23（3） 20（2）

育児・介護短時間勤務 3（0） 9（1） 13（1）

子の看護のための休暇 27（16） 35（19） 41（22）

介護のための休暇 15（8） 23（11） 20（13）

在宅勤務 5（1） 4（0） 4（0）

自己啓発支援休職 2（1） 3（0） 2（0）
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従業員ダイアログ
～昭和シェル石油グループの人材力と変革マインド～

鈴木　2009年をピークに石油の国内需要が減少し、海外

でも新しい製油所ができてくるなど、我々が置かれている

環境が大きく変わりました。過去とは異なるマインドと行動

が求められる中、社員により分かりやすい言葉で期待する

人物像を伝え、浸透していく活動が必要になりました。そ

のため2011年、人物像とそれを支える3つの柱、具体的に

は「自律考動」「外向き志向」「チーム意識」からなる人材ビ

ジョンを打ち出し、それを具現化するため新しい教育体系

を策定しました。

岩松　昔は業務を通じた教育が中心で、その中で各自が
リーダーシップを発揮していくことを漠然と求められてい

る印象でしたが、人材ビジョンの策定によって、どういう人

材を目指せばいいのかが分かりやすくなったと感じます。

坂本　私は最近、異動を経験しましたが、仕事の内容が変
わっても、人材ビジョンが明確なことで、社員として求めら

新留　「社員の成長以上に会社の成長はない」というトッ
プマネジメントからの言葉通り、当社は人材を最重要資産

と位置付けています。制度や運用面に、皆さんの声をでき

るだけ反映していきたいと考えていますので、忌憚のない

意見をよろしくお願いします。

れる軸やマインドにぶれはなく、どの立場や部署でも共通

の認識が根付いていると思います。

大津　人事評価制度も人材ビジョンに基づいた内容に変
わっているので「自律考動をどのように開発していこうか」

「チーム意識ができているか」など、評価項目にも対応して

いるので取り組みやすくなりました。

鈴木　人材ビジョンが会社共通の言葉として理解され、そ
れぞれの社員の言葉で語られるようになってきたことも、

成果のひとつだと感じています。また、従来の階層別研修

は入社3年目までがメインで、その次は新任管理職研修と

なっていました。その間は専門性向上を目的に各職場に人

材育成を任せており、中堅・若手社員に求められる行動や

思考を教育するプログラムがありませんでした。新教育制

度では人材ビジョンにおいて階層ごとに求められるレベル

感を定義し、その実現のために体系化された中堅社員向け

人材ビジョンと教育体系を一新して5年目に入ったが、その成果は。
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のプログラムを増やしました。人事主催研修の目的は人材

ビジョンを周知理解させ、根付かせることです。そのために

具体的に論理思考や問題解決スキルを上げるための内容

やリーダーシップ教育を実施しています。併せて、各部門

の協力を得て、部門主催セミナーなども実施しています。

新留　2011年以降、研修への投資は大きく増加していま

すが、それは必要なものを採り入れるという基本ルールに変

えたからです。世の中の流れが急速に変化する中では、瞬

時に会社として最適な方法を決断していかなければなりま

せん。そのために社員一人一人に自律的な行動を求めて

おり、普段の業務にその意識を根付かせ、活かすための研

修を取り入れるようにしています。また、研修参加には、上

司の理解を得た上で、意欲のある社員を会社全体で育て

ていく必要があると考えています。

大津　以前は指名制の研修が多い印象でしたが、今は自
主的に手を挙げて参加する形式の研修が増えましたね。興

味を引く内容の研修も多く、他の社員からも「この研修は

良かった」などの口コミを聞くことも増えました。

岩松　2014年にリーダーシップ研修に参加しましたが、研

修の中で主体的に課題に取り組む意思が弱いという指摘

がありました。その後は自分が中心になって周囲を巻き込

みながら業務を行うようになり、人材ビジョンの柱のひとつ

である自律考動ができているかを考えるきっかけともなり

ました。

坂本　私は公募制の海外留学制度に応募し、2年間アメリ

カのビジネススクールに通いました。2年間学んだ内容は

もちろん、海外の意識の高い様々な価値観の人々と、チー

ムの中で互角にやっていかなければならない中で、精神面

も鍛えられ、価値観も大きく広げられたことがビジネスの

場でも活かせています。

井手　私は部門主催セミナーに主催者側として関わりまし
た。内容を検討する際は部内で先輩後輩と通常業務とは

違った視点から議論ができるので、知識の代謝が進んでい

ると感じますし、自分が講師として発信できる場があるとい

うことにも手ごたえを感じました。

鈴木　今、井手さんが言った部門主催セミナーは特徴的で、
主催部門の管理職ではなく、主に中堅・若手社員が教えてい

ます。そのため、セミナーを開催することで、先輩が後輩に

教えるという組織風土が醸成されつつあると思います。

近藤　私は昨年、興味はあったけれども、連泊を伴う社外
施設での研修だったために参加を見送った経験がありま

す。子育て中の社員にとっては参加のハードルが高いの

で、本社内での実施や、数日間に分けての開催も今後検討

してもらえると嬉しいです。

新留　近藤さんが指摘された点は大変重要なポイントで、
すべての方に研修のチャンスが与えられるように、よりフレ

キシブルな実施方法も検討していきたいと思います。

人材ビジョンが明確なことで、社員として求められる
軸やマインドにぶれはなく、どの立場や部署でも共通
の認識が根付いていると思います。

岩松 敏史
経理財務統括部付 昭和シェルビジ
ネス&ITソリューションズ（株）出向

大津 麻衣
広報部 サブリーダー

新留 加津昭
常務執行役員（人事部門担当）

坂本 頼子
技術商品部 舶用潤滑油課
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従業員ダイアログ ～昭和シェル石油グループの人材力と変革マインド～

