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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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地域とのかかわり

当社グループでは、地域社会とともに発展することを重要課題として、地域の皆さまとの密接な交流を図っています。

国内販売部門の活動    

販売店の経営者の組織である出光会と各地域の当社支店は協働で、地域貢献や地域活性化を推進する「地域プロモーショ
ン※1」を行っています。安全（防災・救命）、子ども（次の世代へ）、環境保護、募金活動の4つのテーマを中心に取り組み、地
域の信頼とお客さまとの絆を深めています。
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、2017年度で9回を迎え、北海道内で定着してき
ており、学校や児童館などの教育の現場と入選作品展の一般来場者の双方から反響をいただいています。初年度の応募は、
1,451点でしたが、2017年度は7,910点となりました。審査後、上位入選作品で作成したポスターを北海道内の出光系列サー
ビスステーションで掲示するほか、巡回作品展を開催しています。2017年度は、函館市を皮切りに道内6ヵ所（函館、北見、
室蘭、帯広、札幌、旭川）で、入選作品展（86点）と特別展（作品展開催地域の入選作品以外の作品100～259点）を同時開催し
ました。10周年となる2018年度は新たに釧路会場を加え、地域の皆様との交流をより一層深めてまいります。
今後も、地域の皆さまとの交流を深める地域プロモーションを進めていきます。

活動報告　社会・地域活動

※1　地域プロモーション：当社各支店の企画立案のもと、出光会や販売店と協働して地域の活性化や社会に貢献する取り組み

審査会風景 作品展の準備に精を出す販売店の皆さま

販売店々主が学校を訪問して賞状を手渡す 北海道出光会と当社連名の賞状、作品入りの盾、
SSに掲示されるポスターを手に受賞を喜ぶ皆さま

新たに加わった北見市の会場

地域での取り組み

出光会との活動

http://www.idemitsu.co.jp/csr/activities/local/index.html
http://www.idemitsu.co.jp/ss/approach/index.html
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4つの取り組み　地域との取り組み

徳山事業所 出前授業 北海道製油所「苫小牧・出光」石油懇談会

光運会会員による清掃活動

日本（地域）を応援する活動

「日本きらり」は出光クレジット（株）が東日本大震災後の2012年1月に 

“日本（地域）を応援する” をコンセプトに立ち上げた、お買い物サイトで
す。
日本各地のきらりと光る、こだわりを持って丁寧に作られた”もの”とこ
だわりのわかるお客さま＝”ひと”をつなげて、全国の地域を応援してま
いります。

※2　  地域説明会：近隣の町内会長の皆さまなど地域の代表の方々をお招きして行う会合。安全や環境に対する取り組み状況を説  
明するとともに、地域の皆さまからご意見をいただいています。【TOPICS】   Facebook 出光おでかけ部開設

2017年4月に開設した公式ソーシャルメディアです。クルマやバイクでの、おで
かけにぴったりの地域を旅行者の視点で訪れ、地域の人々と、ふれあいながら取材
しています。各地の定番だけではなく、その地域で出会った風景やグルメ、人など
のほか、”日本きらり”とのコラボレーション企画として、”日本きらり”の商品
を生産している”ひと“を訪ね、ものづくりのストーリーに触れる旅も順次掲載し
ています。スタイリッシュな映像・写真を通し、日本の多彩な地域の魅力を再発見
していただける場となることを目指しています。（月4回更新中）

国内物流部門の活動

運送会社で組織している光運会では、小学校でのローリーを使った交通安全教室、油槽所での職業体験受け入れ、団体献
血、清掃活動、福祉作業所からの物品購入など、地域に密着した活動を推進しています。

光運会の活動

国内の製油所・石油化学工場は、地域経済や地域環境への影響が大きいことから地域の皆さまと密接なつながりを持って
います。そのため、安全・保安や環境保全の取り組み状況を報告して理解していただくための地域説明会※2を少なくとも
年1 回実施しています。また、地域の伝統行事への参加をはじめ、社有施設の市民への開放、地域の小中学校の製油所見学
受け入れや出前授業、環境教育、職場体験学習・キャリア教育の受け入れ、福祉施設の慰問、近隣の道路清掃、交通安全への
協力などさまざまな活動が定着しています。これらのうち、清掃や交通安全への協力などは、製油所・石油化学工場の協力
会社の社員も参加し、当社と一緒に活動しています。

