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１．トップメッセージ
当社のＣＳＲ経営（２０２１年度を振り返って）
当社は、社会的使命である石油製品の『安定供給』を全うするため『安全操業、品質確保』を日々の業
務遂行として着実に実現し続ける一方で、『ＣＳＲ経営』の実践にも全社をあげて取り組んでおります。
この度、２０２１年度の主たる活動を『ＣＳＲレポート』として取り纏めましたので、ご高覧頂き、ご意見
を賜りたく宜しくお願い申し上げます。皆様方からのご意見を真摯に受け止めて、今後の『ＣＳＲ経営』
に活かして参りたいと存じます。
２０２１年度は２０２０年度に引き続き、年度中を通じて、新型コロナウィルス蔓延防止策を講じつつ、
日々の業務を遂行してきた一年でした。この厳しい環境のもとでも『ＣＳＲ経営の推進強化』を推し進め
ることで、『安全文化の再構築』につなげるべく尽力してきました。その成果として、『ブロック活動の充
実』、『東西版ＣＲＭの定着』、『内部監査体制の強化』、『東西油槽所運営管理システムの導入』があげ
られます。
ブロック内の積極的な意見交換は、各ブロックのコミュニケーションを一層円滑なものとし、組織の活
性化や今後のブロック機能の強化に繋がりました。さらにブロック長会議や本社とのブロック会議によ
る全社での意見交換へと繋がり、効果的に活動内容にも反映された事は、ブロック制の強化に繋がり
ました。
２０１９年度に導入を開始した東西版ＣＲＭについては、ブロック単位から油槽所単位での活動に移
行することで展開と定着を図った一年でした。トラブルの件数はここ数年減少傾向ですが人的要因によ
るトラブルは引き続き起きているのが実情です。油槽所単位での定着の推進を継続し、人的要因トラブ
ルの減少に今後寄与してくるものと期待しています。
２０２０年度に展開を開始した油槽所内部監査の充実については展開を継続し着実に前進させまし
た。本年度は新たに油槽所運営管理システムの導入を開始しました。安全文化の醸成には日々の業
務品質の維持・強化は不可欠です。この業務品質の向上をはかるため管理システムの導入を決断し導
入を開始しました。
一方、ここ数年展開している『階層別研修』の充実については、新型コロナウィルス蔓延防止策を講
じる中で予定通り実施することができませんでした。当社が長年蓄積して来た『ノウハウの形式知化』
（視える化と共有化）の推進やガバナンス強化への取り組みは、今後とも継続しなければいけません。
そのためにも、研修・教育の充実は必須であり、アフターコロナの世界での形態を模索して充実を図っ
ていく所存です。
２０２２年度は、引き続き『ＣＳＲ経営の推進強化』により『安全文化の再構築』に取り組みます。ＰＤＣＡ
サイクルを確実に回し、そこから創出される具体的な施策を年間活動として『ＣＳＲ活動計画』に織り込ん
で、着実に実行致します。ガバナンスの強化については、一層の充実を図り、内部統制を徹底します。シ
ステムを限定して導入を開始した『東西油槽所運営管理システム』については、展開と拡充を図り、油槽
所業務の『形式知化』、『体系化』を推し進めます。これからも、ステークホルダーの皆様のご信頼・ご期待
に、お応えし続ける石油物流の専門企業として、『ＣＳＲ経営の推進強化』に邁進する所存です。

２０２２年４月
東西オイルターミナル株式会社
代表取締役社長

武 健太郎
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２．東西オイルターミナル概要

（２０２２年４月１日現在）

商号

東西オイルターミナル株式会社

創立年月日

１９７０年（昭和４５年）３月２日

本社
資本金

〒１０５－０００３ 東京都港区西新橋一丁目１０番２号
ＴＥＬ ０３ー３５３９ー１４５１（代表）
４億８０００万円

（ENEOS・コスモ石油 二社均等出資）

（１） 石油類の受払作業の請負
事業内容

（２） 石油類施設の賃貸
（３） 油槽所の管理業務の請負
（４） 船舶代理店業務

代表取締役社長
従業員数
事業拠点

事業所名
釧路油槽所

武 健太郎
従業員： ２８３名

（内、出向者： ５名）

２３ヶ所 （油槽所２１ヶ所、事業所２ヶ所）

郵便番号
084-0914

住所

電話番号

北海道釧路市西港1－98－26

0154-51-7637

苫小牧油槽所 059-1373

北海道苫小牧市真砂町15

0144-56-0101

青森油槽所

038-0012

青森県青森市柳川2-1-9

017-766-5145

八戸油槽所

039-1162

青森県八戸市豊洲2－12

0178-46-1101

秋田油槽所

011-0906

秋田県秋田市寺内字後城322‐6

018‐845‐2105

酒田油槽所

998-0064

山形県酒田市大浜2－2－48

0234-33-7311

塩釜油槽所

985‐0011

宮城県塩釜市貞山通3-29-10

022-365-6281

小名浜事業所 971-8183

福島県いわき市泉町下川字大剣1-50

0246-56-2824

川崎油槽所

神奈川県川崎市川崎区夜光3-2-1

044-288-2616

東新潟油槽所 950-3101

新潟県新潟市北区太郎代字浜辺2881－22

025-255-3511

大井川油槽所 421-0213

静岡県焼津市飯淵2026番地

054-622-1841

金沢油槽所

920-0231

石川県金沢市大野町4丁目ソ３

076-238-1101

福井油槽所

913-0031

福井県坂井市三国町新保87字4-2

0776-81-3878

姫路油槽所

672-8035

兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3059-1

079-235-1557

広島油槽所

743-0054

広島県広島市南区月見町2244

082‐281‐3158

境港油槽所

684-0034

鳥取県境港市昭和町2番地

0859-42-4311

北九州油槽所 803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町95-2

093-581-0281

福岡事業所

福岡県福岡市中央区荒津1-3-35

092-761-5061

佐世保油槽所 857-1161

長崎県佐世保市大塔町1306－3

0956-31-7154

長崎油槽所

850-0961

長崎県長崎市小ヶ倉町1－617－2

095-878-4131

日向油槽所

883-0062

宮崎県日向市大字日知屋字畑浦5552－497

0982-53-2688

八代油槽所

866-0035

熊本県八代市大島町5058

0965-37-0121

鹿児島県鹿児島市谷山港1-5-1

099-262-3290

210-0863

810-0076

鹿児島油槽所 891-0131
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３．東西オイルターミナルのＣＳＲに関する

基本方針およびガバナンス体制
（１） 経営理念
油槽所運営の専門企業として、製品供給の安定と物流の効率化を実現させ、
産業社会と地域社会に貢献する。

（２） 経営目標
１．安全操業、製品の安定供給、および事業の効率化を使命とする。
２．優れた業務品質を追求し、顧客の要請に応えて、社業の永続的発展を図る。
３．環境保全に積極的に取り組み、地域社会との共生を図る。
４．常に高い倫理観をもって公正・誠実に行動する。
５．社員が夢と誇りを持ち、活力にあふれる企業を目指す。

