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社長メッセージ 各事業における5次中計の 
取り組みおよび事業説明

出光グループESGの詳細 企業データ、ほか

経営理念と環境・社会・ガバナンスの主な方針と取り組み
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環境方針
全ての事業・業務・行動において環境保全を優先し、以下の方針を定めます。
1. 汚染の予防に努め、環境保全に貢献
2. 環境関連の法規制、協定および業界規範等の順守
3. 環境目標の設定と達成
4. 環境技術・環境商品の開発・普及
5. エネルギー利用の効率化・資源の有効活用
6. 生物多様性への影響の低減
7. 環境パフォーマンス向上のため、環境マネジメントシステムの継続的な改善
GHGの削減
1.再生可能エネルギー事業の拡大
2.化石燃料の低炭素利用・高効率利用の研究

ステークホルダーとのかかわり　基本方針
「経営の原点」と「経営方針」に掲げたステークホルダーの皆さまとの約束を実現するために、社員一人
ひとりが行動指針にのっとって自分の役割を果たします。
健康に関する方針
出光は、従業員一人ひとりが尊重される人間を目指し、真に「自由に働いて、仕事を楽しむ」ことを目
標としています。このため、わが社では、60歳代まで心身ともに健康で活き活きと働くための健康づ
くりを「経営上の課題」と位置づけ、従業員一人ひとりが「自律的な健康管理」ができるよう促すとと
もに、「活力ある職場づくり」に取り組んでいきます。
社会に関する取り組み
1. ダイバーシティ・マネジメントの推進
2.サプライチェーンへの取り組み
3. 地域貢献活動の実施
4. 文化活動を通しての社会貢献

コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会
設置会社として、取締役会から独立した監査役および監査役会により、職務執行を監査します。取締
役会は、法令、定款その他当社の規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画その他当社の経営
の重要な意思決定および業務執行の監督を行います。これ以外の事項に関しては、業務執行に関する
意思決定を迅速に行うため、業務執行に関する権限を社長、担当・統括取締役、担当・統括執行役員お
よび部門長に委任しています。
リスクマネジメント　基本方針
出光グループの事業活動にかかわるリスクを未然に認知・評価し、可能な限り排除・軽減して経営の
安定を図る。
コンプライアンス　基本方針
経営理念に基づき、コンプライアンスを自らの社会的責任と考え、社内にコンプライアンスを徹底 
する。
安全・保安　基本方針
すべての事業・業務・行動において保安の確保を優先し、以下の事項に取り組みます。
1.人の安全の確保
2.設備・プロセスの保安の確保
3.仕事の仕組み・進め方における保安の確保
4.経営資源の適正な配分・活用
5.安全文化・マネジメントの確立
品質保証　基本方針
お客さまに安心、活力、満足を感じていただける新しい価値の創造を目指し、お客さまの要求に応じ
た安全で良質な商品を、安定的かつ経済的に供給し、社会に貢献する。

出光の経営理念
　創業者出光佐三（1885～1981）が多くの文章に残した自らの考えを近年、経営理念として簡潔にまとめたものが、
「経営の原点」「経営方針」「行動指針」です。当社グループは、「経営の原点」に基づいて「経営方針」に示した皆さま
との約束を果たし、社員一人ひとりが「行動方針」にのっとって自分の役割を果たしていくことを目指しています。

経営の原点
出光は、創業以来、『人間尊重』という考えを事業を通じて実践し、広く社会で期待され信頼される企業となることを 
目指しています。
●  わたしたちは、お互いに信頼し一致協力し、「人の力」の大きな可能性の追求を事業で実践することで、 
世の中に役立ちたい。

●  わたしたちは、常に高い理想と志を持ち、仕事を通じてお互いに切磋琢磨することで、一人ひとりが世の中で 
尊重される人間として成長していきたい。

●  わたしたちは、お客さまとの約束を大切にし、何よりも実行を重んじることで、信頼に応えていきたい。

経営方針
● 新しい価値の創出と提供（お客さまへの約束）
  お客さまに安心・活力・満足を感じていただける商品・技術・サービスを提案、提供します。 
そして、新しい価値の創出に努めます。

