


編集方針

●作成目的
本報告書は、社内外の多くのステークホルダー
に対して、当社および当社グループ各社の安全･
環境活動に関する情報を開示する目的で作成し
ました。

●参考にしたガイドライン
本報告書は、環境省の「環境報告ガイドライン
（2007年版）」などを参考に作成しました。

●対象期間

2009年度（2009年4月1日から2010年3月31日）
の活動を対象にして作成しました。海外のデー
タは、2009年1月1日から12月31日が対象です。

●対象範囲
当社および当社グループ各社の全組織および国
内外の建設現場を対象にしています。

●次回発行予定日

2011年8月頃の予定です。

●作成部署

SQE統括部／HSEマネジメント部
（Tel : 047-454-1678　Fax : 047-454-1833）
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お客様のみならず地域社会や国際社会からも信頼される企業を目指して

　皆様には、日頃から東洋エンジニアリング株式会社

の業務にご理解とご支援をいただき、ありがとうござ

います。

　当社は、プロジェクトマネジメント力と総合エンジ

ニアリング技術力を駆使し、世界各国のお客様に、プ

ロジェクトの計画段階から運転にいたるまでの専門的

なサービスを提供しています。

　その過程では安全面において幾重にも対策を施し、

安全第一を優先課題としております。しかし、間違い

や失敗を防ぐための最善の努力にもかかわらず、人間

の手で業務を遂行する以上防ぎきれない事態も起こり

えます。万一事故が発生した場合、直ちにお客様およ

び関係当局に報告するとともに、全社で情報を共有

し、安全を徹底する施策を当社グループ全体で実施し

ております。

　一方、環境面において当社は専門的なサービスを提

供するにあたり、省エネルギー･省資源などの環境に

配慮した設計、および建設工事を実施しております。

　また当社は、地球環境を守るための社会的責任を果

たし、お客様のみならず地域社会や国際社会からも信

頼される企業として活動してまいります。

　ここに、当社の安全･環境分野の活動につき、｢安全

･環境報告書2010｣を取りまとめましたので、ご一読

の上、忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い申し

上げます。

平成22年8月

取締役社長

社長メッセージ
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Toyo-India Toyo-Malaysia

Toyo-Japan
Toyo-Korea

Toyo-Europe

Toyo-Thai

Toyo-U.S.A.

Toyo-Canada

Toyo-Brazil

Toyo-Venezuela

Toyo-China

中東・南アジア市場

東南アジア市場

米州市場

　Global Toyoとは、世界に点在する当社

グループ各社が所在地域、お客様に密着し

つつ相互に連携協力し、最適なフォーメー

ションと共通する業務基準に基づいて業務

を実施するグローバルネットワーク体制を指

しています。

　このネットワークを通して、マーケット情

報、ヒューマンリソース情報、技術情報など

を蓄積、相互共有して、お客様のニーズに

叶ったソリューションやプロフェッショナル･

サービスを的確に、かつスピーディに提供す

ることができます。

■社　　名　東洋エンジニアリング株式会社

Toyo Engineering Corporation

■創　　業　1961年5月1日

■代 表 者　取締役社長　山田　豊

■資 本 金　182億円

■従業員数　4,024名 （連結ベース）

■事業内容［総合エンジニアリング事業］

●各種産業プラントの研究・開発協力、企画、設計、機器調達、建設、試運転、技術指導

対象分野：石油、ガス、石油化学、一般化学、水、交通、発電、原子力、高度生産システム、

医薬、ファインケミカル、物流、バイオ、環境、等

●システムエンジニアリング、ソフトウェアの取得、開発および販売

会社概要（2010年3月31日現在）

Global Toyo

米州市場

Safety & Environmental Report 2010

>>>>> http://www.toyo-eng.co.jp/
会社概要／Global Toyo

Toyo-Japan　　：東洋エンジニアリング株式会社

Toyo-Korea　　： Toyo Engineering Korea Limited

Toyo-China　　： Toyo Engineering Corporation, China

Toyo-Malaysia　： Toyo Engineering & Construction Sdn. Bhd. 

Toyo-India 　　： Toyo Engineering India Limited

Toyo-Europe 　： Toyo Engineering Europe, S.A.

Toyo-Canada　： Toyo Canada Corporation

Toyo-U.S.A.　　： Toyo U.S.A., Inc.

Toyo-Venezuela： Toyo Ingenieria de Venezuela, C.A.