（３） ＣＳＲ方針
私たちは、「経営理念 ・ 経営目標」に基づき、持続的な企業価値向上を図り、顧客や社会から
信頼されるためのＣＳＲを実践します。

１． 安全を最優先する企業文化の醸成に向けて、
「安全を支える人づくり」と「安全を高める仕組みづくり」に努めます。
２． ヒューマンエラーを撲滅するために、東西版ＣＲＭを追求します。
３． 油槽所の運営力と業務品質を向上させるために、４Ｓ活動の活性化を図ります。
４． 事業活動全般にわたるリスクマネジメントにより、リスクの特定と確実な低減策を図り
事業継続を推進します。
５． 事業活動に関わる関係法令、社内規範とその基盤である倫理を遵守し、
健全な職場環境の維持に努めます。
６． 石油製品の品質維持･管理に努め、安心･安全を追求します。
７． 省資源、省エネルギー対策を一層推進し、環境負荷の低減に努めます。
８． 当方針の実現のために、ＣＳＲ推進活動のＰＤＣＡを着実に実行し、
永続的な発展を目指します。
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（４） 役員及び従業員行動指針
Ⅰ 基本理念
東西オイルターミナル㈱の役員及び従業員は、「経営理念」に基づいて、諸法令、社内諸規程
及びビジネスマナー等を遵守するとともに社会規範に沿った責任ある行動をとる。
Ⅱ 遵守事項
1. 高い企業倫理の保持・人権の尊重
・社会の一員としての自覚を持ち、高い企業倫理を保ち、社会人としての良識と責任をもって
行動する。
・人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害などに基づく
差別をしない。
2. 職場環境
・鋭い感性と豊かな個性を十分発揮できるように、お互いに相手を尊重すると共に、
自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作る。
・セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどのすべてのハラスメント及び
公序良俗に反する行為により職場の健全な風紀、環境、秩序を乱さない。
3. 各種法令等の遵守・違法行為の禁止
・常に各種法令を認識し、その遵守を徹底する。
4. 利益相反行為及び公私のけじめ
・会社の利益を害して自己又は第三者の利益を図る行為をしない。
・会社の資産や情報システムを会社の業務目的以外で使用しない。
5. 贈答・接待
・公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を
供与しない。
・取引先等との間で、社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の授受をしない。
6. 情報の取扱い
・会社の秘密情報及び顧客情報は厳重に管理し、これを第三者に漏洩しない。
また、会社の業務目的以外のために、これら情報を使用しない。
・個人情報の保護を徹底し、漏洩や目的外使用を行わない。
・第三者から開示を受けた秘密情報も会社情報と同様に取り扱う。
・コンピュータソフトウェアの無断コピーなど他人の知的財産権を侵害する行為をしない。
・株式の不公正取引（インサイダー取引）を行わない。
7. 会社資金と会計報告
・会社の資金、資産は適切に管理し、正当な業務目的にのみ使用する。
簿外の資金や資産を保持しない。
・会計報告は正確性を常に維持し、適時・適切に行う。
虚偽または誤解を招く帳簿の記載を行わない。
8. 社会貢献
・地域社会との調和を図り、ステークホルダーとの友好関係を築くと共に、豊かで住み良い
地域社会の実現のために積極的な社会貢献を推進する。
9. 環境保全
・環境保全に関する法令を遵守し、環境保全に関する啓発活動を積極的に行う。
10. 反社会的勢力への対応
・総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を
図ることなく毅然とした態度で対応する。
・反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とはいかなる取引もしない。
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（５） 内部統制基本方針
当社は、業務の適正を確保するため、内部統制に関する基本方針を次のとおり定め、内部統制
体制の整備及び適正な運用を実施するとともに、継続して整備状況及び運用状況を評価し、
適切な改善措置を講じて、一層実効性のある内部統制体制の整備及び運用に努める。
1. 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)経営理念および行動指針
当社は、経営理念に基づき 企業倫理に関する役員および従業員の行動指針を定めるととも
にCSR活動全般および内部統制を総括する組織としてCSR推進会議(議長：社長、事務局：
CSR推進室)を設置する等、取締役および従業員がこれを実践するための推進体制の整備
及び適正な運用により企業倫理を確立する。
(2)コンプライアンス
CSR推進会議の下部組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制に関
する規程の整備及び適正な運用により、コンプライアンス体制の充実を図る。
(3)安全衛生の推進
CSR推進会議の下部組織として安全衛生推進会議を設置し、油槽所の安全衛生管理に関
する規程の整備及び適正な運用により、油槽所の事故および災害の防止と安全で衛生的
な作業環境の充実を図る。
(4)情報の活用
CSR推進室の中に通報者の匿名性を確保する等の不利益回避措置を講じた社内通報窓口
を設置し、経営層への迅速かつ的確な情報伝達と、課題の早期解決を図る。
(5)反社会的勢力への対応
反社会的勢力及び反社会的勢力と関係あるものとは、いかなる取引も行わない。
2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
CSR推進会議の下部組織としてリスクマネジメント委員会を設置し、危機管理に関する規程の
整備及び適正な運用により経営リスク管理の円滑かつ効果的な推進を図る。
3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(1)取締役会は、取締役会規程に基づき3ヶ月に1回開催し、 法令または定款で定められた事項
および経営方針その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を
監督する機関とする。
(2)常務会は、常務会規程に基づき原則として月2回開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき
職務執行に関する基本方針および重要事項を審議する職務執行の意思決定機関とする。
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(3)組織、体制、指揮命令系統、 業務分掌等を定めた規程類の整備及び適正な運用により、
決裁権限上の責任体制を確立して職務の効率的執行を図る。
4. 取締役の職務執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制について
取締役会規程に基づき、取締役の職務の執行に係わる情報を適切に保存および管理する。
5. 当社および株主会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制について
CSR推進室は、株主会社のグループ経営理念および企業行動指針等を当社に反映させる
とともに、 株主会社と一体となった業務の適正を確保するための体制の整備及び適正な運用
を実施する。
6. 取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他監査役の監査が実効的に行われる
ことを確保するための体制について
(1)取締役および従業員は、監査役の求めに応じて、 随時その職務の執行状況、その他に関する
報告を行う。
(2)取締役および その他の役職者は、定期的に職務執行の状況を監査役に報告する。
また、事業に重大な影響を及ぼす恐れのある決定の内容等をその都度、報告する。

（６） ガバナンスおよび内部統制図
＝ガバナンス
＝統制

株

常務会

総

会

選任・解任

選任・解任
監査

取締役会
［業務執行組織］

主

監査役

選任・解任・監督
報告

代表取締役

CSR推進室

(推進会議の事務局はCSR推進室)

コンプライアンス委員会

CSR推進会議

安全衛生推進会議
リスクマネジメント委員会

啓発・監視

内
部
通
報

各油槽所
総務部 ・ 業務部 ・ 工務部
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内部統制
業務監査・会計監査

４．ＣＳＲ推進活動報告（１）
ＣＳＲ推進会議
ＣＳＲ推進活動計画
安全意識調査

従業員満足度調査
安全を
高める仕組
みづくり

活動実績
２年に１回の社内アンケート調査を実施。
各油槽所長の安全な油槽所運営に活用する。
３年に１回の外部委託によるアンケート調査を実施。
調査結果は、労務管理・職場環境改善等に役立てる。
職場間コミュニケーション向上のためのツール。