● 社会への貢献（社会・環境への約束）
  安全を基盤とし、自然環境の維持・向上に努めます。 
そして、地域・文化・社会に貢献します。

● 確かな成果の還元（株主への約束）
  企業としての社会的責任を果たし、健全で持続的な成長を図ります。 
そして、株主に確かな成果の還元に努めます。

● パートナーとの協働（ビジネスパートナーへの約束）
  販売店はじめ、共に事業に携わっている方々とお互いに協力し、お客さまの安心・活力・満足を実現します。 
そして、成果と成功の共有を目指します。

● 自己成長・自己実現の追求（社員への約束）
  社員一人ひとりが、自己成長と自己実現を追求することができる環境をつくります。 
そして、各人が尊重される人間となるべく努力します。

行動指針
● 顧客第一  どうすればお客さまに満足していただけるのかを考え、行動する。
● 倫理観 高い倫理観を持ち、誠実・公正に行動する。
● チャレンジ  柔軟な視点と発想で創意工夫し、スピードをもって革新に挑戦する。
● 一致協働  論議を尽くし、その結論に対しては一致協力して取り組む。
● 自己完結  任された仕事は、自らの責任と誇りにおいてやり遂げる。
● 自由闊達・人を育てる 自由闊達で、互いに成長し合う風土をつくる。
● 地域との融和 地域の一員として、地域の発展に貢献する。

　当社グループは、「人を中心とした事業経営を実践し、事業を通じて持続可能な社会の発展に貢献すること」が使命で
あり、 社会的責任であると考えています。すなわち、経営理念そのものが当社のサステナビリティです。 環境・社会・ガ
バナンスなどサステナビリティの課題とされている項目については、委員会や本部の方針に沿って、各主管部門が自律的
に推進しています。社会・環境パフォーマンスデータなど詳細は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。
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環境マネジメントシステム

環境への取り組み

全ての事業・業務・行動において環境保全を優先し、以下の事項に取り組みます
1. 汚染の予防に努め、環境保全に貢献
2. 環境関連の法規制、協定および業界規範等の順守
3. 環境目標の設定と達成
4. 環境技術・環境商品の開発・普及
5. エネルギー利用の効率化・資源の有効利用
6. 生物多様性への影響の低減
7. 環境パフォーマンス向上のため環境マネジメントシステムの継続的な改善

事業活動に伴う環境負荷の低減に努めるとともに、環境の保全に関する先進的な取り組みを通して、経済と環境の調和あ
る社会を形成することに貢献します。

基本方針

環境マネジメント

当社グループでは、「安全環境本部」を設置し、安全環境・品質保証部を事務局にグループ全体の環境保全活動の強化にあ
たっています。安全・保安と同様に、本部長の現場巡回による安全環境指導と事務局による安全環境監査を実施していま
す。安全環境監査は製油所および石油化学工場では年に1回、その他事業所は3年に1回実施しています。また、各部門は
環境担当課長、環境担当者を配置し、部門内の環境保全活動を自律的に推進しています。

安全・環境推進体制

※1　ISO14001：国際標準化機構による環境マネジメントシステムの規格
※2　省エネ法：「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の略称
※3　温対法：「地球温暖化対等の推進に関する法律」の略称

日本工業標準調査会　ISO14001について

当社グループは、「地球環境基本要綱」に環境保全の基本方針を定め、安全環境本部はこの方針にのっとり、継続的な環境
保全活動を推進しています。また、国内外の主要事業所で ISO14001※1規格の認証を取得しており、同規格に準拠し、環境
マネジメントシステムを構築・運用しています。国内では環境関連法令（省エネ法※2、温対法※3、高圧ガス保安法）を順守し、
海外拠点では、「自己管理規程」「海外店運営マニュアル」で、各国の法令を順守し業務遂行するとしており、法規制の情報
は外部から情報収集体制の構築を義務づけています。
ISO14001取得率（事業所件数ベース）
国内・・・国内全事業所に占める取得事業所の割合　28.0%