Toyo-Brazil 　　： Toyo do Brasil-Consultoria E Construcoes Industriais Ltda.

Toyo-Thai　　　： Toyo-Thai Corporation Public Company Limited

〈Global Toyo〉

〈Group Company〉

Worldwide Network
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HSSE（健康、安全、セキュリティ、環境保全）
および品質に関する基本方針

取締役社長

当社および当社グループ各社（以下、当社グループ）は、HSSE（健康、安全、
セキュリティ、環境保全）および品質に関する顧客ならびに社会の要求を満足す
ることが、企業として事業活動を行い、その社会的責務を果たす上で欠くことの
できない前提条件であると認識し、以下の８つの基本方針を定める。

１．「安全は全てに優先する」とのコンセンサスを常に確認し共有すると共に、
すべての就業場所において安全かつ衛生的な作業環境を実現・維持する。 

２． 事故・災害の防止のため予防安全を励行し、無事故･無災害での業務完了を
目指す。

３． 従業員の心とからだの健康維持・増進に向けた環境整備と機会提供に努める。

４． 情報セキュリティの確保をはじめとして、事業資産に係わる脅威・危険に
対し適切な防護策を講じる。

５． 業務遂行過程において、省資源・省エネルギー、廃棄物の無害化・減量・
再利用、汚染の防止等、環境負荷の低減に努める。

６． HSSE に関する顧客・社会の要求に適合した、高い品質の製品とサービスを
提供する。

７． HSSEおよび品質に関する法律・規則、合意された顧客要求事項および社内
ルールを遵守する。

８． HSSE および品質の確保が事業継続の前提であるとの信念を経営の核に据え、
そのために目標設定、危険・有害要因の特定、リスク評価、対応策の策定、
実行管理と見直し、教育・訓練といったマネジメントシステムを確立し、
その有効性を継続的に改善する。

この基本方針は、当社グループの役員・従業員に対し、あらゆる地域および国に
おいて適用される。また、当社グループは、顧客、パートナー、取引先等の関係者と
この基本方針が定める精神を共有し、その目的を達成すべく協力する。

平成 21 年 9 月 1日

HSSEおよび品質に関する基本方針 Safety & Environmental Report 2010

>>>>> http://www.toyo-eng.co.jp/
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安全へのメッセージ

安　　全
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表彰説明

QGTLプロジェクト（カタール）において、2009年第4四半期
での連続無事故・無災害（1,500万時間）の達成

シランプロジェクト（中国）において、2,000万時間連続無事
故・無災害の達成

CGPEXプロジェクト（ブラジル）において、600万時間連続
無事故・無災害の達成

QGTLプロジェクト（カタール）において、総災害度数率を1.0

以下とした良好な安全管理

IPNCプロジェクト（インド）において、3,000万時間連続無事
故・無災害の達成

シランプロジェクト（中国）において、1,000万時間連続無事
故・無災害の達成

お客様

Qatar Shell GTL Ltd.

Dow Corning (Zhangjiagang) Co., Ltd.

Petroleo Brasileiro S.A.(PETROBRAS)

Qatar Shell GTL Ltd.

Indian Oil Co., Ltd.

Dow Corning (Zhangjiagang) Co., Ltd.

表彰理由

連続無事故・
無災害　　　

連続無事故・
無災害　　　

連続無事故・
無災害　　　

総災害度数率
1.0以下の達成

連続無事故・
無災害　　　

連続無事故・
無災害　　　

日　　付

2010年３月

2010年３月

2009年８月

2009年８月

2009年６月

2009年５月

さらに、以下に示しますお客様から表彰状を頂いております。

安全表彰実績（2009年1月～2010年3月）

　当社は、建設工事を無事故・無災害で完了し、お客様に優れた設備を引き渡すことを使命としています。そのため、
本社および建設現場（サイト）のメンバーは、お客様および協力会社と一体となってHSSE（Health, Safety, Security 

& Environment）マネジメントシステムを確立し、計画的かつ積極的な安全管理活動を行っています。
　国内では2009年10月、（旧）新日本石油精製(株)殿（新 : JX日鉱日石エネルギー株式会社殿）から、無事故・無災害で
の建設工事完了に対して感謝状を頂きました。また海外においても2009年9月、シンガポールサイトで、連続3,500

万時間の無災害を達成し、Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd. 殿から高い評価を頂きました。