東西ネットワーク通信

昨年度発行油槽所＝北九州、塩釜、姫路、福岡。

★１

内容に対するベストコメント表彰制度を導入した。
本社および油槽所全社員に対する巡回説明。
ＣＳＲ巡回

巡回テーマ＝経営理念、CSR重要施策など。
十分な新型コロナ感染防止対策を講じて実施した。
人間特性に着目したヒューマンエラー撲滅施策。

ヒューマン
エラーの

東西版ＣＲＭ

撲滅

予め７４種類の「行動計画」メニューを用意して、

★２

油槽所の活動をサポートした。
固定資産計上業務の内部統制有効性評価を実施した。
本社の内部統制

対象＝2020年10～2021年9月検収分。
監査結果＝不備ゼロ件。
受払・保管・出荷・税務に関する92の指定リスクの

油槽所内部監査

管理状況に対する監査を実施した。
対象＝釧路、秋田、小名浜、姫路、八代、鹿児島

監査体制の
整備と運用
東西油槽所
運営管理システム

油槽所運営のマネジメントシステム。
昨年度は、適用範囲を限定してPDCAを遂行した。
結果を次年度に反映し、徐々に軌道に乗せる。

内部統制
整備運用状況確認

内部統制基本方針に定める体制の整備と運用状況
に関する書面審査を中心とした調査。
結果について、監査役報告を実施した。
問題点シートを使用して、各職場の疑問・不安の

遵法活動

遵法点検

掘り起こしとフォローアップを行った。
資格調査により、無資格作業がないことを確認した。

P7

★３

★１．東西ネットワーク通信

東西ネットワーク通信は、職場間コミュニケーション向上のための情報誌です。

（１） ２０２１年度の発行実績
① 発行油槽所と主な記事の内容
６月・・・北九州油槽所（九州ブロック）

構内作業の特徴（潤滑油ドラム加温作業他）

９月・・・塩釜油槽所（東日本ブロック）

黒油船入出荷時のオイルフェンス展張

１２月・・・姫路油槽所（西日本ブロック） 共同防災解散による油槽所独自での消防車保有
３月・・・福岡事業所（九州ブロック）

当社唯一の元売り直営油槽所

② 新企画「ベストコメント賞」
職場間の相互理解とネットワークの強化を目的としてスタートした企画です。
本誌閲覧後、社内システムの掲示板に感想・質問等のコメントを記入し、
その中から発行油槽所が選定する最優秀コメントに対して、賞品を贈呈します。
発行油槽所のモチベ―ションアップ、本誌の利用率アップ等の効果も期待しています。

③ 各号の紹介（抜粋）
北九州油槽所（６月号）

塩釜油槽所（９月号）

姫路油槽所（１２月号）

福岡事業所（３月号）
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★２．東西版ＣＲＭ

（１）概要
① ＣＲＭ（クルー・リソース・マネジメント）は、人間特性に重点をおいた安全管理手法です。
油槽所員の全ての力をフルに活用してヒューマンエラーの撲滅を図り、安全操業・安定供給
の使命を果たしていくことを目的としています。
② 事故・トラブルの根底にある人間特性に着目し、これに起因する不安全行為を防止する
行動を「習慣として身に付ける」ことを行動目標とし、行動計画の実行を通して達成します。
③ 活動を通して「危険を敏感に感じ取れる社員」「正しい状況判断と最適な意思決定ができる
社員」「コミュニケーションを発揮し情報共有を図れる社員」の育成を目指しています。

（２）２０２１年度の取り組み
① 「人間特性／キーワード表」の見直しとメニューの作成
「人間特性／キーワード表」は、当社にとって取り組むべき人間特性を一覧表に纏め、
取り組み方のヒントをキーワードとして表現しており、、ＰＤＣＡを回しながら適宜見直しを
行っています。
また、キーワード毎に行動目標、行動計画および判定基準を定めたメニューを用意して、
油槽所の効率的な取り組みをサポートしています。

〈 人間特性／キーワード （一部抜粋） 〉
キーワード

人間特性
実行数

本人

本人

本人

501 慣れ･危険軽視

502 知識･経験･技量不足

503 焦りによるミス

本人

504 錯覚･思い込み

本人

505

本人

506 忘却

本人

本人

507

疲労･身体機能低化･
体調不良

近道・省略本能（怠
慢）

508 他者への無関心

#REF!

#REF!

#REF!

実行数

501

502

503

①

①

①

10

0

6

#REF!

504

①

3

#REF!

505

①

3

#REF!

506

①

2

#REF!

#REF!

507

508

①

①

1

1

本人

509 無意識の動作・くせ

#REF!

509

①

0

本人

510 うっかり・ぼんやり

#REF!

510

①

2

本人

511 注意逸脱、気移り

#REF!

511 ①

0

コミュニケーション

本人

512

対人

601 周囲への安易な同調

対人

対人

不足

602 集団的浅慮

603

周知徹底の不足（打合
せ、連絡、指示等）

#REF!

512

①

5

#REF!

601

①

8

#REF!

#REF!

602

603

①

①

1

6

（青色表示＝重複するキーワード）

実行数

人間はマンネリに弱いもの。危険に
さえも慣れてしまう。
事象以外のトラブルが認識できな
い。
人間は、焦ると判断力が通常の １
０分の１になる。
人間は、自分の都合の良いように思
い込むもの。
人間は、自分の体調変化には、なか
なか自分で気付かないもの。
人間の関心は次々と移って、１つ前
のことを忘れがち。
人間は、近道を見つけると、そこに
ある危険が小さく見える。
人間は、他人事だと思った瞬間にそ
れを教訓にできなくなるもの。
連続作業により危険意識が回らない
まま、作業を継続してしまう
作業環境の変化にもそのまま作業を
継続してします。
次への意識が早くなると注意不足に
なりやすい。

501

502

503

②

8

②

②

（2020.7.16

13

②

2

505

②

0

506

②

9

508

のリスクに目が向かない。
欠番

504

507

実行数

有る考えに捉われて、別の視点から

②

②

0

7

509

②

0

510

②

8

511 ②

3

601

0

削除）

501

502

不十分な段取りは、焦りに繋がる。 503

自己過信により、決定している対策
で十分と錯覚している。
創造力や思考力が低下しリスクに気
付かなくなる。
今やるべきことの先延ばしは、忘却
の元。
人間の行動として、意図しないまま
手抜き作業となる事が有る。
自身のヒヤリ事例を周知できなくな
る。

③

③

③

8

7

2

504

③

1

505

③

0

506

③

1

507

③

5

実行数

普段なら気付く事も見落としてしま

501

④

17

502

④

10

503

④

13

504

④

2

505

④

2

506

④

3

507

④

4

い込み、関心を持たないので確認を怠 508

④

0

509

④

1

510

④

0

601

④

5

602

④

0

う。
経験の少ない作業では、思い込み作
業してしまう。
時間に追われると注意力が散漫に
なったり、、視野が狭くなる。
有る考えに捉われて、別の視点から
のリスクに目が向かない。
うっかり・ぼんやり・無意識動作を
してしまう。
うっかり・ぼんやり・無意識動作を
してしまう。
危険を把握し、危険の程度・発生確
率を敏感に判断できなくなる。
担当者が確認しているから大丈夫と思