岡部　私は石油事業での中期的な構造的コスト競争力強
化活動として実施している「ダントツプロジェクト」の中で、

油種の統廃合を通じたコスト削減に関わりました。石油製

品のサプライチェーンを横串で刺したような部門横断のプ

ロジェクトで、部門ごとの様々な要請や立場がある中、現場

の声から実際の状況やニーズを把握してみると、解決の糸

口が見えてきました。そうなると販売部門、供給部、製造、

流通を通じていろんなアイデアが出てくるのです。部門最

適ではなく、昭和シェル石油にとってベストなことは？とい

うひとつの土俵で話ができたので、プロジェクトをやり遂げ

ることができました。

井手　私も同様に、製油所の収益向上に向けたプロジェク
トに関わりました。環境が変わっているのに、そのままやり

続けている。また、アイデアはあったが、行動に移せていな

い。この2つが重なって手が付けられていなかった案件の

検討を一気に進めました。検討と実行はチームで取り組ん

だのですが、心強かったのは、各部門から集めたメンバー

の専門性です。プロジェクトの目標に向けて、原油選択の

観点、製油所の運転の観点など、それぞれが考えを持ち寄

り、計画・実行する。私はそれを管理する中で、メンバーの

部門は異なるが垣根がないことが居心地よく、チームとし

て機能した実感がありました。

近藤　私の部署では、執行役員傘下の部門会議が4半期に1

回あり、各部署の取り組みを共有する機会があります。昨年

は電力やソーラーなどエネルギーソリューション部門の方

が仕事内容をお話しくださる機会があり、全く異なる部門

間ですが「ここにソーラーを設置できないか」「電力のご提

案ができるのでは」と、それぞれがビジネスの種を出し合う

などのシナジーが生まれました。

山口　ソーラーフロンティアでも事業が激変していく中、
変革マインドが鍵だということは同じように認識されてい

ます。そのためには自律考動の「軸」を決めることが重要だ

ということで、昨年ブランドプロジェクトが発足し、2015年

の4月までに企業ビジョンや行動指針の再定義が行なわれ

たり、それに合わせてブランドデザインが一新されたりと

いった変化がありました。先日の営業部門合宿では、社長

をはじめ、技術部門や生産部門のトップマネジメントの方々

が同じ「軸」で目指す姿を語ってくださり、全社が部門の垣

根を超えて同じベクトルで動き始めたことを実感しました。

大津　同じベクトルで、というお話がありましたが、今はトッ
プマネジメントから直接話が聞けるタウンホールミー

ティングが、全社員向け、管理職向け、そして各事業所など

で定期的に実施されているので、それが同じベクトルを向

くことにも繋がっていると感じますね。

鈴木　そうですね。毎年実施している社員意識調査の結果
では、当社として重点的に取り組んできた「①部門の垣根を

超えた協力関係」「②他の社員や他社の優れた成功例から

の学習」「③業務過程の改善」「④不要な慣例の排除」など

の項目について2014年は2012年比で、①は11ポイント、

③は10ポイントなどそれぞれ改善しています。しかし、これ

らの項目は好意的と答えている人がまだ半数強であり、継

続的な取り組みが必要だと考えています。

岡部 伸宏
研究開発部 商品開発課 課長

井手 宏明
供給部 企画グループ

人材に「変革マインド」が根付いているか。現場でどのような「変革」が起こっているか。

※1   社員意識調査グループ社員回答率 2012年：96.0％ 2014年：95.3%

※2  「好意的」「中立的」「好意的でない」の回答のうち「好意的」と答えた回答の％の
アップ率

① 部門の垣根を超えた協力
関係がある

55%44%
20142012

+11ポイント※2

③業務過程の改善

57%47%
20142012

+10ポイント※2

② 他の社員や他社の優れた
成功例からの学習

48%42%
20142012

+6ポイント※2

④不要な慣例の排除

54%50%
20142012

+4ポイント※2

社員意識調査 重点項目の改善率
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新留　すべての人たちに人材育成の機会を均等に与え、
公正で公平な評価を行っていくことが人事の基本的な考

え方です。一方で、社会の要請に応えるために、客観的な

数字を明示しながら特に女性の活躍をさらに推進していく

必要があると認識しており、今後もしっかりと取り組んでい

きたいと考えています。

鈴木　多様性の考え方について、当社は2004年に「ダイ

バーシティーとインクルーシブネス（D&I）の基本方針」を

設け、導入当初から研修を実施するなどD&Iの浸透に努め

てきました。採用についても、性別や国籍に関わらず優秀

な人材を採用する方針のもとに行っています。また、両立支

援策は以前から積極的に行っていますが、女性の活躍をよ

り推進していくための取り組みの一環として、2014年に初

めて女性社員向けのアンケートを全社で実施しました。現

在はその内容をもとに具体的な社内検討を進めています。

近藤　制度の利用について、今私には9歳と2歳の子どもが

おり、育休と産休を合わせると各2年間取得し、復職後は育

児との両立に必死でした。現在も子どもの看護のための休

暇などの優れた制度を活用させてもらっていますが、やはり

上司や同僚の協力と理解に非常に助けられたことが大き

かったです。個人によって、家族の状況や業務の種類も異な

り、それにより復職後の状況も異なってくると思いますの

で、特に復職後のタイミングで、上司と自身のキャリアにつ

いてより深く話し合うことが、制度を利用する社員へのサ

ポートとしても重要な点だと感じました。

山口　私の場合も、育児休職後は、どういうワークライフバ
ランスを作っていきたいのかを模索する時期でした。どうあ

りたいかを考え抜く過程のサポートという意味では、同じよ

うにつまずき悩んできた

ワーキングマザー同志の

ネットワークを紹介してもら

えるような仕組みがあると

良いと感じます。また、私の

夫は同じグループ会社で働

いていますが、フレックスタ

イム制度を利用して保育園

への送りを担当してくれるほ

か、業務をやりくりし早く

帰って育児をしてくれるの

で、非常に助かっています。男性の育児への支援や理解が、

イコール女性への支援に繋がっていると捉えることも重要

ではないかと思います。

岩松　そうですね。女性に限らず、育休明けや子どもの病
気などで大変な人を、周囲が自然にサポートするような職

場になって欲しいと思います。そして育児をしている人も

それに甘えるのではなく、限られた時間の中で成果を出す

ことに注力することが重要だと思います。

井手　私は3ヵ月の育児休職を取得しました。復帰後もこれ

まで以上に効率的に業務に取り組み会社に貢献することは

もちろんですが、一方で男性の育児への関わり方も女性と

同様に様々な形があることがより多くの方に認識されると、

育児に関わる人がもっと活躍できるようになると思います。

新留　これから必要なのは、育児、そして介護も含め、男女
ともに関わるという意識だと考えています。当社としても、

家庭と仕事を両立している人が、業務でも能力が充分に活

かせる職場に変えていかなくてはなりません。

今回各方面から色々とお話しいただいた内容を参考にし、

今後も人材ビジョンの浸透および職場風土改革の施策を

引き続き実行していきます。そして、もうひとつ上を目指す

というチャレンジ意識と、変化を先取りする意識で変革をさ

らに続けていきたいと思います。本日はありがとうござい

ました。

山口 有里
エネルギーソリューション事業本部付 
ソーラーフロンティア（株） 
営業サポート部

近藤 ひとみ
産業エネルギー部 販売課

鈴木 弾　
人事部人材開発課 課長

人材の多様性を活かし、個人の能力を最大限発揮できるための職場風土改革が 
実現できているか。
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企業として

 地域・社会とともに
昭和シェル石油は、未来をつくる担い手である子どもたち・若手への支援を軸に環
境保全活動、国際支援活動に取り組み、エネルギーソリューション・プロバイダーと
して地域・社会の活力（エナジー）創出に貢献していきます。