国内製造拠点での活動

資源開発部門

石油開発事業の拠点の一つであるノルウェーにおいて、出光ペトロリアムノ
ルゲ（オスロ市）はオスロ市が所有するムンク美術館のスポンサーとして同
美術館の事業支援を行ってきました。
1991年の同美術館の増改築事業への寄付をきっかけとして支援活動が始ま
り、2000年代には盗難されダメージを受けて戻ってきた著名な作品「叫び」
と「マドンナ」の修復事業の支援を行いました。
エドヴァルド・ムンクの作品はノルウェーの国宝といえるものであり、出光
のムンク美術館への支援活動は同国の芸術分野における最も長期間にわた
るスポンサーシップとして知られています。
また、日本とノルウェー両国の民間親睦団体である日本 -ノルウェー協会 

（オスロ市）の活動においては、出光はムンク美術館のガイドツアーを定期的に実施するなど、両国民の友好・親善に貢献す
べく積極的に活動しています。

海外拠点での活動

ムンク美術館の中庭　桜は出光が寄贈

http://www.idemitsu.co.jp/factory/local/index.html
https://www.facebook.com/odekakebu/
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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による以下の方
針のコミットメントの下、地域の社会問題の解決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

2017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。

・ウエストパックレスキューヘリコプターと地域病院への投資
  大都市から離れた地域における救急医療の向上と、よりよい地域病院の提供を目的とした支援を行っています。

・農業体験学習プログラムの実施
   将来の開発予定地の一部を利用し、地域の高校による農業体験（家畜の放牧、農作物の育成、土地管理（フェンス
   維持等））を支援しています。この活動により地域社会とのコミュニケーションの促進を図っています。

その他、地域住民の人口を維持し、より豊かな地域社会を形成する地域貢献活動についても今後も長期的に支援を
行っていきます。

当社は、世界で100万kℓを超える潤滑油を販売する、世界第8位の潤滑油メーカーです。燃費改善によりCO2排出量を削
減する環境対応型エンジンオイルや高機能工業用潤滑油の製造拠点を世界23ヵ国29ヵ所に、販売拠点は、世界23ヵ国38

カ所に配置しています。
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た、出光ルブテクノインドネシアは現地のNGO 

（Orangutan Information 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・スマトラ島の森林再生活動に
取り組 んでいます。この活動は、省燃費ガソリンエンジンオイル0W-20の売上の一部を充当しています。これにより、イ
ンドネシアの消費段階の環境負荷低減の推進と地球の自然環境を守る直接的な活動の双方に貢献しています。

潤滑油事業部門

＜活動の概要＞
１．目的：高品質な潤滑油の提供を通してインドネシアにおける産業界、自動車・バイク社会の持続的成長と環境保護に
　　貢献します。
２．地域の概要：
　   （1） 所在地：北スマトラ州ルーサー（Leuser）を中心に世界自然遺産に指定されているルーサーエコシステム

 （Leuser Ecosystem）地域

　   （2）  特徴：オランウータン、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も希少な森の１つで260万ha以
上の広さがあります。

　   （3）  課題：鉱物資源が豊富なため、道路建設や大規模な鉱業開発およびパームオイル・プランテーション等による森林
破壊の危機にさらされている。

３． スケジュール：7haのエリアに植林をし、2017年5月から約5年をかけて元の森林に再生します。エリアは省燃費ガソ
リンエンジンオイル0w-20の販売数量に応じて、順次、広げていきます。

植林活動　対象エリア

植林活動　キックオフミーティング　2017年5月
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創業者出光佐三の言葉「事業の芸術化」

真の芸術と真の事業とは、その美、その創作、その努力において、相一
致し、その尊厳と強さにおいて相譲らざるものである。美の創作に対
して努力するわれわれが、事業の芸術化を信じ、これを主張するよう
になったのも当然の結果である。出光の事業は誰が見ても美しからね
ばならぬ。醜悪なる、単なる金儲けであってはならぬ。