508

③

2

り、楽な方を選択してしまう

別な事へ意識が有り中瀬ら作業を進

509

③

1

510

③

3

511 ③

4

601

③

0

判断・評価する能力が著しく欠如す 602

③

0

めとしまう事が有る。
意識の低下から直面したリスクに気
付かなくなる。
先の事を考えすぎ、現状の環境への
注意喚起が疎かになる。

考え事をしながらの作業では無意識
で作業を進めてしまう事が有る
注意力が散漫になると通常起きり得
ないミスを起こしてしまう。

安全に作業できているため危険を感
じなくなる。
経験が不足しているため何が危険が
分からない。
普段出来ていることが出来なくなる。
体調不良で手順の遵守が出来ない。

思い込むと間違いに気づかなくな
る。
普段出来ていることが出来なくなる。
体調不良で手順の遵守が出来ない。

考え事をしていると手抜き作業とな
る。
同じ作業の繰り返しで徐々に手順が
省略される。
自分は事故は起こさないとの過信があ
り事故事例にも無関心となる。

間違った手順が体に染みつき無意識
に体が動いてしまう。
考え事、心配事があると集中力がな
くなる。

常識とはかけ離れた行動を起こして
しまう。

チームとして機能しないまま作業が
進められてしまう。
人間は、他の誰かが考えているから
大丈夫と思いがち
人間は、相手のチェックを見て自分
もチェックした気になるもの。
相手への思いやりが薄れ周知を忘れ
がちになる。

②

ルールを知りながら意図的なルール
違反に同調してしまう。
その結論が正しいかどうかを適切に

602

②

0

る
603

②

3

事象に対し的確な指示がされるとは
限らない。
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危険を把握し、危険の程度・発生確
率を敏感に判断できなくなる。
強力なリーダーシップ持つリーダー
に異論を唱えられなくなる。

安全でない状態でも周囲に同調し安
全だと思い込んでしまう。
場の空気に支配され正しい判断が出
来ない。

② 行動計画の実行
2021年度は、23油槽所が延べ92件の行動計画を実行しました。
2020年度に比べ件数が減少（147→92）し、行動期間が延長する傾向にあります。
各油槽所の行動目標・行動計画の立て方等への理解も深まり、定着が進んでいます。

以下、各所の振り返りの結果の抜粋です。
ⅰ） 作業前に問い掛けＫＹを実施し、作業に取り掛かる事で、危険感受性が
高まり、怪我の防止に繋がっている。
ⅱ） いつも決まったルートで点検しがちであるが、巡回経路を変更する事で
目に留まりにくい箇所にも目を向ける事が出来き、変化を加えることで
新たな気づきに繋がった。
ⅲ） 全ての所員が作業前ミーティングの進行が出来るようになり、全所員が
ミーティングの体制構築と情報共有を習慣として身につけることができた。
ⅳ） 『引継ぎ・連絡・指示書』を使用して、引継内容を相互で確認し、理解する
ことができた為、認識の相違によるトラブル等は起きなかった。

③ 行動計画メニュー検索ツールの作成
各油槽所が取り組むべきメニューを容易に選択できるように、2020年度実行した147件の
データを整理して検索ツールを作成しました。

本ツールを活用することにより、１油槽所が実現した成果を２３油槽所がスピーディーに
取り入れることを可能としました。
今後も更にデータを蓄積し、検索ツールの充実を図ります。

＜検索ツールの目次＞
東西版ＣＲＭメニュー表

人間特性一覧
本人

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

601

602

603

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

慣れ ・ 危険軽視
知識･ 経験･ 技量不足
焦り によ るミス
錯覚･ 思い込み
疲労･ 身体機能低化･ 体調不良
忘却
近道・ 省略本能（ 怠慢）
他者への無関心
無意識の動作・ くせ
うっかり ・ ぼんやり
注意逸脱、気移り
コミュニケーシ ョン不足

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

周囲への安易な 同調
集団的浅慮
周知徹底の不足（ 打合せ、連絡、指示等）
組織の都合優先
コミュニケーシ ョン不足
上司のリーダーシ ップ不足
不適切な 権威勾配
注意逸脱、気移り
知識･ 経験･ 技量不足
忘却
近道・ 省略本能（ 怠慢）

対人

604

605

606

609

610

611

607
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608

★３．東西油槽所運営管理システム（TOMS)

（１）ＴＯＭＳの概要
① 油槽所における安全・環境・健康に関する高水準の操業達成を目的としたマネジメント
システムです。
② １４の個別システムで構成され、各々のシステムが求める油槽所の「望ましい姿」を
達成するための「要求事項」および「要求事項を満足する手順・手段」を定めています。
東西油槽所運営管理システム（TOMS)を構成する個別システム
組織の状況

労働安全･環境･健康の管理

リーダーシップおよびコミットメント

変更の管理

リスクおよび機会への取り組み

協力会社(工事協力会社を除く)の管理

支援(操業、設備等に係る情報管理)

協力会社(工事協力会社)の管理

支援(人事、教育等)

緊急時対応

操業の管理

パフォーマンス評価･改善

設備の管理

事故調査

③ 各油槽所は、「要求事項を満足する手順・手段」に対応する具体的な活動計画を実行し、
予め指定した「ＫＰI（評価指標）」に基づいて、その成果を評価します。
④ マネジメントレビューを実施してＰＤＣＡを回すことにより、個別システムの「望ましい姿」の
実現を目指すとともに、関連文書（会社諸規程等）の是正を行います。

（２）取組状況
① ２０２１年度は、東西油槽所運営管理システム運用規程の制定、管理責任体制の整備、
システム仕様書・個別活動計画表等の各種ツールの作成を行い、社内への周知活動を
重点的に実施しました。
② ９月にTOMSの運用を開始し、２月に部分限定ながらマネジメントレビューを行いました。
ＰＤＣＡ最初の１回転目を回すことにより、ＴＯＭＳの全体イメージを社内共有することが
できました。

（３）今後の取り進め
① ＣＳＲ推進室による外部監査により、システム運用状況に対する客観的な評価を加えた
マネジメントレビューを可能にします。
② 各油槽所の実情に合わせて具体的な活動計画およびＫＰＩの見直しを行い、システム
運用の合理化・効率化を図ります。
③ 確認された関連文書の不整合に対して、確実な是正を実施します。
④ ＰＤＣＡを回しながら課題を抽出し、継続的なＴＯＭＳの改善を行います。
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４．ＣＳＲ推進活動報告（2）
安全衛生推進会議
ＣＳＲ推進活動計画

活動実績

安全を支え 油槽所ＯＪＴ

入社５年目までの若手所員を対象としたＯＪＴ教育。

る人づくり

油槽所個別の進捗を確認しながら今後の課題、要望等
について、アンケート調査を行う。
油槽所交流

青森－釧路、青森－苫小牧の交流を実施した。

安全・品質管理

新型コロナの感染拡大の影響により、安全推進者・
品質管理担当者会議は、リモート開催となった。
安全・品質管理強化活動を、繁忙期前（10・11月）に
実施した。

設備・工事管理

新型コロナの感染拡大の影響により、設備担当者会議を
リモートで開催したほか、4ブロックで開催予定の主要
工事会社-油槽所-本社の工事安全衛生会議を中止した。
また、工事における新型コロナ対策の徹底及び対応に
ついて、書面にて再周知した。