シェル美術賞2014の実施
　「シェル美術賞」は、団体展の賞を除いて独立した美術賞

がほとんどない1956年に、当時の外国人役員の「若手作家

にも平等に作品展示の機会をつくりたい」という思いから創

設された完全公募制の美術賞です。現在も当初の趣旨を引

き継ぎ、40歳以下の若手作家を対象として作品を公募して

います。

　創設以降43回目の開催となる2014年の「シェル美術賞」

では、654名の作家から815点の応募がありました。2014

年12月に東京・六本木の国立新美術館で開催された受賞入

選作品展「シェル美術賞展2014」では52点の受賞・入選作

品を展示し、13日間の会期中6,109名のお客様にご来場い

ただきました。

　継続的な若手作家の支援としては、過去受賞・入選者4名

の作品数点を会期中に併せて展覧する企画「シェル美術賞　

アーティスト・セレクション」を実施しています。また、受賞・

入選者の作品集ファイルを閲覧するスペースを設けるほか、

2014年はご来場のお客様の投票により選出する「オーディ

エンス賞」を設けるなど、若手作家とお客様との接点をより

多く設けるための企画も行っています。

　今後も国内の文化・美術の発展に寄与することを目指し、

取り組みを続けます。

子どもエネルギー教室の実施
　次世代育成支援の一環

で小学生を中心に「子供エ

ネルギー教室」プログラム

を実施し、気候変動問題

や、それを防止するための

省エネルギーの大切さ、再

生可能エネルギーについて

より理解を深めるための講義を行っています。「子供エネル

ギー教室」は昭和シェル石油本社のある台場地区の近隣小

学校や、新潟にある「新潟雪国型メガソーラー」に併設する

研修施設で実施し、2014年は403名の子どもたちが参加し

ました。

　子供エネルギー教室は現在、昭和シェル石油グループの

ソーラーフロンティアや昭和四日市石油（株）の四日市製油

所などでも実施されています。

　今後も昭和シェル石油グループならではのエネルギーの

講義やリソースの利用を通じ、子どもたちが環境や身近なエ

ネルギーについて考える機会となるよう実施を継続してい

きます。

次世代
育成支援

環境
保全

国際
支援

次世代
育成支援

環境
保全

2014年グランプリ受賞作品「いつも」

次世代
育成支援
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第10回環境フォト・コンテスト　ジュニア部門　金賞受賞作品のご紹介

タイトル：「本当に必要なもの」

 その他受賞作品はWEBサイトをご参照ください。http://www.showa-shell.co.jp/enjoy/photo/

作品コメント  　岡山県　波多 純奈さん（14歳）

　一見カラフルで目をとられてしまう×の写真。しかし
この美しい野菜は季節外に作られ、しかも外国からの
輸入品。本当の美しさはあるのでしょうか？一方○の
写真は旬の野菜「ゴーヤ」が大きくうつり青空に映えて
います。○の写真のようなグリーンカーテンは地球を
温暖化からまもり栄養満点の野菜を私たちにめぐんで
くれます。これこそが私たちの街、そして国、星に必要
な存るべきすがたではないのでしょうか？

第10回環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」
　環境フォト・コンテストは、身近なまちのいつまでも残した

い「○」の風景と、すぐにでも改善したい「×」の風景を撮影

し、それらの写真についてコメントを添えてご応募いただく

ものです。2014年は趣旨にご賛同いただき後援を頂戴して

いる環境省およびご協賛企業のご支援のもと第10回の 

コンテストを開催し、様々な年代の方から計5,149点（ジュニ

ア部門：4,940点・一般部門：209点）のご応募をいただき

ました。

　このコンテストは環境教育として教育現場で多くご活用い

ただいていることから学校団体賞も設けており、学校単位で

は約200校にのぼるご応募をいただきました。

　受賞作品は台場本社ビル1Ｆのシェルミュージアムにて約

2ヵ月間展示したほか、第10回の開催を記念して、過去9回

分のジュニア部門金賞作品の展示も行うなど、過去から現

在までの様々な作品を一般の皆様にご覧いただきました。

　身近な風景や光景から視覚を通して環境保全を訴え、そ

の問題解決のために何ができるのかを、私たち市民の一人

ひとりが考えて行動する『きっかけ』になるようなコンテスト

を目指し、今後も取り組みを続けます。

支援学校からの職場実習生受け入れ
　近畿支店は大阪府が推進している企業の職場実習制度に

2010年より協賛しています。2014年は10月に4日間の日

程で、今回で5回目となる自立支援推進校および共生推進

校高等部生徒の職場実習の受け入れを行いました。

　実習では主に、支店企画課内で総務関連業務やPC入力

作業を行いました。学校とは違う慣れないオフィスでの実習

で、初日こそ緊張気味ではありましたが、2日目以降は雰囲

気や仕事にも慣れ、生き生きと仕事をしていました。

　非常に短期間ではありますが、受け入れる我々にとっても

毎回新たな気付きもあり、

「地域社会とともに学び、と

もに育つ」ことの重要性を

実感する貴重な機会となり

ました。今後も継続して取

り組む予定です。

次世代
育成支援

環境
保全

次世代
育成支援

2015 / 07 / 03 [16:50]



30 昭和シェル石油株式会社     CSR Book 2015

企業として

第10回エネルギー持続性フォーラム
公開シンポジウムの開催
　昭和シェル石油と東京大

学国際高等研究所サステ

イナビリティ学連携研究機

構（IR3S）の共催で『エネル

ギー・資源・環境の統合に

よる循環共生型社会の創

生』をテーマにシンポジウムを開催しました。

　行政審議官や大学教授、地域の具体的な事例、循環共生

型社会に向けた当社取り組みなど、様々な立場や視点から

テーマについて講演が行われたほか、「地域循環共生圏の

構築による地域の創生」をテーマにした登壇者によるパネル

ディスカッションを行い、種々のエネルギー技術をいかに地

域の実情に合った取り組みに繋げるかなど、意見交換や提

言が行われました。

照葉（てるは）の森恩返しプロジェクト
　宮崎県の太陽電池工場「国富工場」の北西に位置する綾の

照葉樹林は、2012年に日本で5番目のユネスコのエコパーク

として登録された緑豊かな森で、国富工場はこの森からの地

下水を利用するなど恩恵を受けています。

　当プロジェクトは、この天然の照葉樹林の間にある人口林

（スギ、ヒノキ）を間伐し、林内に太陽光を多く入れることに

より照葉樹林を自然発生さ

せ、より豊かな森を築くこと

を目的としたもので、ソー

ラーフロンティア（株）の社

員も2012年から参加して

います。2013年も30名の

社員が参加し、間伐を行い

ました。今後も地域・社会貢

献活動の一環として継続し

ていく予定です。

「TABLE FOR TWO」の実施
　「TABLE FOR TWO」と

は、社員食堂で提供される

“ヘルシーメニュー ”を購入

することにより、売り上げに

含まれる寄付金が、NPO 

法人 TABLE FOR TWO 

Internationalを通じて開発途上国の子どもたちの学校給

食に寄付される支援活動です。従業員にとっては身近に社

会貢献活動に取り組む機会となるとともに、ヘルシーメ

ニューを通じて自身の健康にも寄与する活動となります。

　2013年12月に台場本社ビル食堂でスタートし、2015年

5月末時点で5,000食分の給食費を寄付しました。会社と 

グループ社員が共同で取り組む全員参加型のプログラムと

して、継続して取り組んでいます。
※写真提供：TABLE FOR TWO International

国際難民奉仕会（RIJ）へのオフィス提供
　難民支援を目的として活

動するNPO「国際難民奉仕

会（RIJ）」に対し、1979年の

設立以来、シェルケミカル

ズジャパン（株）と共同でオ

フィスの無償提供を行って

います。RIJはグリーティング・カードやクラフトの販売、募金

キャンペーンなどで集めた資金をもとに、緊急時の食糧・医

療援助、難民が自活の道を切り開くための教育支援などの

活動を行っています。

国際
支援

国際
支援

次世代
育成支援

環境
保全

環境
保全
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 株主・投資家とともに
昭和シェル石油は株主・投資家の皆様に対し適時的確な情報開示を行うとともに、積極的な IR（インベスター・リ
レーションズ）活動を通して双方向のコミュニケーションにも努めています。