音楽文化への貢献

また、「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、わが国の音楽文化
向上の一助として、将来有望な若手、新進音楽家の活動を支援しています。第28回（2017年度）までに100名・一団体が受
賞し、それぞれの場で目覚ましい活躍を続けています。幅広い分野の音楽家の中から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考します。受賞資格は、原則として30歳までで、主として日本に在住し活動し
ている音楽家です。受賞者には更なる研鑚に活用してもらうため、300万円の賞金をお贈りしています。
毎年、受賞を記念したコンサートを開催し、多くの観客の前でその高い技術を披露しています。その模様は「題名のない音
楽会」でも放送され、広く世間の注目を集めています。
2017年度の受賞者は、上野耕平氏（サクソフォン）、岡本侑也氏（チェロ）、辻彩奈氏（ヴァイオリン）の3名でした。

題名のない音楽会   

出光音楽賞

創業者　出光  佐三

音楽番組「題名のない音楽会」への一社提供を50年以上の
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。1964年に放送が開始され、2017年3月5 

日には放送2,500回を迎えました。2017年4月からは、テ
レビや舞台で活躍する石丸幹二氏が6代目司会者に就任し、
音楽の魅力を新たな切り口で分かりやすく伝える案内役を
務め、番組の歴史を重ねています。

文化活動を通しての社会貢献・地域貢献

出光美術館の使命

創業者出光佐三（1885～1981）の蒐集品をもとに、1966（昭和41）年に創設・開館した「出光美術館」。美術館設立の理念
には、佐三自身の言葉で「優れた美術品の蒐集を常に心掛け、これをもって時の人の教学の資となし、後の世の人のために
手厚く保存し、これを伝えることは、美術館の最も重要な使命である」と書かれています。「国の文化財である美術品を広
く一般にみてもらいたい」との佐三の思いと、相当な量と質に及んだ個人的なコレクションを「社会的責任として公開す
べき」との専門家からのアドバイスとが相まって出光美術館は創設されました。
現在では、所蔵点数約1万件を超える国内屈指のコレクションへと成長。ここには平安時代に描かれた“やまと絵”の傑作、
国宝「伴大納言絵巻」をはじめ、日本・東洋の美術史を象徴する多彩な分野の優品が数多く含まれています。コレクション
の展示は、年6回。独自の企画展を通して、広く一般へと公開しています。年間十数万人に及ぶ来館者とともに「美」とい
う普遍的な価値を共有する“場”の役割を担っています。

出光美術館の企画展の様子
出光美術館

Ⓒテレビ朝日

http://www.idemitsu.co.jp/museum/
http://www.idemitsu.co.jp/company/history/founder/index.html
http://www.idemitsu.co.jp/company/history/founder/index.html
http://www.idemitsu.co.jp/daimei/
http://www.idemitsu.co.jp/music_prize/index.html
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岩手県北部を舞台としたトライアルバイク競技「出光イーハトーブトライアル大会」に30年間協賛し、モータースポーツ
の振興を通じて地域に貢献しています。2017年大会からは、「本物のトライアルスピリットを次世代へ」をコンセプトに
掲げ「ライダーの裾野を広げるための子供たちへの支援」「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
んでいます。カーボンオフセットの取り組みなど、自然と共生する大会であることも大きな特徴です。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、大会のさらなる発展を目指していきます。

出光イーハトーブトライアル

出光イーハトーブトライアル大会

出光イーハトーブトライアル

バイクを操って凹凸斜面に挑戦

文化活動等による地域貢献

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
10年にわたりコンサートを開催してきました。2017年度には、この
コンサートを、若手音楽家の発表機会の創出と地元学生がプロの音楽
家と共演する経験の提供など、次代を担う若者の音楽経験を支援する
ことを目的とした「出光興産コンサート～みらいを奏でる音楽会～」
として刷新しました。コンサート日程の前後では、地元小中学校での
音楽体験学習会も併催しています。
当社は今後ともこのような活動を通じて、良質な音楽文化に触れる機
会の創出や次世代の育成に貢献していきたいと考えています。

学校での体験学習会での楽器体験

子どもたちとプロの音楽家とのコンサート共演

東京（豊洲）、兵庫（甲子園）では、職業・社会の疑似体験
施設「キッザニア」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。

キッザニア

キッザニア

出光SS（ガソリンスタンド）のパビリオン

出光興産コンサート

©tvi ©tvi

http://www.idemitsu.co.jp/idemitsu_concert/index.html
http://www.idemitsu.co.jp/kids/index.html
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