安全衛生・品質管理

本船受入時の油種確認を全社共通ルールとして再徹底した。
油槽所作業マニュアルの体系的整理、見える化を推進した。

ヒューマン ヒヤリハット活動

想定ヒヤリを含むヒヤリハット情報の共有とリスク改善に

エラーの

より、ミス・トラブルの未然防止を図った。

撲滅

業務改善

業務改善活動を推進して、作業性・安全性の向上および
経費削減を実現した。

事故事例の活用

全ての油槽所で、重大事故事例を纏めた資料を活用して
勉強会を実施した。

工事における

従来より更に踏み込んだ工事会社との双方向ＫＹ活動の

双方向ＫＹの推進

活性化を図った。

油槽所業務 個別活動

油槽所業務品質（セーフティ、セービング、サービス・サウンド）

品質の向上

の向上のため４S活動に取り組んだ。

品質管理

ローリー積込関連

活動

★１

★２

★３

★４

★５

6・9・12・3月に強化週間を設け、ローリー積込前の
ハッチ内残油抜き打ちチェックを実施した。

★６

チェック期間中の残油持戻りゼロ台を達成した。
環境負荷の グリーン購入・
低減

環境負荷低減のため、グリーン購入・省エネルギー活動

省エネルギー活動 を行った。
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★７

安全衛生スローガンとして「基本ルールの徹底とCRMスキルの向上による「ゼロ災の実現」
を掲げ、作業基準や手順、職場内ルールを守ると共に、ヒヤリハット活動、業務改善、
および工事における双方向ＫＹに重点的に取り組みました。

◆2021年度

安全衛生スローガンのポスター

★1．安全衛生・品質管理
（１） 作業マニュアル一覧表
全油槽所の作業マニュアルを体系的に整理して全社的に管理する一覧表が完成、
東西油槽所運営管理システム（TOMS）の本格運用に向けて、準備が整いました。
作業マニュアル一覧表（抜粋）
第1章 総則

油槽所管理基
（1）
（2）
（3）
（4）

第2章 安全管理基準

第3章 防災対策基準

第4章 石油製品取扱作業基準

準

第1節
第2節

目的
油槽所管理の責任と義務
所長の責任
関係法令および諸規程
一般共通遵守事項
油槽所入構管理

第3節
第4節

火気使用管理
工事安全管理

第5節
第6節

石油ガス
静電気

第7節
第1節
第2節
第3節
第4節

危険作業
一般遵守事項
火災
流出油
地震

第5節
第6節
第1節

台風
事故報告
緊急時の処置事項

第2節

タンカー受入作業

関連作業マニュアル

① 乗務員入構教育資料(PW資料）
② 秋田工事管理要領
(工事協力会社入構教育資料)
① 秋田工事管理要領
② 工事安全管理について

制定日

最終改定日

フォルダ名

2017/4/1
2018/4/1

2021/4/1
2020/2/1

2018/4/1
2018/4/1

2020/2/1 入構管理関係
2020/7/13 入構管理関係

付帯要領（チェック表他）

入構教育
入構管理関係

①アース導通テスト
②アースコネクターシステム接続シーケンス
①
①
①
①

秋田油槽所訓練シナリオ
泡原液送液操作手順
Ｂ型ｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張作業
夜警員地震対策

2019/4/1
2002/2/1
2011/11/2
2011/8/17

2019/11/4
2002/2/1
2011/11/2
2011/8/17

① 台風対策

1996/4/20

2003/2/18 構内作業

①
②
③
①

2019/10/27 2019/10/27 事務所関連
2017/8/14 2017/8/14 事務所関連
2012/12/15 2021/10/12 非常用発電機
1998/4/15 2021/12/11 桟橋受払関連

停電時のADPAC電源遮断方法
停電作業マニュアル
非常用発電機操作ガイド
作業手順書 タンカー受入
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安全担当業務
消火ポンプ関連
構内作業
構内作業

①泡原液搬入、搬出方法
①地震後点検表１（原紙）
②地震発生時点検記録表

①非常用発電機チェック表
①荷役前ミーティング重要ポイント
②危険物荷役（取扱）作業予定表 作成手順
③本船サンプリング作業
③【本船荷役時点検表】
④【黒油】本線荷役前MT確認チェック表
⑤【白油】本線荷役前MT確認チェック表
⑥本船受入時の品質トラブル 状況予測資料
⑦事務所 本船荷役時チェック表

（２） 本船受入時の揚荷油種確認作業の徹底

タンカー受入作業における揚荷確認油種札を「１油種３札」とし、船側・
陸側双方による確認を全社共通ルールとし、周知徹底しました。
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★２．ヒヤリハット活動の推進
① 『事故が起きてから対策を立てるのでは遅い』 という考え方に基づいた活動です。
ヒヤリハットとリスク対策の共有によるヒューマンエラー防止を目的としています。
② ヒヤリハット提出件数を油槽所運営の重要な指標の１つとして位置付け、新たな
リスクの発見・共有化・対策状況を評価しています。
③ ２０２１年度より、当事者評価及び管理職評価によるリスクレベルの数値化を行い、
適正なリスク低減策の策定と管理を実施しています。
【ヒヤリハット(想定ヒヤリ含む)提出件数】
2021年度：7,161件/23油槽所

活動の成果

★３．業務改善活動の推進
（１） 活動の概要

① 日頃の業務の中での気づきを大切にする活動です。
些細な改善でも大きな成果に繋がるといった思想で取り組んでいます。
（不便⇒便利

不安全⇒安全

非効率⇒効率など）

【業務改善提出件数】
2021年度：1,185件/23油槽所

（２） 活動成果の事例

① 包装品品転作業の効率化（鹿児島油槽所）
元売了解の下、現場の品転作業を省略して、効率化・リスク低減を実現しました。

② 構内作業用無線機の通信改善による作業効率化（川崎油槽所）
使用周波数帯を変更して、周辺の船舶やトラック等との混線を激減させました。
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★４．事故事例の活用
（１） 活動の概要
① 過去の事故トラブルから特に重大事象を抽出し、簡易的な勉強資料を取り纏め、
各油槽所で勉強会を実施しました。本社部員もリモート参加しました。
実施月

…

6月、9月、12月、3月

（年4回）

事例集

…

人身事故、液封漏洩、塗料飛散 など

（２） 活動の成果
① 事故トラブルの発生要因や危険に対する認識不足、時間経過に伴う意識低下を
補完し、類似事故の未然防止に繋がりました。
② 事故トラブルの経験が少ない若手所員にとって、事故トラブルの対策・対応に
係る本質的な理解を深める良い機会となりました。

★５．双方向ＫＹ活動の活性化
２０２１年度の新たな取り組み

① 双方向ＫＹの一歩踏み込んだ取り組みとして、東西版ＣＲＭの人間特性に関する
考え方を取り入れました。
東西版ＣＲＭの人間特性キーワード表から、工事において注視するべき項目を
選択し、工事協力会社と協力して対策を検討する双方向ＫＹを実施しています。

② 人間特性に注目したことにより、各所とも危険意識の深度化がみられるようになり
ました。

③ 今後は、各所の取組結果等を共有し、マンネリ化、形骸化の防止に努めます。
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【新たな双方向ＫＹシート】 ・・・人間特性記入欄を追加しました。
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★６．ローリー積込関連
（１） 活動の概要
2018年度から継続している本活動は、ローリーの残油持ち戻りによる「オーバー
フロー防止」「コンタミ防止」を目的に、積込前のハッチ内残油の有無を所員が