株主・投資家の皆様への情報発信
　国内の証券アナリストや機関投資家の皆様に対して、四

半期ごとに開催する「決算説明会」に加え、経営陣が経営戦

略について説明を行う「トップセミナー」を、2015年も引き

続き開催しました。あわせて、個別面談を通して事業環境や

業績の説明を行いました。

　個人株主・投資家の皆様に対しては、2015年3月26日の

「第103期定時株主総会」において、経営陣より決算内容や

事業戦略について説明を行いました。業績などの報告に関

しては、2014年から「決算説明会」の録音音声をWEBサイ

ト上に公開するほか、半期ごとに業績や活動を要約した報告

書「株主のみなさまへ」を発行し、情報発信しています。ま

た、ご意見を集約して経営および IR活動に反映すべく、郵送

およびWEBサイト上にて株主アンケートを実施しました。

アンケートの項目「強化してほしい情報手段」について以前

から要望のあった「ホームページの情報・資料の拡充」につ

いては、2014年、「株主・投資家情報」ページに、昭和シェ

ル石油の事業の特徴などをわかりやすく簡潔にまとめた

コンテンツ「昭和シェル石油ってどんな会社？」を新設しまし

た。さらに、証券会社の主催する個人投資家向け説明会へ

の参加を通した情報発信にも取り組みました。

　海外の投資家の皆様には、決算短信や決算説明資料、事

業報告などの英文資料を日本語と同時にWEBサイト上に開

示することで、タイムリーな情報発信に努めています。

　また、2014年には、日本証券アナリスト協会が主催し、企

業の IR活動全般の取り組みを評価・公表する「証券アナリス

トによるディスクロージャー優良企業選定」において、企業の

姿勢や開示資料の充実度について改善が著しい企業に対し

て贈られる称賛状をいただきました。今後も、株主・投資家と

の適時・適切なコミュニケーションに取り組んでいきます。

2014年実施株主アンケート結果

コーポレートレポートの発行
　ステークホルダーの皆様に、経営戦略と

それに基づく当社の活動を包括的にお伝え

することを目的に、2012年より「コーポレー

トレポート」を発行しています。事業活動や

財務情報に加え、当社の持続的な成長を支

える人材や技術、HSSE（健康、安全、危機管理、環境保全）

の推進体制といった経営資源についても掲載しています。

非財務情報に関しての詳細なデータや、ステークホルダー

の皆様に向けた各取り組みについては、当「CSR Book」に

まとめ、WEBサイトに公開しています。

事業報告書「株主のみなさまへ」

新聞・テレビなどの情報媒体

ホームページの情報・資料の拡充

個人投資家向け説明会

コーポレートレポート

株主総会

その他

0 10 20 30 5040 （%）

2014年9～ 10月に実施　回答者数4,854名

今後強化してほしいツール・機会（複数回答可）

http://www.showa-shell.co.jp/ir/

 http://www.showa-shell.co.jp/ir/corporate/ 

index.html
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 コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方
　当社は、持続的に成長し続け企業価値を高めることを目

的に、経営の一層の透明性と効率性を追求すべく経営監督

と業務執行の分離を進めるとともに、適時的確な情報開示

を図っています。同時に、主要なステークホルダーに対する

公正・公平性の確保を通して当社への信頼性を向上させるこ

とを目指し、外部からの客観的な視点を積極的に経営に取り

入れ、当社の企業目標や特性、また社会環境、法的環境の変

化に対応した最適なガバナンス体制を構築するとともに、そ

の機能の有効性を検証して改善を図っています。

1997年 取締役26名を22名に削減

1999年 取締役18名を11名に削減、
執行役員制度の導入

2003年 執行役員制度改定、「経営執行会議」の創設、
社外取締役１名増員

2005年 社外取締役1名増員
2007年 役員退職慰労金制度の廃止

2013年

社外取締役1名増員（取締役8名のうち5名を
社外取締役に）
取締役の任期を2年から1年に短縮
「報酬諮問委員会」を設置

2015年
最高経営責任者（CEO）と取締役会議長の
役割を分離

取締役会および取締役
　2015年6月、当社は経営の監督と執行の分離により監督

の実効性をさらに強化するとともに、執行経営陣による迅速

果敢な業務執行を実現するため、最高経営責任者（CEO）と

取締役会議長の役割を分離する、先進的な取締役会体制を

導入しました。取締役会議長は、取締役会の経営に対する

監督機能という役割を踏まえ、業務執行に関与しない社外

取締役の中から、武田稔氏を選定しました。また、さらなる

コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、2013年に設置

した報酬諮問委員会に加えて、指名諮問委員会の設置の検

討を開始しました。

　取締役会は社外取締役5名および非業務執行取締役1名

を含む8名の取締役で構成されています。石油事業・エネル

ギーソリューション事業ともに国際的な視点で事業を展開す

る中で、様々な分野においてグローバルなビジネス経験や

知見が豊富な6名の社外取締役などは、経営者への監督機

能のみならず、客観的かつ多様な視点から当社の企業価値

向上への助言機能も果たしています。さらに、社外取締役5

名のうち2名を独立取締役としており、一般株主の利益保全

および経営の客観性の確保を図っています。

　また、社外取締役などが取締役会において十分な審議を

尽くせるよう、取締役会の資料は原則として事前配布すると

ともに、事前説明も行っています。

社外取締役の取締役会出席状況（2014年1 ～ 12月）

増田 幸央 9回中9回

中村 高 8回中8回（2014年3月付で就任）

武田 稔 9回中9回

チュウ・ナン・ヨン※ 9回中9回

アハメド・エム・アルクネイニ 8回中7回（2014年3月付で就任）

ナビル・エー・アルヌエイム 8回中7回（2014年3月付で就任）

企業として

ガバナンス体制強化の取り組み

※2015年3月付で退任

コーポレート・ガバナンス体制
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　2013年に設置された、全独立役員と有識者などで構成す