（旧）新日本石油精製（株）殿よりの感謝状

Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd.殿
よりの楯

安 　全

客先からの安全表彰
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■墜落・転落　■激突　■挟まれ・巻込まれ　■転倒　■切れ・こすれ
■崩壊・倒壊　■動作の反動・無理な姿勢　■高温への接触
■交通事故　■有害物の吸引・接触　■物の飛来・落下
＊2010年は４月末までの記録

事故の型別死傷者割合（2007年～2010年*）

事故の型別損失日数割合（2007年～2010年*）

■墜落・転落　■挟まれ・巻き込まれ　■激突　■その他
＊2010年は４月末までの記録

41％ 18％ 14％ 7％5％5％

2％

74％ 24％

1％

年
　

　2007

　2008

　2009

＊2010

延労働
日　数
（人・日）

9,012,650

9,685,066

10,524,345

2,502,758

延実労働
時 間 数
（Ａ）

89,334,017

96,925,454

104,229,724

24,622,474

休業災害
度 数 率

（Note 1）

0.19 

0.18 

0.08 

0.08

総 災 害
度 数 率

（Note 2）

3.84 

2.61 

1.33 

0.89

死　　亡
災害者数

1

3

0

0

総災害者数
（C）

343

253

139

22

休　　業
災害者数

16

14

8

2

無 休 業
災害者数

（通院・治療）

326

236

131

20

死亡及び
休業災害
者数（B）

17

17

8

2

労　働　災　害　人　数

過去４年間の安全記録（国内及び海外プロジェクトの合計）

■安全記録
　当社の2007年～2009年(一部2010年＊を含む)の安全記録は、以下のとおりです。

Note 1：休業災害度数率(LTIR) =(B) x 1,000,000 / (A)
Note 2：総災害度数率 (TRIR)=(C) x 1,000,000 / (A)
＊2010年は４月末までの記録

　
　2009年は、休業災害度数率および総災害度数率共に、2007年、2008年と比較し低下傾向にあります。
　2009年9月末に、当社の進行中のプロジェクトの休業災害・無発生時間（NON-LTI）の累計（注）が約1億2千万時
　間を超えました。この累計記録は約4万人の作業員が1年間無事故・無災害で働いた時間に相当するものです。
（注）進行中プロジェクトのNON-LTI累計とは、その時点で工事中のプロジェクトを対象（完了プロジェクトは含まず）としたそれぞれのNON-LTIの累計で

す。事故を起こしたプロジェクトでは、カウントが「0」に戻り再カウントとなります。

●事故の型別死傷者
　当社の2007年～2009年（一部2010年を含
む）の死傷者数（死亡災害4人、休業災害40

人、計44人）を事故の型別に分類すると、
墜落・転落が全体の41%を占めており、高
所作業における安全管理とその対策実施が不
可欠です。
　上記の死傷者数の「累計損失日数」を事故
の型別に分類すると、墜落・転落が74%、
挟まれ・巻き込まれが24%となり、これら2

つの型で損失日数全体の98%を占めていま
す。墜落・転落事故は損失日数が長くなる傾
向にあり、事故件数のみならず、事故損失へ
の影響が大きいと言えます。

Safety & Environmental Report 2010

>>>>>http://www.toyo-eng.co.jp/

安全への取組み
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I I F に向けての会議 12 Life Saving Rule TSTIにおける活動

ツールボックスミーティング セーフティートレーニング（消火訓練） サイレントスチームブロー

■建設工事の安全　～ タイ エチレン プロジェクト ～
　本プロジェクトは、PTT Polyethylene Co., Ltd.殿より受注した世界最大級のエチレンと関連製品を生産するプ
ラントを建設するもので、当社とToyo-Thaiとのコンソーシアムで実施しています。

  バンコクから南東へ約 200kmのPadaeng Industrial Estate, Map Tha Phut, Rayongに位置するサイトでは、

Toyo-Thaiによる建設工事が最終段階を迎えており、試運転時における新たなリスクに対応した安全活動を行って
います。

安 　全

IIF(注） Management Meeting
サイトでのIIF実現を目指し、お客様、作業区域毎
の安全責任者、および全ての協力会社の責任者と
ともに、IIF会議を開催して目標達成の為の行動を
再確認しています。
（注）IIF（Incident & Injury Free)：無事故・無災害