抜き打ちチェックしています。
（２） 活動の成果
① 今年度は、4回（6月・9月・12月・3月）の活動を実施し、残油を持ち戻ったローリーは
確認されませんでした。本活動の継続により、残油持ち戻りによるオーバーフローや
コンタミに対する乗務員の安全意識向上に繋がっています。
ハッチ内残油の確認結果
チェック台数

残油持ち戻り台数

6月

964

0

9月

969

0

12月

1,005

0

3月

1,017

0

計

3955

0

（参考：2020年度 残油持ち戻り台数：1台/6,664台

＊年6回実施）

② 2018年10月以降、ローリー積込作業における無事故継続中です。
③ 2021年6月以降、強化期間中の残油持ち戻り台数はゼロを継続中です。

【小名浜事業所のローリーハッチ内残油確認の様子】

P18

★７．グリーン購入・省エネルギー
（1）グリーン購入
① 事務用品等のグリーン購入は全社的な取組みとして展開しており、紙類（計８品目）、
文具類（計８２品目）について、グリーン購入１００％を目指して取り組みました。
また、その他の什器・備品類についても、可能な限りグリーン購入を推進しています。

② ２０２１年度のグリーン購入は、紙類＝98.5％、文具類＝76.4％の結果に留まりました。
しっかりと原因を分析し、紙類・文具類のグリーン購入１００％達成を目指します。

（2）省エネルギー
① 従来から継続している取組みは、以下の通りです。
１）余剰設備（出荷ポンプ等）について電源ＯＦＦ
２）電気加熱設備、出荷ポンプ等の効率的な運転の徹底
３）パソコンモニターの省エネ設定
４）省エネ型製品(設備機器、電化製品等)の導入

② ２０２０年度の当社のエネルギー使用量は、以下の通りです。（原単位は昨年に引き続き良化）
省エネ法に基づき、関東経済産業局へ定期報告書と中期計画書を提出しています。
1）エネルギー使用量（原油換算）
2）出荷数量

…

3）エネルギー使用に係わる原単位

…

4,290ＫＬ

（2019年度

4,706ＫＬ）

10,007,571ＫＬ

（2019年度

10,445,079ＫＬ）

0.0004287ＫＬ （2019年度

0.0004505ＫＬ）

…

（3）その他の環境配慮活動（継続活動）
① 全社的な取組みとして、裏面コピーを積極的に推進し、印刷用紙の削減に努めています。
② 電子掲示板（プロジェクタ等）の積極的な利用により、ペーパーレスを推進しています。

P1９

４．ＣＳＲ推進活動報告（３）
リスクマネジメント委員会
ＣＳＲ推進活動計画
リスクマネジメント

全社的対応リスク

活動実績
以下のスケジュールで、全社的リスクマネジメントを実施した。
4～1月…昨年度に策定したリスク予防・対応策の実行
2月…結果報告・マネジメントレビュー開催
1～2月…リスクアセスメントの実施（リスク洗出し、分析、評価）

★１

2～3月…リスク予防・対応の検討～策定
*全社的対応リスクの対応策実行件数 … 全12件
部署対応リスク

各油槽所で対策を進めているリスク（120件）について
本社が進捗状況確認、フォローアップを実施した。
リスク低減達成件数21件/120件（達成率：17.5％）

ＢＣＰ

地震発生ＢＣＰ訓練

新型コロナの感染拡大におけるテレワーク中の大規模地震
発生を想定したシナリオ非開示のオンライン訓練を実施した。
【実施内容】
１０月２５日 本社、金沢、福井にて訓練実施
＊石川県能登半島沖震源の震度６強地震
＊対応協議（シナリオ非開示）

★2

・被災油槽所への応援者要請
・設備復旧の目途・方針決定
・復旧に必要な資機材調達
・元売会社からのドラム出荷要請
強靭化事業への対応

石油供給強靭化事業の一環として、中核油槽所（＊）の耐震性
評価に基づく補強設計業務を行った。
＊苫小牧、青森、東新潟、金沢、川崎、広島、佐世保、福岡

地震・津波総合訓練

【訓練実施項目】
①非常用発電機の操作訓練
②衛星携帯電話による通報訓練
③スマホＩＰ無線機による通報訓練
④緊急ドラム出荷設備の取付け・操作訓練
⑤タンク在庫収集システム操作訓練
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★3

★１．全社的対応リスク
２０２１年１～３月、各油槽所でリスクの洗い出し、分析・評価、リスク予防・対応策の
まとめを行いました。
その結果２０２１年度全社的対応リスクとして取り扱った案件は、１２件ありました。
進捗状況別には、以下のとおりです。

＜２０２１年度に対応が完了する案件＝２件＞
ローリー乗務員による事故の発生リスク

ローリー残油抜き打ちチェック

工事作業員による事故の発生リスク

工事における双方向ＫＹの実施

＜対応完了が２０２２年度以降となる案件＝５件＞
桟橋老朽化による受入・海上出荷停止リスク

対応完了予定＝

２０２２年度

サイクロンセパレーターからの油漏洩リスク

対応完了予定＝

２０２２年度

１油種１ポンプによる故障時の出荷不可リスク

対応完了予定＝

２０２２年度

タンクからの漏洩による入出荷業務停止のリスク

対応完了予定＝

２０２３年度

受入配管腐食による海上漏洩リスク

対応完了予定＝

２０２４年度

＜継続的に対応している案件＝４件＞
油槽所人材確保困難によるリスク

中長期の採用計画と柔軟な運用

所員の経験不足によるリスク

油槽所ＯＪＴ、階層別研修等

消火ポンプの老朽化リスク

更新計画策定および部品の確保

事務所建屋の老朽化リスク

建屋老朽化、地震・津波等対応等

＜２０２２年度以降、部署対応リスク扱いとする案件＝１件＞
休止設備の管理等

休止設備の老朽化リスク

２０２２年度以降新たに取り組むべき案件は、前年同様１～３月に洗い出し、分析・評価を行い、
リスク予防・対応策を取り纏め中です。
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★２．地震発生ＢＣＰ訓練
新型コロナの感染拡大における訓練として、テレワーク中の大規模地震の発生を想定
しました。
現地初動対応 及び 災害対策本部対応は、オンラインで情報共有と協議を行いました。
シナリオを非開示としましたが、協議事項に対する速やかな意思決定が行われました。

【ＢＣＰ訓練概要】
[ 日 時 ] ２０２１年１０月２５日（月）１２：５０～１４：１５

[参加者] 本社：

役員、ＣＳＲ推進室、総務部、業務部、工務部

油槽所： 金沢、福井、東新潟、大井川

[ 内 容 ] ①石川県能登半島沖を震源とする大規模地震（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ７

震度６強）

②地震の影響により金沢油槽所が長期停電発生。
③油槽所状況確認・報告（安否・地震、津波情報・被災状況等）
④復旧対応（復旧に必要な資材調達）
⑤元売会社との連携
・地震発生後の状況報告（震度、津波、安否等）
・在庫情報等の報告
・油槽所の被災状況・公共ライフライン情報の報告
・被災油槽所の設備復旧方針の報告
・緊急ドラム出荷要請対応

【災害対策本部における訓練の様子】
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★３．非常用発電機の操作訓練
（１） 目的
国の補助金事業として、2019年度までに当社の全油槽所に非常用発電機(以下「非発」)の
設置を完了しています。
緊急時の確実な使用を可能とするため、以下の内容で訓練を実施しました。
① 非発利用時の対応方法の習得
② 訓練マニュアルの整備