る「報酬諮問委員会※」の答申に基づき、取締役報酬の客観

性と透明性が確保され、かつ業績連動の視点を取り入れた

「取締役報酬に関する基本方針」を2013年11月5日開催の

取締役会で決議、採択しました。本基本方針では、取締役の

成果と報酬の関係をより明確にするため、固定報酬と業績

に連動する賞与のうち、従前以上に業績連動賞与比率を高

め、固定報酬部分を減額した構成としました。

　この基本方針に基づき、取締役の報酬などは、2014年3

月27日開催の定時株主総会で固定報酬に係る報酬等の総

額を月額6,500万円以内から4,500万円以内に改定するこ

とを決議しました。その報酬枠内において、役位別の報酬

テーブルに基づき毎月定額を支給しています。ただし、取締

役ダグラス・ウッドの報酬などは、出向に関するシェルグルー

プとの契約に基づき決定しています。なお、取締役に対する

業績に連動する賞与については、当該事業年度の経営環境

および業績を勘案し、毎年の定時株主総会の決議を経て支

給することとしています。

　監査役の報酬などは、2008年3月28日開催の定時株主

総会でその報酬等の総額を月額1,000万円以内とすること

を決議しており、その報酬枠内において、監査役の協議を経

て支給することとしています。2013年度より、監査役に対す

る賞与の支給は廃止しています。

　なお、2007年3月29日開催の株主総会終結の時をもって

役員退職慰労金制度を廃止しています。

　また当社は、あらた監査法人を会計監査人に選任して監

査を受け、監査報酬を支払っています。

  取締役および監査役の報酬等（2014年12月期）
役員区分 報酬等 

の総額
（百万円）

報酬等の種類別の
総額（百万円）

対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 賞与

取締役（社外取締役を除く） 315 241 74 3

監査役（社外監査役を除く） 72 72 ̶ 3

社外役員 59 58 1 10

※ 報酬諮問委員会 ：   独立役員を含む社外取締役や社外監査役、社外有識者が過半数を占
めるメンバーで構成され、年4回程度開催しています。業績連動を取
り入れた役員報酬体系全般にわたって審議し、改善点などについて取
締役会に答申しています。社内取締役は、答申内容の決定には加わ
りません。

当社（百万円） 連結子会社（百万円）

監査証明業務に基づく報酬 120 53

非監査業務に基づく報酬 3 －

監査報酬の内容（2014年12月期）

　社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準ま

たは方針を特段定めていませんが、東京証券取引所が開示

を求める独立性に関する事項を参考にしています。

社外役員

社外取締役（2015年6月1日時点）
氏名 役職・経歴など 選任理由

武田 稔 シェル・ジャパン株式会社 代表取締役社長 
およびシェルケミカルズジャパン株式会社  
代表取締役を務め、2015年5月に退任

日本国内および海外の石油事業会社での勤務経験に基づく豊富な知
見とネットワークが経営の監督に活かされることを期待しています。

増田 幸央 独立役員
三菱商事株式会社顧問

三菱商事株式会社のエネルギー部門に長年従事し、国内外でのエネル
ギー事業に関する豊富な知見が、経営監督機能の強化に繋がることを
期待しています。

中村 高 独立役員
株式会社リコー取締役副社長執行役員
を務め、2012年6月に退任

株式会社リコーの取締役として、長年人事部門責任者などを務めたほ
か、同社の欧州子会社経営の経験もあり、日本企業によるグローバル
経営全般に関する豊富な知見が経営監督機能の強化に繋がることを期
待しています。

アハメド・エム・アルクネイニ アラムコ・アジア・ジャパン株式会社
代表取締役社長

世界の石油市場に関する広範な知見に加え、アメリカ、サウジアラビア、
日本での石油事業に関する戦略策定、実務双方のマネジメント経験が
経営の監督に活かされることを期待しています。

ナビル・エー・アルヌエイム サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）
環境保全部マネージャー

石油精製、発電などエネルギー全般に関する事業分析、戦略立案から
オペレーションまで広い領域のノウハウを有するほか、企業変革プロ
ジェクトのマネジメントにも精通し、その経験が経営の監督に活かされ
ることを期待しています。

役員報酬・監査報酬
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企業として

　当社は企業活動を展開するにあたり、その行動の普遍的な

規範として「行動原則」を定め、すべての従業員に対して、高

い倫理観をもって社会に貢献することを強く求めています。

　2015年5月の改正会社法の施行に伴い、子会社の統制強

化および監査の実効性の向上を図るために「内部統制に関

する基本方針」を改定しました。これにより親子会社のガバ

ナンス強化を目的として、子会社も対象としたグループ内部

統制体制を構築し、システムを適切に運用しています。

コンプライアンス
　コンプライアンスは、社会的責任を負って事業活動を行っ

ているすべての従業員に課されている最優先の条件であ

り、当社グループ全体への浸透活動を継続的に推進してい

ます。

　コンプライアンス関連規程としては、「独占禁止法遵守規

程」「公務員贈賄防止規程」「内部者取引管理規程」「環境保

全規則」「輸出管理規則」などを定めています。また調達活

動については、公平性および透明性を確保するとともに法

令・企業倫理の遵守、資源保護、環境保全などの社会・環境

面にも配慮することを「調達基本方針」として定めています。

加えて、取引先にも当社の調達に関する考え方をご理解い

ただくため、「調達ガイドライン」を提示しています。

　コンプライアンス教育については、従業員が遵守の重要

性を認識し実践できるよう具体的な行動の指針を解説した

「行動指針（コンプライアンスブック）」を配布するとともに、

同指針についてのeラーニングを年に2度実施し、浸透を

図っています。加えて、従業員がコンプライアンスに関する

具体的事例や関連法令などを容易に検索できるよう、社内

および当社子会社向けにWEBサイト「コンプライアンスの

部屋」を設置しています。また、新入社員研修をはじめとし

て役員、管理職、一般社員の各階層別研修では、具体的な

事例を引用したカリキュラムやeラーニングを実施して、より

実践的なコンプライアンス浸透活動を行っています。

　内部通報制度としては、コンプライアンス上問題があると

思われる事例や業務改善などの建設的な提案を情報提供で

きる社員相談窓口「Voice of People（VOP）」を導入し、社

内と社外にそれぞれ受付窓口を設けています。運用にあ

たっては、「社員相談窓口（VOP）規則」を定め、相談者の秘

匿性を確約するとともに相談者への不利益を防止する体制

を整えており、当社従業員のみならず、すべての当社グルー

プ会社従業員にも門戸を広げています。2014年10月より、

グループ会社内で起きたコンプライアンス違反について、

「コンプライアンスの部屋」に概要を開示し、意識の向上や

再発防止に努めています。

　反社会的勢力に対しては、会社として組織的に対応する

方針を掲げており、対応総括部署を定めて警察などの外部

専門機関と連携する体制をとっています。

リスク管理
　当社は、グループCEOの統括のもと、内部統制とHSSE

（健康、安全、危機管理、環境保全）に関するコーポレートリ

スクを一元的に管理する協議機関として「リスクマネジメン

ト委員会」を設置し、企業基盤をより強固にしていくための

体制を整えています。委員会での協議結果については、必

要に応じて、取締役会に提言または報告されています。

　コンプライアンスやHSSEの推進体制、業務の管理体制な

ど、全社的な観点からチェックする必要があるリスクについ

ては、その全般的な管理状況を把握するためにビジネス・

コントロール・チェックリストを策定し、各管掌役員および部

門長が毎年自部門のリスクコントロール体制を評価して改

責任限定契約の概要
社外取締役武田稔、同増田幸央、同中村高、同アハメド・エム・アルクネイニ、同ナビル・エー・アルヌエイム、および社外監査役宮崎緑、同山岸憲司の各氏は、当社と会社法第423
条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、1,000万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。