12 Life Saving Rule
全ての作業員を安全に帰国させることを目的とし
て、お客様の12 Life Saving Rule (現場で行って
はいけない12項目の安全に係るルール) を適用し
ています。

TSTI (Total Safety Task Instruction)
TSTIとは全ての工事作業開始前に、作業場所にお
いて作業班毎に監督者と作業員にて実施される
KYK（注）です。
毎日変化するリスクの確認も含むこの安全活動
は、無事故・無災害の実現に大きく貢献しています。
（注）KYK：危険予知活動

ツールボックスミーティングの励行
ツールボックスミーティングとは、作業開始前に
その日の作業内容・方法・段取り、安全上の注意
点・問題点について、作業現場で短時間に話し合
い、安全を確認する活動であり、毎日作業開始前
のミーティングの実施を励行しています。

セーフティートレーニング
協力会社を含めた作業員の安全技術を向上させる
ために、安全教育、消火訓練、避難訓練等の活動
を行っています。

サイレントスチームブロー
配管系の内部クリーニングのためのスチームブロ
ーでは、周囲への環境影響を考慮し、サイレント
スチームブロー(注） 方式を採用して騒音低減を図
っています。
（注）サイレントスチームブロー：スチームブロ

ーの音を減少させるためのサイレンサー等
を設置する手法

■建設工事の安全　～ カタール GTL プロジェクト ～
　本プロジェクトは、当社と韓国のHyundai Eng’g. & Const. Co., Ltd.とのコンソーシアムが、カタールのQatar 

Shell GTL Ltd.殿から受注し、Gas to Liquids （GTL）プラントを建設するものです。

  本GTLプラントは、 Qatar Shell GTL Ltd.殿が建設中の世界最大のGTLプラントであり、当コンソーシアムはそ
の中のLiquid Processing Unit（LPU）を担当しています。
　サイトは、カタールの首都ドーハから約100km北方にあるラスラファン工業都市に位置し、現在約4,600人の作
業員が働いています。
　お客様および当社トップマネジメントの「安全は全てに優先する」という強いコミットメントによる様々な安全
活動を通して、高いレベルの安全基準を実現し、サイトでの無事故・無災害を継続しています。
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各社所長による安全パトロール フルハーネス型安全帯着用訓練 ヒヤリハットシステムへの入力

Global Toyo HSSE責任者会議
参加した当社および当社グループ各社　
・Toyo-Japan　・Toyo-China　・Toyo-Malaysia
・Toyo-Korea　・Toyo-India

■Global Toyo HSSE活動
　当社および当社グループ各社は、全ての国・全ての地
域で同一レベルの安全管理を実施するために、安全統一
基準（Global Toyo HSSE Standard）を制定し、その徹
底を図るGlobal Toyo HSSE活動を推進してきました。
　この推進のために、当社および当社グループ各社の

HSSE責任者は、年2回一同に会して意見交換を行い、安
全管理活動の向上に取組んでいます。
　また、当社の国内サイトで運用しているヒヤリハット
システムを2010年1月より当社グループ各社に導入し
て、運用を開始しました。当社グループ各社からのヒヤ
リハットデータを収集、分析、フィードバックすること
により、当社および当社グループ各社において事故の低
減に役立つことを目指しています。

■建設工事の安全　～ エボニック  モノシラン  ジャパン㈱ プロジェクト (四日市） ～
　本プロジェクトは、エボニック モノシラン ジャパン㈱殿より受注した、国内最大規模のモノシランガス製造設
備を建設するものです。モノシランガスは、薄膜シリコン太陽電池、各種電子デバイスのシリコン膜形成に用いら
れます。サイトは四日市市にあり、杭打ち工事は順調に進みこれから本格的な基礎工事に入ります。工事ピーク時
には約400人を超えるサイトとなります。
　サイトにおける安全については、常に安全を最優先に考えた工事計画を行い、足場組立など高所作業を含む工事
ではリスクアセスメントを実施し、一人一人が安全管理者であると言う意識に立って実施しています。

各社所長による特別安全パトロール
当社および協力会社の現場所長は毎日、午前と午
後の作業区域パトロールを実施し、不安全作業/
不安全状態の発見と是正に努めています。