（停電から非発起動、ローリー出荷までの一連の確認）

（非発起動手順外も含めた停電時一連のマニュアル整備）

③ 起動ポンプ、積込車線の選定

（非発の容量に応じたポンプ、出荷ポイントの選定）

（２） 実績
①期

間

② 油槽所

2021年7月～11月
全国23油槽所

（３） 結果（訓練に参加した所員の感想を抜粋）
① 各所員が具体的な緊急時の対応がイメージでき、慌てずに非発を使用する自信が持てた。
② マニュアルの不足個所等を改めて確認することにより、適切な改善が実施できた。
③ 課題（訓練不足、実出荷の不安等）を認識できたので、次の訓練に活かしたい。

（４） 今後の取り組み
① 油槽所の意向を反映し、全油槽所の停電による非常用発電機操作訓練を継続します。
② 今回の課題を盛り込んだ訓練計画を策定し、改善後のマニュアルの効果を検証します。

（５） 訓練参考写真（境港油槽所の訓練の様子）
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４．ＣＳＲ推進活動報告（４）
コンプライアンス委員会
ＣＳＲ推進活動計画
安全を支え 階層別研修機会の利用
るひとづくり

活動実績
（１）集合教育
コロナ禍により、計画を一部変更して階層別研修を実施した。

（２）労務巡回

★１

計画通り２３油槽所の労務巡回を実施した。

油槽所啓発活動の実施

（１）Ｅラーニング
３ヶ月に１回、人権Ｅラーニングを社内に発信した。

（２）人権週間

★２

世界人権週間に合わせた社内メッセージを発信した。

遵法活動

社内諸規程の整備

（１）社内諸規程の法改正対応
育児休業規程の法改正対応を行った。

（２）規程類の陳腐箇所更新等
８規程の改訂を実施した。

★１．階層別研修機会の利用
（１）集合教育
今年度も昨年度に続き、コロナ禍により、４月に計画していた新入社員研修・中途入社者研修を
はじめ、その後の管理職研修に至るまで全ての研修を実開催（集合教育）にて行うことが出来
ませんでしたが、一部予定を変更した上でリモート形式の研修に切り替えて行うことが出来ました。
新入社員・中途入社者は、今年度も直接同期と顔を合わせることが出来ず残念ではありましたが、
画面越しのコミュニケーションで結束力を高め、初めてのコンプライアンス研修の際には真剣に
耳を傾けていました。
コンプライアンス研修は、新入社員研修・中途入社者研修には２６名が参加し、新たな学びとする
ことが出来ました。
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★３

管理職研修には４７名が参加し、コンプライアンス・ハラスメントについて改めて考える機会となり、
意識の醸成に繋げることが出来ました。
来年度は、研修内容を改めて精査した上で、フォローアップ研修を実施することにします。
＜コンプライアンス研修の実施内容＞
１）コンプライアンスを考える・・・コンプライアンスの４つの構造（法令順守、社内ルールの順守、
企業の理念・ビジョンの順守、社会ルールの順守）
２）ハラスメントを考える・・・セクハラの判断、パーソナルスペースの認識の違い、ハラスメントの損失
３）飲酒運転を考える・・・刑事罰、民事罰、飲酒運転の心理
（２）労務巡回
労務巡回は２０１６年度以降継続的に実施をしており、２０２１度も８月から１２月にかけて実施しました。
コロナ禍ではありましたが、集合研修（コンプライアンス研修）は少人数で複数回に分けて実施する等、
研修場所が密になることがないようにして、計画通りに２３油槽所の労務巡回を行いました。
今年度の実施内容は次のとおりとなります。
＜労務巡回の実施内容＞
１）個人面談
・労務管理に関するヒアリング（時間外管理、年休実績 他）
・安全衛生に関するヒアリング（福利厚生、要望事項 他）
・昨年度のヒアリング内容のフォロー
２）定年退職者、定年再雇用者向けの給与、社会保険、雇用保険の説明
・定年再雇用後の給与
・特別支給の老齢厚生年金
・高年齢雇用継続給付
３）コンプライアンス研修
・飲酒運転撲滅
・ハラスメント防止
・ダイバーシティ（性の多様化 他）

★２．油槽所啓発活動の実施
（1）Ｅラーニング
２０２１年度もＥＮＥＯＳ（株）の許可を得て、
同社が作成した「人権啓発 Ｅラーニング」
を全油槽所向けに発信しました。

発信月
６月
９月
１２月
３月

テーマ
改めてパワハラの防止
ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
人権ってなに？まだ差別なんてあるの？
改めて同和問題

今年度発信したテーマは右表のとおりで、人権啓発活動ツールとして活用するとともに、
油槽所においてはコミュニケーションツールとして活用することが出来ました。
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（２）人権週間
１２月の「人権啓発 Ｅラーニング」（人権ってなに？まだ差別なんてあるの？）に続き、
人権週間（１２月４日～１０日）には、人権週間のポスターを掲示するとともに、
全社員向けにメッセージを発信しました。
２０２１年度は、「多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するためには、
誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」を推進し、偏見や差別を解消していく
ことが求めれられています。」とのメッセージを発信し、お互いの人権について改めて考える
機会とし、人権尊重意識の醸成を図りました。

★３．社内諸規程の整備
（１）社内諸規程の法改正対応
育児介護休業法の改正（２０２２年４月、２０２２年１０月）に対応するため、２０２２年４月１日付で
育児休業規程の改定を行いました。
今回の改正では、男性社員の育児休業を促進するため、出生時育児休業（産後パパ育休）が
新設されたことから、育児休業規程に明記をしました。
また、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として、社内の相談窓口を明確にするとともに、
妊娠・出産（社員または配偶者）の申し出をした社員に対する個別の周知・意向確認の措置
として、「意向確認書」の整備も行いました。
（２）規程類の陳腐箇所更新等
本社事務所の移転（２０２１年７月）にあわせて、本社内の非常用備蓄品の品目・数量を
見直したことから、大規模地震発生時の事業継続規程（非常用備蓄品一覧）を改定しました。
２０２１年度は、本社移転に関わる規程の改訂、陳腐箇所の更新や規程と運用の不一致箇所を
運用の実態に改める等、８つの規程を改定しました。
＜改定した規程＞
就業規則、給与規程、嘱託就業規則、嘱託給与規程、介護休業規程、通信教育取扱規程、
永年勤続表彰基準、大規模地震発生時の事業継続規程
今後も情報収集による法改正対応はもちろんのこと、会社を取り巻く環境変化への対応や
規程と運用の不一致によるトラブルが起こることがないように、規程類の陳腐化防止に
努めます。
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５．特集
（1）新事務所の紹介
2021年7月5日、長年住み慣れた田町から西新橋に本社事務所を移転しました。
移転前は２フロアに分かれていましたが移転後は１フロアとなり、業務効率が大幅に向上しました。
新事務所は白を基調として明るさと清潔感にあふれています。
【受付・来客応対スペース】