社外監査役（2015年6月1日時点）
氏名 役職・経歴など 選任理由

宮崎 緑 独立役員
千葉商科大学
教授・国際教養学部長

千葉商科大学教授のかたわら税調委員として政策決定に参画する
など各方面で活躍し、幅広い見識を有することから、経済界の常識
に染まらない視点を持って監査を実施することを期待しています。

山岸 憲司 独立役員
弁護士

弁護士会の重職を歴任するなど、広い知見と深い学識を備えた著
名な弁護士であり、業務執行について適法性、適正性の観点から
経営の監督を行うことを期待しています。

内部統制システム
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善活動を行うとともに、その結果についてはリスクマネジ

メント委員会に報告されています。

また、各部門が有する個別のリスクやコーポレート全体のリ

スクについては、毎年作成しているビジネス・コントロール・

マトリックスを通して、業務目標と関連させた潜在リスクの

洗い出し、およびその影響度やリスクコントロール状況の確

認を行っています。抽出されたリスクについては、必要に応

じて対策を講じ、前期のレビューと当期の計画についてリス

クマネジメント委員会に報告されています。

監督報告

  コーポレート・ガバナンス体制、内部統制体制

株主総会

報酬諮問
委員会

［業務執行］

情報開示
サブコミッティ

ハラスメント
窓口

VOP
社内
窓口

VOP
社外
窓口

監査委員会

監査部

会計監査人
監査役会

監査役

選任・解任 選任・解任 選任・解任報告

報告

報告 報告 報告

報告

報告報告 通報 通報 通報

報告

諮問

答申
報告

報告

報告

報告

報告

報告 報告

連携

連携

計画承認

監査

監査

監査

監査

監督

グループ経営執行会議
CEO

CFO

石油事業
執行役員

エネルギー
ソリューション

事業
執行役員

コンプライアンス
サブコミッティ

HSSE部会

事業部門ならびに関係会社

指示指示

石油事業
執行役員COO

エネルギー
ソリューション

事業
執行役員COO

リスクマネジメント委員会

　情報開示については、「情報開示（ディスクロージャー）に

関する基本方針」を定め、あらゆるステークホルダーの当社

グループに対する理解を促進し、その適正な評価のために、

重要な情報の公正かつ適時・適切な開示に努めています。

そのための運用機関として「情報開示サブコミッティ」を設

置し、開示すべき情報の取り扱いについて判断しています。

適時開示規則に該当する情報は東京証券取引所が提供する

適時開示情報伝達システム（TDnet）を通じて公開するとと

もに、当社WEBサイト上にも掲載しています。また、それ以

外の情報についても、「情報開示サブコミッティ」の判断に基

づき、迅速かつ積極的な開示に努めています。

　株主や投資家向け IR活動としては、四半期ごとの決算発

表時に国内の証券アナリスト・機関投資家向けの決算説明会

を開催するとともに、決算説明資料および決算説明会の音

声録音をWEBサイトに掲載することで情報発信をしていま

す。また、投資家訪問やカンファレンスなどを通じて国内外

の機関投資家とコミュニケーションをとっているほか、個人

投資家に対してはWEBサイトを中心とした情報発信を行っ

ています。さらに、株主総会招集通知の早期の発送やイン

ターネットによる議決権行使システムの導入などによる株主

総会参加の促進、株主向け冊子「株主のみなさまへ」の発行

や株主アンケートの実施などを通じ、株主の皆様とのコミュ

ニケーション強化を図っています。

［経営の監督］
取締役会議長
社外取締役

［経営の執行］
代表取締役社長
業務執行取締役

取締役会

情報開示
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企業として

中村社外取締役インタビュー

2014年3月より当社社外取締役（独立役員）としてご尽
力いただいている中村氏に、当社のコーポレート・ガバナン
スと企業価値向上に関してご意見をうかがいました。

就任当初、昭和シェル石油がエネルギーの安定供給を真剣に考え、石油だけでなく自然エネ
ルギーを含めた総合的なエネルギー企業になろうとしている姿勢に感銘を受けました。会社と
は利益をあげるだけでなく、株主をはじめ、お客様、社員、社会といった多様なステークホル
ダーに価値を提供することで持続的に成長するものだと私は考えており、昭和シェル石油はそ
れを実現できる会社だと思っています。
コーポレート・ガバナンスのレベルについては、国内上場企業の中では上位にあります。早

くから独立役員を含む複数の社外取締役が存在し、執行役員制度を採り入れ、報酬諮問委員会
を持っている、よく考えられた先進的な仕組みだと思います。取締役会では、取締役も監査役
もそれぞれの観点から発言しており、大変活発です。
　
コーポレートガバナンス・コードは、「対応しなければならないもの」ではなく、自社のガバナ

ンスの向上に加え、経営方針や戦略を発信する有効なツールとして「積極的に活用すべきもの」
だと私は考えています。
これを踏まえ、昭和シェル石油では、経営の監督と執行の役割と責任をさらに明確に分けるこ

とが必要だと考えてきました。2015年6月よりCEOと取締役会議長の役割を分離したことは大
きな進歩だと評価しています。さらなる施策として検討を開始した指名諮問委員会の設置につい
ても、早期に実現すべきだと考えます。現在の取締役会では、個別の業務執行に関する議論に多
くの時間が割かれているように思います。取締役会では、基本的な経営方針、長期的な経営戦略
の議論に、より時間を費やしていくことが必要です。業務の執行は執行部に委譲し、適時に経営
判断がなされ、判断されたことが速やかに実行されることで、さらに経営効率は高まるでしょう。

石油産業には長期にわたる規制の歴史があり、他業種と比較して業界全体が厳しい競争にさ
らされてこなかったと言えます。しかしこれからは競争が激化するエネルギー業界の中で勝ち抜
いていくことが必要です。競争に勝つためには新しい価値を創造し続けることが不可欠ですか
ら、戦略や経営資源の効率的な活用に加え、イノベーションをもっと生み出すことが必要です。
そのためには、もっとお客様に目を向けるべきであり、人材面では、ダイバーシティ、特に女

性の活躍を促進することが必要です。昭和シェル石油では、育児に関する両立支援制度などが
整い、女性社員が活躍している企業という印象を持っています。今後は管理職や役員レベルの
女性登用拡大に向け、女性社員の意識の把握や、より女性が能力を発揮し続けることのできる
環境づくりに、積極的に取り組んでほしいと思います。さらにグローバル人材、つまり英語でビ
ジネスを行う人材のさらなる育成も必要です。英語はビジネスを遂行する上で、最も有効なコ
ミュニケーションツールであると私自身の経験からも痛感しています。扱うエネルギー、地域、
そしてお客様の範囲も広がる中、このような要素は企業価値向上に重要な役割を果たします。
新しい経営体制になり、経営の方向性や情報をグループ内に徹底して共有することもますま

す重要になるでしょう。全員が「For the Company」という視点で業務に取り組み、エネル
ギー業界を引っ張っていく立派な会社になってほしいと思います。私も独立取締役、そして昭
和シェル石油グループの一員として、尽力してまいります。