フルハーネス型安全帯（注）着用の徹底
フルハーネス型安全帯の未経験者への体験訓練を
実施し、危険作業場所での着用を徹底しています。
（注）フルハーネス型安全帯

従来の腰部分のみのベルト型ではなく、パラ
シュートの様に体全体に装着し、衝撃を和ら
げる安全帯

ヒヤリハットシステムの運用
「ヒヤリとした」「ハッとした」といった経験デ
ータを、活きた情報として活用することで、より
キメ細かな安全対策を行っています。このため、
画面タッチでのプログラムを開発し、作業員談話
室入口にパソコンを設置することで、いつでも気
軽に入力・報告できる環境を整えています。

Safety & Environmental Report 2010

>>>>>http://www.toyo-eng.co.jp/
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社内安全資料

HSSEマネージャー講習会

2009年 8月に実施した社長表彰

サイトでの血圧測定による健康管理状況

■安全文化定着に向けた継続的運動
●社内安全教育
　当社では、従業員の安全に対する意識を高めるために2006年から2008年まで
役員を含む全従業員を対象とした全社安全教育を行い、役員および社員の受講
率100%を達成しました。
　また、サイト派遣者への安全教育も継続して行っています。
　安全教育に使用した資料は、受講後もデータの更新・追加資料の随時配布を
行い、安全文化の定着に向けたフォローアップを推進しています。
　また、2011年度から始まる第2回目の全社安全教育に向け、安全教育資料の
全面改定を開始しました。

●HSSEマネージャー講習会
　HSSEに関するお客様の要求の変化、社会的関心の高まりおよび大規
模、複雑系プロジェクトでの管理強化に対応するために、「HSSEマネー
ジャー」の育成に努めています。「HSSEマネージャー」は、プロジェク
ト全体を通してHSSE活動を統括管理する職位であり、その役務に関す
る手順書を定め、関連部門の幹部社員を対象に講習会を行っています。

●オフィスのリスクアセスメント
　オフィス内の不安全・危険箇所の除去を目的に、定められた手順書に基づき、総合エンジニアリングセンターを
対象に、リスクアセスメントを実施しました。
　関連部室および安全の担当者が参加し、清掃業務、守衛業務、食堂・レストラン業務、建物設備等についてリス
ク評価を行い、不安全箇所の改善処置を行いました。

●社内安全表彰
　社長安全表彰は、ある一定規模以上の工事を無事故・無災害で完了し
たプロジェクトと一定の連続無休業災害時間を達成したプロジェクトが
表彰の対象で、2009年は計7プロジェクトが社長表彰となりました。
　社長安全表彰とは別に、計7プロジェクトがSQE推進委員長表彰を受
けました。

●健康への取組み
　日本の若年人口の減少という社会情勢から、国内の各サイトにおいて

50歳以上の中・高年作業員が増加しています。

  このような人員構成の中で、作業員全員が心身ともに良好な状態で作業に
つけるよう、健康管理を行っていくことは安全を確保する上で重要です。

  国内の各サイトでは全作業員を対象に、労働安全衛生法、石綿障害予
防規則等を遵守した各種健康診断の実施および新規入構者に対する個人
調査票（健康状態申告書）の提出を義務付けています。
　また当社では、作業員全員が朝礼時の対面による各人の体調確認、血
圧測定などの作業員の健康管理に取組み、体調に配慮した適性配置を指導しています。
　作業中での健康確認の為に、サイトの安全担当者は、協力会社の安全担当者と共に、毎日の声掛け活動を行う事
で、全員の健康管理に努めています。

安 　全
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項目
　　 　 　順位

発 生 時 間

原　　因

どうして事故が
おこりそうに 
なったか

第１位

午 前

飛来・落下

つまづき・転倒

状況に対応　
出来なかった

教育の不徹底

保護具・用具　
の不良・不備・
不着用

（%）

54.8

44.4

29.4

23.4

37.5

25.8

第２位

午 後

火災

墜落・転落

確認せず

KYK実施不十分

機械・工具不良

（%）

41.9

18.5

17.6

17.0

31.3

22.6

第３位

昼 前

爆発・破裂

激突

急いでいた

一人作業

養生不良
（開口部含む）

（%）

1.8

9.3

15.7

10.0

8.3

19.4

第４位

夜

漏れ

はさまれ・
巻き込まれ
ルールを　　
守らなかった

KYK未実施

定期点検なし

安全設備不備

（%）

0.9

3.7

6.9

8.2

6.1

3.2

3.2

第５位

夕 方
土砂くずれ、
たおれ　　　

目に異物が入る

手抜き

その他

その他

（%）

0.5

1.9

4.9

7.0

34.5

25.8

物

人

人

作業

物

●ヒヤリハットシステム
　サイトでは、「ヒヤリとした」「ハットした」状況の繰り返しが重大災害につながると言われています。当社では
このようなデータを蓄積・管理する「ヒヤリハットシステム」を開発し、2008年1月より国内の主要サイトへ展開
しています。サイトでのヒヤリハットのデータは本社に集約され、分析された後、各サイトへフィードバックされ
ています。
　今回は、2008年11月～2009年10月迄の217件のデータについて分析を行いました。