【応接室・小会議室】

＊執務室外での応対が可能です。

【執務室】

＊執務室は奥から役員室、ＣＳＲ推進室、総務部、業務部、
工務部の順で配置しています。
＊執務室への入室には、非接触型セキュリティカ－ドが
必要です。

【大会議室】

＊応接室・小会議室へは、執務室を通らずにお客様を
お迎えすることができます。
＊大会議室は役員会、大人数の会議で使用します。

＊机、キャビネット等の什器類は白を基調としています。
＊各自の机前面には高さ６０㎝のデスクトップを設置し、
業務に集中できる環境となっています。
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（２）新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策
都道府県単位発令の「緊急事態宣言」に加え、2021年2月13日「まん延防止等重点措置」が、
施行されました。
その後も新型コロナ感染者数は増減の波を繰り返し、多くの自治体で「緊急事態宣言」や
「まん延防止等重点措置」の発令と解除が繰り返されています。

①感染症拡大防止対策の取り組み
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策
【本社】
１．テレワーク・時差出勤の励行

⇒ テレワーク勤務の７割推奨

【共通（全事業所）】
１．出張
外出

① 自治体の感染状況・要請を踏まえ、業務必要性を十分吟味のうえ、各部（室・所）長の判断により実施
② 事前にＰＣＲ検査を実施し、「陰性」であることを確認のうえ、実施

２．研修
会議

① 実開催は極力避け、原則、オンライン（リモート開催）で実施
② 対面方式で開催する場合、参加者を最小限に限定し、３密（密集、密閉、密接）回避を徹底のうえ、実施

３．懇親会
イベント

① 原則、自粛 （プリベートも同様）
② 懇親会は参加者を必要最小限(原則、４名以下)に限定のうえ、自治体による飲食店の時短要請と感染
予防対策の順守を徹底のうえ、実施

４．その他

感染拡大が日常生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼすリスクが依然として高い状況にあることを
踏まえ、極力、リスクの高い行動を避ける

②当社の新型コロナウイルス感染者数等発生状況
当社では７名の社員の感染が確認されましたが、いずれも重症化はせず無事職場復帰を
果たしています。

（2021年8月1名、2022年1月1名、2022年2月5名）

その他濃厚接触者を含め多数の自宅療養（待機）者の発生がありましたが、本社要員の
緊急派遣等により、油槽所の操業に支障を来すことはありませんでした。

③基本的な感染症対策の継続的実施・励行
【手洗い・うがい・消毒の徹底】

【ソーシャルディスタンスの確保】
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【マスクの着用・検温の徹底】

（２）ＤＢＪ－ＢＣＭ格付のスクリ－ニング結果
① 昨年度に引き続き、日本政策投資銀行（ＤＢＪ）のBCM格付制度（＊）に取り組んだ結果、
「防災及び事業継続への取り組みが優れている」との総合評価を得て、Bランクの格付けを
獲得しました。
（＊）BCM格付制度＝防災および事業継続に対する取り組みを評価・格付けする制度
② 評価項目は、防災対策と事業継続の分野に跨り１５項目が設定されています。
それぞれの項目には更に詳細な確認事項があり、ＤＢＪ担当者と、４ヶ月に亘る綿密な
協議を重ねました。
③ 今回のスクリーニングでは、以下の３点が高く評価されました。
★ ヒューマンエラーに着目した東西版CRMの活用や油槽所業務の標準化に向けた
東西油槽所運営管理システムの導入に加え、油槽所間交流や階層別教育による
人材育成を通じ、石油の安定供給に向けた意識の醸成と着実なリスクの低減に
取り組んでいる点
★ 部署ごとに抽出したリスクについて、全社的な優先順位に応じた対応計画を策定し、
直近では、非常用発電機の配備や1 油種に対し複数のポンプを設置するなど、
継続的に事業継続のボトルネック解消に努めている点
★ オンラインを活用した全社BCP 訓練のほか、ステークホルダーとの連携訓練や、
緊急時のドラム缶による入出荷訓練など、多岐に渡る実践的な事業継続訓練により、
BCP の実効性を高めている点
④ また、以下の２点が、今後の期待ポイントとしてあげられました。
★ 石油備蓄法上のガソリンスタンド向け一般油種の供給再開以降の復旧フェーズに
おける優先する業務や目標復旧時間について、元売企業との対話を踏まえ検討
すること
★ サプライチェーンの状況把握を踏まえ、取引先と有事の経営資源に関するリスク
情報の共有とその低減に向けた取り組みを進めること

当社は2022年2月、日本政策投資銀行（DBJ） より
DBJ BCM格付融資を受け、格付結果は
「事業継続に対する取り組みが優れている」と評価
されました。
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６．読者の声
ENEOS株式会社 物流管理部物流企画グループ
マネージャー 佐久間克寿様

いつもＥＮＥＯＳ石油製品の安定供給のために真
摯なご尽力をいただき、ありがとうございます。
コロナ禍にて油槽所を訪問する機会は減ってしま
いましたが、訪問時にいつも思うのが、貴社の所員
の方々は他の油槽所のことをよく知っておられると
いうことです。比較的転勤が多いということもあるで
しょうが、東西ネットワーク通信や東西版ＣＲＭ、ブ
ロック会議など、貴社ならではのＣＳＲの取り組みの
中で得られるものが多く、貴社の大きな強みになっ
ているものと思います。

油槽所同士、お互いを知り切磋琢磨して高めあうことができる環境にあるのは素晴らしいことで、この点は是
非弊社としても見習いたいところです。油槽所運営にあたっては、設備ももちろん重要ですが、それを整え使
用する「人」が最も大事であり、業務の標準化・マニュアル化が進んでいるとはいえ、やはり一人一人が働く
モチベーションを高く維持することができて初めて、安定供給に必要な安全操業と品質管理を高いレベルで
継続していくことができるものであると思います。
これからも、活発かつ斬新なＣＳＲ活動を通して、安全・品質のさらなるレベルアップを追求し、油槽所運営の
リーディングカンパニーとしての地位を確立していかれることを期待しております。
コスモ石油株式会社 供給部物流グループ
小泉真希子様

日頃から弊社石油製品の安定供給の為に油槽所の安全操業に
ご尽力頂き、厚く御礼申し上げます。
近年、国内の石油需要は省エネ技術の進歩や再生エネルギーへ
の転換等により減少傾向となっておりますが、一方で、震災時には
エネルギー供給の「最後の砦」として石油の役割が再認識されてお
ります。
お客様に平時から安定的に石油製品を提供する拠点として油槽
所は重要な役割を担っており、さらにその油槽所で働く従業員の
方々の安全と健康を守る上で、CSR活動は有益な活動だと感じて
おります。
御社のCSR活動について伺った際、ブロック会議での取り組みは、従業員の方々が主体的に取り組んでい
らっしゃる印象を受けました。安全活動ではトップダウンの取り組みだけではなく、個々人が意識を高める為
にもボトムアップの「草の根活動」が重要であり、まさにブロック会議の取り組みは上手くその仕組みを取り入
れられていると感銘を受けました。
是非とも、「東西版CRM」等に限らず、他の活動にも広げていって頂きたいと思います。
今後も継続的にCSR活動を改善して頂き、弊社も共に活動内容を共有し、歩んでいければと思いますので、
引き続きよろしくお願い致します。

＜編集後記＞
昨年は、私たちの本社事務所が田町から新橋へ移転するというビッグイベントがありました。
移転前の本社事務所は２つのフロアに分断されており、十分なコミュニケーションを取りにくい環境にありました
が、今では１フロアに纏まって一体感に溢れています。
これから益々社内の連携を強くして、一層実りのあるＣＳＲ活動を推進して参ります。
（ＣＳＲ推進室 三好・八代・村上）
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