社外取締役就任から1年
を経て、昭和シェル石油お
よびガバナンスに対する
印象をお聞かせください。

コーポレートガバナンス・
コードを踏まえ、当社の
ガバナンスはどのように
改善すべきだとお考えで
しょうか。

企業価値向上のため、昭
和シェル石油に必要なこ
とを教えてください。

中村 高氏
2014年3月より当社社外取締役。
株式会社リコーの取締役として長年

人事部門責任者を務めたほか、
同社の欧州子会社の社長経験も有する。

Q

Q

Q
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山岸社外監査役インタビュー

2008年3月より当社社外監査役（独立役員）としてご活
躍の山岸氏に、当社のコーポレート・ガバナンスと企業価
値向上に関してご意見をうかがいました。

就任後の7年間、石油情勢をはじめ、エネルギーをめぐる事業環境は大きく変化してきまし
た。昭和シェル石油のビジネスも太陽電池や電力といった新しい事業が拡大し、グローバル化
も進んできました。このような変化に適合するために、ガバナンス体制はどうあるべきかを検討
し、社外からの視点や価値観を活かす体制の確立を目指してきました。特に、リスクをとって新
しいステップを踏む際には、豊富な経験と知見、人脈を持つ独立社外取締役は大きな役割を果
たしてきたと思います。監視監督機能はもとより、より一層企業価値を高める機会を見過ごし
ていないか、時機を得た事業展開をしているか、という政策判断の適正性、迅速性の面での独
立社外取締役によるサポートは非常に大きかったと考えています。

エネルギーは、国民にとっても国家にとっても極めて重要な課題であり関心事です。人々の
生活に欠かせない石油や、今後の環境問題解決に重要な役割を担う再生可能エネルギーを
扱っている昭和シェル石油は、この国の未来を背負っていると言っても過言ではありません。
エネルギー資源をめぐる世界の動きや、各国のエネルギー政策の変化を注視する一方で、

技術革新や収益力強化など、様々な課題に目を向け、困難を乗り越えながら的確な判断をして
いかなければなりません。特に石油業界は、合理化や事業再編について具体的な検討を求めら
れています。会社のあり方、エネルギー業界の方向性を左右する局面にあって、取締役会がそ
の機能と役割を果たしていくためには、より一層議論を深化させることが必要です。そのため
には、取締役会を補完する機会、つまり議題の事前説明や取締役会以外の議論の場などにお
いても、内容をさらに充実させることが効果的だと考えます。

内部統制の確立、コンプライアンスの徹底などを注視していくことは当然ですが、取締役会
においても、多様なバックグラウンドを持つ取締役による忌憚のない意見交換の中で、競争力
を確保する的確な意思決定がなされているかを監視監督する役割を強く意識しています。
また、コスト削減などにおいては、安全性の確保や社員のモチベーション維持向上とのバラ

ンスをとって実行されているかという観点も意識しています。今後とも隠れたリスクを抑制し、
経営が力強く前進できるサポート役も果たしていきたいと考えています。

合理化や事業再編など、ダイナミックな動きが想定される難しい環境であるからこそ、系列
特約店をはじめとするビジネスパートナーや社員と一丸となることが企業価値向上のために重
要だと思います。そのためには、昭和シェル石油が目指す将来の姿を分かりやすく伝えていく
ことが必要だと思います。加えて、企業価値の向上のために最適な意思決定ができるよう、ガ
バナンス体制のあり方を定期的に見直すことも必要でしょう。
また、新しい事業分野への参入と活動地域の拡大は、新たな法的リスク発生の可能性を高め

ます。情報の収集、共有、分析と対応策の決定などの正確性やタイミングが今まで以上に重要
になると考えています。

ガバナンスに対する評価
をお聞かせください。

経営環境がさらに大きく
動こうとする中、どのよう
な課題意識をお持ちで
しょうか。

社外監査役として意識さ
れていることは何ですか。

企業価値向上のため、昭
和シェル石油に必要なこ
とを教えてください。

山岸 憲司氏
2008年3月より当社社外監査役。
リソルテ総合法律事務所弁護士、

2012年5月より2014年3月まで
日本弁護士連合会会長を務める。

Q

Q

Q

Q
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企業として

代表取締役社長
グループCEO（最高経営責任者）
エネルギーソリューション事業COO 
A  亀岡 剛
代表取締役
グループCFO（最高財務責任者）
B  ダグラス・ウッド 
グループファンクションズ
（経理財務・債権管理・プロキュアメント・情報企画・
経営企画（コーポレートガバナンス担当を含む） 
部門担当）

取締役
C  武田 稔※1（取締役会議長）
D  増田 幸央※1※2

E  中村 高※1※2

F  アハメド・エム・アルクネイニ※1

G  ナビル・エー・アルヌエイム※1

H  クリストファー・ケー・ガナー
※1 社外取締役
※2 独立役員

監査役
I  山田 清孝
J  濱元 節
K  宮崎 緑※2※3

L  山岸 憲司※2※3

※3 社外監査役

監査部門はグループCEO（最高
経営責任者）直轄とする。また、
行動原則担当はグループCEO
（最高経営責任者）とする。

執行役員COO
石油事業COO
小林 正幸
石油事業本部 
石油事業本部（原油船舶・海運部門担当）

常務執行役員
伊藤 智明
エネルギーソリューション事業本部部長
（ソーラーフロンティア（株）取締役副
社長執行役員）

井上 由理
グループファンクションズ（法務（個人
情報保護担当を含む）部門担当）

新留 加津昭
石油事業本部（環境安全（HSSE）部門
担当）
グループファンクションズ（人事・内部
統制推進・総務・広報部門担当）

ブルックス・へリング
グループCEO付特命事項担当・トラン
スフォーメーション部門担当

森下 健一
石油事業本部
（販売・営業企画・リテール販売・リ
テールEPOCHプロジェクト・支店・流
通業務部門・輸入基地担当）

執行役員
吉岡　勉
石油事業本部（首都圏支店長）

阿部　真
石油事業本部
（研究開発・新規事業推進・産業エネ
ルギー・技術商品・研究所部門担当）

渡辺 宏
グループファンクションズ
（経営企画（コーポレートガバナンス担
当を含む）・秘書部門担当）

飯田 聡
石油事業本部（ペトロケミカル事業推
進・製造・製品貿易・供給部門担当）

柳生田 稔
エネルギーソリューション事業本部（電
力事業部門担当）

坂田 貴志
グループファンクションズ（経理財務・
債権管理部門担当）

G C

I

D

K L

E

J

F H

A B

（2015年6月1日現在）

役員一覧
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ISO26000対照表

ISO26000の中核主題 課題 掲載ページ

組織統治 課題1： 組織統治 コーポレート・ガバナンス
・コーポレート・ガバナンス体制　⇒P.32

基本的な考え方
取締役会および取締役

・役員報酬・監査報酬　⇒P.33

・社外役員　⇒P.33, 34

・内部統制システム　⇒P.34, 35

コンプライアンス
リスク管理

・情報開示　⇒P.34, 35

・社外役員インタビュー　⇒P.36, 37

HSSE
・HSSEの定義　⇒P.4

・HSSE推進体制　⇒P.4

・HSSEマネジメントシステム　⇒P.5

・危機管理（Security）　⇒P.6, 7

製油所における防災訓練の取り組み
危機管理総合訓練の実施
火災に備えた実火訓練

人権 課題1： デューディリジェンス
課題2： 人権に関する危機的状況
課題3： 加担の回避
課題4： 苦情解決
課題5： 差別及び社会的弱者
課題6： 市民的及び政治的権利
課題7：  経済的、社会的及び文化

