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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

安全・保安

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

保安の確保は経営努力の結果であり、事故・災害ゼロは最大の成果との認識に立ち、人の安全と設備・プロセスの保安の確
保を最優先に徹底して取り組んでいます。

基本方針

保安の確保

安全・保安の重要性

当社グループでは「無事故への挑戦」を掲げて「重大事故“ゼロ”」 を目標とし、下記の4点を重点課題として保安の確保と
環境保全に取り組んできました。

1. 安全確保・環境保全の自律的なPDCA の実行と安全文化の醸成 

2. 安全・環境分野の人材育成と専門技術の向上 

3. 新規・海外事業展開時の安全確保と環境保全
4. 環境マネジメントシステムの改善・向上、及び事業活動に伴う環境負荷とリスクの低減

2017年度はこれまでの活動と将来展望を踏まえ、2022年に向けた以下のビジョンを掲げ第5次中期経営計画（2018-

2022年度）を策定しました。

【2022年ビジョン】
高い安全衛生スキルを有するキーパーソンが各部門の自律的PDCAを牽引し、重大事故ゼロの継続と2017年安全成績対
比で事故件数が半減している。高圧ガス認定事業所の全てはスーパー認定取得（又は準備）が完了することでスマート保安
を実現している。

当社グループは、石油などの大量の危険物や化学品を取り扱っており、火災、爆発、油の大量漏洩などで地域社会や環境に
多大な影響を及ぼす可能性があります。そのため、安全・保安の確保、環境保全は経営の根幹をなす最も優先すべき基準と
しています。

P 2017年度目標 D 実績 C A 評価・改善 P 2018年度目標

・重大事故0件
　（2017年1～12月）
①プロセス安全専任の必要 
知識・技能を整理
②事故・故障解析研修の実施
③計画どおり耐震強化、
　および風水害対策実施

・重大事故0件 
（2017年1～12月）
①プロセス安全専任の必要 
知識・技能を整理
②事故・故障解析研修の実施
③計画どおり耐震強化、および
風水害対策実施

・目標達成

・目標達成 
事故・故障解析研修の継続実施、計画に 
従った耐震強化の実施、および風水害対策
の実施（継続）

・重大事故0件
　（2018年1～12月）

①高リスク危険源の全社管理の見直し
②事例の本質究明手法の勉強会開催
（継続）
③計画に従った耐震強化の実施、 
および風水害対策の実施

・死亡事故0件（継続）
・休業事故0件（継続）
　（2017年1～12月）
　危険源の特定とリスク評価による対策の 
確実な実行

・死亡事故1件（協力会社）
・休業事故19件 
（内協力会社9件） 
（2017年1~12月）

・目標未達
・目標未達 
「無事故への挑戦」として課題を設定して
取組んできたが、その効果が成績として 
表れていない。
不足点
①ルールが順守されておらず、安全管理がで
きていない。
②網羅的な危険源の特定が出来ていない。

・  労働災害件数 
2017年度対比15%減 
（2018年1～12月）

①協力会社を含めた命を守るルール
を徹底させるための仕組み構築と
運用定着
②許容できるリスクから考えた基準
の設定と、それを外れた潜在危険源
の摘出と対策（2018年度：「墜落・　
転落」「挟まれ・巻き込まれ」に重点）

＜自立的なPDCAの実行＞
【各部門】
・仕組みの有効性を向上し、各部門が4点以上
を1項目以上増やす

・部門内監査の仕組み整備完了。
【本部】
・自己評価の実施、弱みの抽出と改善

【各部門】
・各部門の弱み（4点未満項目）の
改善は進展

・8割の部門で部門内監査の仕組
み整備

【本部】
・各部門の自己評価内容の確認、
再評価実施。

【各部門】
・目標達成
・目標未達部門あり
　　2018年度中の完了が必要
【本部】
・再評価結果3点未満の項目がある部門への
改善支援が必要

・4点以上が10項目中5項目以上
・3点未満の項目ゼロ

【部門】
・安全担当役職者の全部門教育体系の整備完了
と運用

【部門】
・８割の部門で安全担当役職者の
必須習得事項の仕組み整備

【本部】
・安全担当役職者を対象とした 
研修開催

【部門】
・目標未達部門あり
【本部】
・安全担当役職者の必須習得事項修得の支援
（研修の継続実施）
・キーパーソンとして安全担当者の教育の 
仕組み整備も必要

・安全担当役職者の必須習得事項の 
仕組みの整備完了と運用

・安全担当者の自己開発目標の整理

【新規海外事業展開】
【部門】
・事前の安全環境リスクの把握と評価（継続）
・事前の安全環境管理システムの構築（継続）

【部門】
・該当案件なし

【部門】
・目標達成

課題・目標と実績状況

安全環境分野の中期経営計画

安全・保安の確保に向けた推進体制

安全環境本部は、保安担当役員を本部長、各部門長を本部員とし、安全環境・品質保証部が事務局を務めています。また、各
部門は、安全担当課長を配置し、管下の事業所とともに取り組みを管理・推進しています。安全環境本部は、方針の制定を
はじめ、保安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ています。毎年、本部が当社グループの年
度安全環境方針と重点課題を示し、各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
回開催する本部会議で、進捗会議を実施しています。また、各部門の活動を向上させるため、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。特に、製油所・石油化学工場に対しては、本部長が安全巡視及び
安全環境指導として年２回現場訪問し、事務局は安全環境監査を年一回実施しています。他の事業所は原則３年ごとに安
全環境監査を実施しています。