海外・・・海外全事業所に占める取得事業所の割合　44.0%

安全環境本部

https://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html
https://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html
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出光グループは、ベトナム沖でオペレーターとして石油探鉱・開発事業を行っています。これまでの経験から培われた安
全・労働衛生・環境にかかわる規程・マニュアル類やノウハウをもとに、それらを一元管理・運営する独自の労働安全衛
生・環境のマネジメントシステム（Safety、Health and Environmental Management System以下「SHEMS」）を2006 

年度に導入しています。請負会社に対してもSHEMSを運用することを契約条件としています。2012年にはSHEMSの
大幅な改定を行うなど、継続的な改善に努めています。また2016年６月にはホーチミン鉱業所と試掘作業における安全
環境監査、2017年3月には開発作業における生産設備の基本設計における安全審査を実施し、安全操業へ向けた取り組み
を強化しています。

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（豪州ブリスベン）では、マネジメントレベルで以下方針をコ
ミットし、持続的成長に資するための諸課題に長期的な視点で取り組んでいます。

• 環境管理ポリシー
• エネルギー管理ポリシー
• 文化遺産ポリシー
• ステークホルダーエンゲージメントポリシー

具体的な活動としては、州政府との合意に基づき、鉱山での採掘に先立ち、地元先住民と協力して文化遺産の保存に取り組
んでいます。また、採掘後は採掘場所を埋め戻した上で地域固有種等の樹木類34万本以上を植栽し、原状回復を行ってい
ます。加えて、生物多様性維持のため、動植物を保護すべく、鉱山周辺で現在までに約11,000haの土地を取得しています。

当社グループは、新入・転入社員教育、職場での勉強会
などの機会を活用して環境教育を実施し、社員一人ひ
とりの環境意識の向上を図っています。また、製油所・
石油化学工場や研究所では近隣の小学校の生徒を受け
入れた環境教育や出前授業を実施しています。

当社の環境に関する活動は外部からでも評価されてお
り、2016年度に省エネ大賞省エネ事例部門「省エネル
ギーセンター会長賞」を受賞しました。2017年度には、
出光大分地熱（株）の滝上バイナリー発電所が（一財）新
エネルギー財団より平成29年度新エネ大賞の最高ラ
ンクとなる「経済産業大臣賞」を受賞し、「ENEX2018 

第42回地球環境とエネルギーの調和展」で表彰されま
した。

出光タンカー　環境・安全対策

資源開発　石油・ガス　安全と環境への取り組み

外航タンカーを運航する出光タンカー（株）は、ISMコード※2、ISO9001※3、ISO14001 の3 つのマネジメントシステムに
基づき、安全運航や大気・海洋汚染防止に関する諸規程を定めています。

2017年度の実績　衝突、火災等の重大事故発生件数　０件

※2　ISMコード：船舶の安全管理強化のためSOLAS 条約（海上における人命の安全のための国際条約）に取り入れられた国際規格
※3　ISO9001：国際標準化機構による品質マネジメントシステムの規格

平成29年度「経済産業大臣賞」の
表彰式

滝上バイナリー発電所

見学受け入れ・体験学習・出前授業など

大量の危険物を扱う製油所・石油化学工場では、万一、爆発・火災事故や石油漏洩事故などが発生すると、地域の環境を汚
染するおそれがあります。製油所や石油化学工場では各事業所内に安全環境室を設置し、所内部署との連携により安全・
保安の確保と環境保全を推進しています。また、操業における環境リスク評価を行い、適切な環境管理を推進しています。

千葉事業所で実施された環境教育
の一コマ
（2017年7月5日）

北海道苫小牧市内の小学校での 
出前授業の一コマ
（2017年10月25日）

製油所・石油化学工場での環境マネジメント 公海上での環境マネジメント

環境教育

環境に関する表彰

海洋油田開発での環境マネジメント

石炭鉱山での環境マネジメント

http://www.idemitsu.co.jp/resource/oil/csr/index.html
http://www.idemitsu.co.jp/tanker/provision/
http://www.idemitsu.co.jp/csr/activities/local/index.html#jumph24
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