（1）ヒヤリハットシステム分析結果のまとめ（上位５番目までを表示）

（2）分析結果に対する対策
　今回の分析で、前回 (2009年3月)実施した分析値と比較して、特徴のある項目を黄色でマーキングしています。
　以下に示す対策を指導し、ヒヤリハットの再発防止に努めています。
① 「発生時間」で午前中が多いことへの対策　
　・朝の作業前に、朝礼、KYK（注1）、TBM（注2）の確実な実施と作業手順の確認
　・作業開始前に作業員全員が作業場所を回り、周囲の状況を把握
② 「どうして事故がおこりそうになったか」で教育の不徹底が多いことへの対策
　・サイトにおける安全教育資料の見直し・整備をして、わかり易い教育を実施
　・作業開始前に作業手順の打合せとKYKの実施
③ 「どうして事故がおこりそうになったか」で機械・工具不良が多いことへの対策
　・作業員は、チェックリストに従い機械・工具の使用前点検を実施
　・監督者は点検結果の確認

（注1）KYK（危険予知活動）： 作業前に作業の危険性を予測する活動です。
（注2）TBM（Tool Box Meeting）： ツールボックスミーティングとは、作業開始前にその日の作業内容・方法・段取り、安全上の注意点、問題点について、

作業現場で短時間に話し合い安全を確認する活動です。

Safety & Environmental Report 2010

>>>>>http://www.toyo-eng.co.jp/
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クレーンが木材の上を通過後の状況

建屋壁

1段目

2段目

　■激突事故
状況　クレーンがパイプラック脇のエリアから道路に移動に際し、雨水排水用側溝のコンクリートカバー上の荷重を分散させる

ため木材を敷いた。

木材の上をクレーンのタイヤが通過した時、木材が飛び跳ねて2.5m横の作業員の右足を直撃し骨折した。

原因　●鉄板で荷重の分散を行なうことが手順書で決められていたが、作業監督者は側溝の段差が低い事から鉄板を敷くまでも

ないと自己判断し、手順を守らずに薄い木材を重ねた。

●作業員の立っていた場所が動いている重機の側であった。

●KYKを実行していなかった。

対策（1）サイトで行った対策　

　　　●全体集会で、重機の通行時の荷重の分散は手順書通り鉄板を使用し、

鉄板下の空間は砂で保護をすることを再度説明した。

●作業監督者および関係作業員に対して特別安全教育を行なった。

●重機が動いている間は作業員が近づかぬように、バリケードで立ち

入り禁止の仮囲いを設置した。

　　（2）本社で行った対策　

　　　●類似災害防止のため、直ちに全サイトへ向けて事故報告を行い、注意

を喚起した。

●サイトに対して、手順書の遵守およびKYK実施の徹底を指導した。

　■落下･転落事故
状況　2名の作業員が建屋内で移動足場（幅2m・長さ5m・高さ7m）の解体作業中に、足場4隅の車輪4個の内、１個の車輪の根

元溶接部が破断して足場全体が転倒。その結果作業員がそれぞれ、１段目3m、2段目5mから足場と共にコンクリート床

に転落した。2名とも安全帯は使用していなかった。

3mから転落した作業員（42歳）は右足１箇所を骨折、5mから転落した作業員（38歳）は右足2箇所を骨折した。

原因　●車輪溶接部の腐食減肉による強度不足。

　　　●手順書で定められた、使用前点検タグの未設置。

　　　　（使用前点検を行い、使用許可足場にはグリーンタグ、使用不許可足

場にはレッドタグを設置）

対策（1）サイトで行った対策　

●手順書に従い、全ての足場の点検を行いタグをつけた。

●レッドタグおよびタグの無い足場は使用しないように、TBMで周知

した。

　　（2）本社で行った対策　

●類似災害防止のため、直ちに全サイトへ向けて事故報告を行い、注

意を喚起した。

●事故発生サイトに対する特別安全監査を行い、事故原因箇所への指

導に加え、全般の安全指導を実施した。

●移動足場の転倒防止のため、使用高さの制限およびアウトリガー（補助脚）を設置するよう手順書を改定し、全サイト

へ周知徹底した。

安 　全
Safety & Environmental Report 2010

>>>>>http://www.toyo-eng.co.jp/

事故によるLessons Learned（過去の教訓事例）
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環　　境