安全環境本部



103 出光レポート　2018

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

強度率※2（災害の重さの程度）

「安全基本要綱」に保安管理の基本方針を定めています。安全環境本部はこの方針にのっとり、前年度の事故発生状況や安
全監査の結果をもとに、年度ごとに安全環境基本方針を策定し、グループ全体に展開しています。また、安全環境本部事務
局が定期的に行う安全環境監査により保安マネジメントシステムが正しく機能していることを確認しています。

当社は、従来から自然災害に備えた対応の強化に取り組んでいます。地震に対しても、法令で定められた基準を上回る独自
に設定した想定地震強度に対しても、機器等の耐震性を評価し、改善に取り組んできました。それらの取り組みの結果、
2011 年3 月11 日に発生した東日本大震災においても、製油所・石油化学工場の被害はなく、大きな影響はありませんで
した。一方、他社においては、高圧ガス設備の破損、爆発等が発生しました。これを踏まえて、新設の高圧ガス設備に対する
耐震基準が強化されました。当社では、既存の高圧ガス設備のさらなる耐震性能強化のため、製油所・石油化学工場
（（株）プライムポリマー姉崎工場を含む）をはじめとする国内事業所で万が一事故が発生した場合に周辺への影響が大きい
と考えられる設備について、改めて強化された現行の耐震基準への適合性を検証し、必要な設備について、耐震補強等の是
正策を策定し、計画的に対応、推進しています。

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。さらに、協力会社と連携して日常の安全点検を徹底し、事故の未然防止に万全を期すとともに、万一の場合
に備え自衛防災隊を組織し、定期的に防災訓練を実施しています。また、管理レベルの向上を目的に、安全環境本部が実施
する安全環境監査への対応に加え、所内監査の推進や事業所間での相互監査を推進しています。

保安・労働安全衛生に関する重要課題を検討・審議する場として「安全専門部会」を「安全環境本部」の下位組織として設
置しています。

保安マネジメントシステム

既存設備の耐震性能強化への取り組み

製油所・石油化学工場における安全・保安活動

安全専門部会

労働災害発生率の推移
度数率※2（災害発生の頻度）

安全環境本部は、方針の制定をはじめ、保安マネジメントシステム※1の維持・見直し・改善など重要事項を推進しています。
毎年、本部が当社グループの年度安全環境基本方針と重点課題を示し、各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 回開催する本部会議で、進捗管理を実施しています。
また、各部門の活動を向上させるため、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。特に、製油所・石油化学工場に対しては、毎年、安全環境指導と安全環境監査を実施しています。他の事業所は原則3 

年ごとに安全環境監査を実施しています。

※1　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

2017年度の実績
製油所・石油化学工場の重大事故※4は0件
※4　重大事故：当社社内規程に定める最も高い危機レベルに該当する事故

※2　度数率と強度率：厚生労働省などが災害の発生状況を評価する際に使用している指標（厚生労働省ホームページ）
度数率= 労働災害による死傷者数÷延実労働時間数× 1,000,000
強度率= 延労働損失日数÷延実労働時間数× 1,000

※3　平成29年労働災害動向調査（事業所調査（事業所規模100 人以上）及び総合工事業調査）結果の概況（厚生労働省ホームページ）より引用。

4つの取り組み　　安全への取り組み

集計範囲：製油所の2013 年は北海道・千葉・愛知・徳山製油所、2014 ～2016年は北海道・千葉・愛知製油所
2017年は北海道・愛知製油所、千葉事業所、（株）プライムポリマー姉崎工場
石油化学工場の 2013年は千葉・徳山石油化学工場、（株）プライムポリマー姉崎工場
2014 ～ 2016年は千葉石油化学工場、徳山事業所、（株）プライムポリマー姉崎工場
2017年は徳山事業所
※  2017年10月に千葉製油所と千葉石油化学工場が統合し、千葉事業所となりました。本レポート内で
は、千葉事業所と記載している場合には旧千葉製油所と旧千葉石油化学工場の合計を、千葉事業所（石
油）と記載している場合には旧千葉製油所を、千葉事業所（化学）と記載している場合には旧千葉石油
化学工場を示します。

集計期間： 1月～12月
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http://www.idemitsu.co.jp/factory/safety/index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/03/2.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/17/
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