的権利
課題8：  労働における基本的原則

及び権利

HSSE
・健康（Health）　⇒P.5

安全衛生委員会の実施
健康維持およびメンタルヘルスケアの取り組み
健康相談窓口の設置

・安全（Safety）　⇒P.6

ゴールゼロ運動の実施
安全表彰式の開催
HSSE役員訪問の実施

コーポレート・ガバナンス
・内部統制システム　⇒P.34, 35

コンプライアンス
リスク管理

従業員とともに
・人材ビジョンと教育体系　⇒P.21

・働きやすい職場環境の実現　⇒P.22, 23

人権の尊重
労働組合との対話
定年退職者の再雇用
障がい者の雇用
女性社員の活躍推進
両立支援制度の整備

・従業員ダイアログ　⇒P.24～ 27

労働慣行 課題1： 雇用及び雇用関係
課題2：  労働条件及び社会的保護
課題3： 社会対話
課題4： 労働における労働慣行
課題5：  職場における人材育成及

び訓練

HSSE
・健康（Health）　⇒P.5, 15

安全衛生委員会の実施
健康維持およびメンタルヘルスケアの取り組み
健康相談窓口の設置
OHSAS18001（労働安全衛生MS）認証取得状況

・安全（Safety）　⇒P.6

ゴールゼロ運動の実施
安全表彰式の開催
HSSE役員訪問の実施

コーポレート・ガバナンス
・内部統制システム　⇒P.34, 35

コンプライアンス
リスク管理

従業員とともに
・人材ビジョンと教育体系　⇒P.21

・働きやすい職場環境の実現　⇒P.22, 23

人権の尊重
労働組合との対話
定年退職者の再雇用
障がい者の雇用
女性社員の活躍推進
両立支援制度の整備

・従業員ダイアログ　⇒P.24～ 27

環境 課題1： 汚染の予防
課題2： 持続可能な資源の利用
課題3：  気候変動の緩和及び気候

変動への適応
課題4：  環境保護、生物多様性及

び自然生息地の回復

HSSE
・環境保全（Environment）　⇒P.7～ 13

二酸化炭素排出を抑制するビジネスポートフォリオ
環境保全推進体制と中期環境アクションプラン
の策定
環境負荷抑制の重点領域
環境汚染防止の取り組み
廃棄物削減の取り組み
省エネルギーと地球温暖化防止の取り組み
昭和シェル石油グループの環境負荷全体像
（2014年実績）
環境に資する製品の技術開発 

中期環境アクションプラン（2013～ 2015年）
・ISO14001（環境MS）認証取得状況　⇒P.14

協力会社とともに　⇒P.20

・CSRおよびHSSEに配慮した調達活動
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ISO26000の中核主題 課題 掲載ページ

公正な事業慣行 課題1： 汚職防止
課題2： 責任ある政治的関与
課題3： 公正な競争
課題4：  バリューチェーンにおける

社会的責任の推進
課題5： 財産権の尊重

コーポレート・ガバナンス
・コーポレート・ガバナンス体制　⇒P.32

基本的な考え方
取締役会および取締役

・役員報酬・監査報酬　⇒P.33

・社外役員　⇒P.33, 34

・内部統制システム　⇒P.34, 35

コンプライアンス
リスク管理

・情報開示　⇒P.34,35

・社外役員インタビュー　⇒P.36, 37

お客様とともに　⇒P.19

・公式WEBサイトのリニューアル実施
・石油製品の製造責任と品質保証
・CIS薄膜太陽電池モジュールの製造責任と 

品質保証

協力会社とともに　⇒P.20

・CSRおよびHSSEに配慮した調達活動
・特約店とのパートナーシップ

株主・投資家とともに　⇒P.31

・株主・投資家の皆様への情報発信

消費者課題 課題1：  公正なマーケティング、 
事実に即した偏りのない
情報及び公正な契約慣行

課題2： 消費者の安全衛生の保護
課題3： 持続可能消費
課題4：  消費者に対するサービス、

支援、並びに苦情及び紛
争の解決

課題5：  消費者データ保護及び 
プライバシー

課題6：  必要不可欠なサービスへ
のアクセス

課題7： 教育及び意識向上

HSSE
・ISO9001（品質MS）認証取得状況　⇒P.14

お客様とともに　⇒P.16～ 19

・サービスステーション（SS）における取り組み
・SSにおける災害対応の取り組み
・公式WEBサイトのリニューアル実施
・石油製品の製造責任と品質保証
・CIS薄膜太陽電池モジュールの製造責任と 

品質保証

株主・投資家とともに　⇒P.31

・株主・投資家の皆様への情報発信
・2014年実施株主アンケート結果
・コーポレートレポートの発行

お客様とともに　⇒P.18

・ SSにおける人材力向上の取り組み 

Sales Promotion Advertisement & Training 

(SPAT)

・昭和シェルロイヤルマネジャー（SRM）認定制度
・昭和シェルオイルマイスター認定制度
・カーライフアドバイザー認定制度
・潤滑士制度

コミュニティへの参画
及びコミュニティの発展

課題1： コミュニティへの参画
課題2： 教育及び文化
課題3： 雇用創出及び技能開発
課題4：  技術の開発及び技術への

アクセス
課題5： 富及び所得の創出
課題6： 健康
課題7： 社会的投資

地域・社会とともに　⇒P.28～ 30

・シェル美術賞2014の実施
・子どもエネルギー教室の実施
・第10回環境フォト・コンテスト 

「わたしのまちの○と×」
・支援学校からの職場実習生受け入れ
・第10回エネルギー持続性フォーラム 

公開シンポジウムの開催
・照葉（てるは）の森恩返しプロジェクト
・「TABLE FOR TWO」の実施
・国際難民奉仕会（RIJ）へのオフィス提供

お客様とともに　⇒P.19

・SSにおける災害対応の取り組み

ISO26000対照表
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コーポレートレポート 2015
昭和シェル石油グループの経営戦略、事業活動の詳細については
「コーポレートレポート 2015」をご参照ください。

http://www.showa-shell.co.jp/ir/corporate/index.html

〒135-8074 東京都港区台場2丁目3番2号（台場フロンティアビル）
TEL:（03）5531-5793

http://www.showa-shell.co.jp/

皆様のご意見・ご感想をお寄せください
CSR Bookの内容および当社のCSRの取り組みについて、WEBサイト上でアンケートを設けています。
ステークホルダーの皆様から頂戴した貴重なご意見を、企業活動に反映していきます。

http://www.showa-shell.co.jp/csr/index.html
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