環境へのメッセージ
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■オフィス活動(注)

●CO₂発生量の削減
　オフィスにおけるCO₂の発生量とは、電気消費量、都市
ガス消費量および非常電源用発電機に用いるA重油の消費量
から換算した数値です。
　当社では2000年度より本格的な省エネルギー活動を開始し、

2001年度に照明インバータ安定器導入の省エネルギー投資を
実施しました。2002年度以降に、その効果が現れています。
　2009年度の発生量は1992年度に対して、30％削減され
ました。
（注）オフィス活動とは、総合エンジニアリングセンターでの活動です。

●一般廃棄物の減少とリサイクル率の向上
　一般廃棄物およびリサイクル廃棄物(注)の排出量は徐々
に減少し、2009年度にはそれぞれ220トンおよび170ト
ンにまで低下しています。
　一般廃棄物のリサイクル率は、2001年度に開始した一般
廃棄物の分別及びリサイクル紙の両面コピーの徹底により、
一つの目処としている80％以上を維持していました。
　しかしながら、2009年度のリサイクル率は77.1％と悪
化しています。リサイクル率の改善のため、更なる一般
廃棄物およびリサイクル廃棄物の減少に向けた活動を推
進します。
（注）リサイクル廃棄物とは、コピー用紙、新聞、シュレッダー紙、ダンボー

ル、ペットボトル、ビン･カン、生ゴミなどのリサイクル可能な廃棄物
です。

■建設廃棄物の総排出量
●国内サイト
（1）建設廃棄物の種類別排出割合
　国内サイトにおける建設廃棄物の種類別排出割合を、
右図に示します。
　2009年度の国内サイトの建設廃棄物の排出量は1,933

トンとなり、2008年度より105トン減少しました。
　当社が行う工事は多種多様であり、年度毎に異なる傾
向があります。2009年度は、図で＊で示したリサイクル
可能な廃棄物の合計が、83%と比較的高くなりました。

環境への取組み
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            　 08年：   63,300トン
             　09年：   55,500トン

（2）建設廃棄物の処分方法の割合
　建設廃棄物の処分方法（リサイクル･埋立･焼却）の割
合を、右図に示します。
　2009年度の処分方法の割合は、リサイクル94.9％で、
リサイクル率が2008年度から大幅に向上した理由は、全
体の95%を占める大･中規模サイトのリサイクル率が、

97%と高くなったためです｡これには、コンクリートが
ら、アス・コンがら、金属屑、木屑、紙屑のリサイクル
可能な廃棄物に加え、がれき、ガラス屑･陶磁器屑、混合
からの分別によるリサイクル廃棄物が寄与しています。

（3）建設リサイクル法該当4種類のリサイクル率
　建設リサイクル法該当4種類のリサイクル率を、右図
に示します。
　コンクリートがら、アスファルト･コンクリートがら
のリサイクル率は、ほぼ100%となっています。
　金属屑のリサイクル率は、2005年度を除き、100%と
良好です。
　木屑のリサイクル率は、2009年度に99.7%と大きく
改善されました。

●海外サイト
建設廃棄物の排出量の種類別割合
　海外サイトにおける2009年の総排出量は55.5千トン
で、2007年の1/5となり2008年より約13%減少しまし
た。また2007年の大規模プロジェクトの建設が終了し、
建設残土/汚泥が大幅に減少しました。
　2007年の建設残土が75%と極端に多いという特殊要因
を除くため、建設残土／汚泥を除いた種類別排出量の年
比較を行いました。2009年は過去2年間と比較し、キャ
ンプゴミや木くずが多くなっています。
今後も継続して海外サイトの建設廃棄物の排出量を集約
し、環境負荷低減に活用します。
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サイト安全･環境集会
サイトでは定期的に集会を開催し、安全管理　
および環境管理について周知徹底しています。 

TV会議利用の全社環境教育

受講者側
サンジョゼドスカンポス市、サンパウロ州、ブラジル

ブラジル時間　午前8:00

講師側
総合エンジニアリングセンター内TV会議室

日本時間　午後8:00

環 　境

■設計･調達･建設活動
●設計
　当社ではプラント運転時での環境負荷発生を削減するために、設計の段階から対応しています。具体的には、以
下の業務をISO 14001およびISO 9001に基づき確実に遂行することで実行しています。
（1）お客様の要求内容（環境仕様）の明確化と確認　（2）設計のレビュー
（3）設計の検証　（4）設計の妥当性確認など
　また、設計業務の効率化を環境目標に取り上げ、設計業務での｢ムリ･ムダ･ムラの撲滅｣の達成を通して環境負荷
低減に努めています。
　さらに、当社の省エネルギー･省資源技術を、積極的にお客様に提案しています。これにより、製品プラントの
省エネルギー･省資源を実現し、お客様の満足に貢献しています。
● 調達
　環境目標として｢グリーン調達の推進｣を設定しました。当社は、環境に熱心なグリーン企業(注)からの資機材購入
を積極的に進めています。
　部門内指針として2006年度に｢グリーン調達に関する指針｣を発行し、これに基づいてグリーン調達の継続と、
グリーン調達度90%以上を目指しています。
　2009年度は、グリーン企業との合計取引金額が、全取引額に対し90%となり、昨年度に比較し、3%向上しまし
た。当社ではこの数値をグリーン調達度と考えています。　
　また、お客様からの引合いや見積徴収作業および検査成績書の電子化などのペーパーレス化を図り、省資源化に
寄与しています。
（注）環境に熱心なグリーン企業とは、取引額の多いベンダー上位100社の中で、ISO 14001認証取得済みまたは環境保全活動実施の企業です。

●建設
　当社の業務活動を通して環境負荷が最も大きいものは、サイ
トでの建設工事です。サイトでは次の環境目標を設定し、環境負
荷低減に努めています。具体的な取組みについては、｢サイトで
の環境保全活動の事例紹介」をご参照下さい。
（1） 建設廃棄物の適正処理　（2）化学品（塗料など）の適正管理
（3） 環境配慮の工法確立　　（4）環境配慮の資材運送
（5） 濁水処理･油水分離処理

■全社環境教育
　EMS (Environmental Management System)活動の必要性と活動内容を浸透させるため、2009年4月より一
年間に渡り、役員を含む全従業員を対象とした全社環境教育を実施しました。
　EMS活動では、オフィスでの紙･ゴミ･電気の削減、サイトでの環境保全活動のみならず、設計･調達業務全般に
わたるムリ･ムダ･ムラの削減が目標となります。
　できるだけ多くの従業員
に参加して頂くため定期的
な講習会とし、事前予約の
みで参加できる方式を採用
しました。また、海外サイ
トの従業員にはTV会議装置
を利用して実施しました。
その結果、役員を含む全従
業員の受講率は82%となっ
ています。
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海岸清掃ボランティア活動

産卵から海へ戻る海亀 サイト近辺でのイグアナサイト近辺での鳥類

大気成分の分析装置寄付用掘削土の荷降ろし

建設廃棄物の分別保管場所

散水車

木くず 紙くず

ドリップトレイ

Safety & Environmental Report 2010

>>>>>http://www.toyo-eng.co.jp/

主水路に取付けた油吸収材

主水路

油吸収材

■ベネズエラ　アンモニア･尿素プラント　建設プロジェクト
　本プロジェクトは、 Petroquimica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN) 殿から受注したアンモニア・尿素プラン
トを建設するものです。当社、Ferrostaal A.G.(ドイツ)及びY&V Ingeniería y Construcción, C.A., (ベネズエラ)

が共同で実施しています。サイトは　ベネズエラの首都カラカスの西へ150ｋｍ離れたカラボボ州モロン市です。

■中国 シラン・シロキサンプラント 建設プロジェクト
　本プロジェクトは、Dow Corning Co., Ltd.殿から受注したシラン・
シロキサンプラントを、中国江蘇省張家港市に建設するプロジェクトで
す。当社とAker Solutions China社が共同で受注し、共にプロジェク
トの遂行を管理しており、現在は建設工事の最終段階にあります。

　環境調査
サイト近くには、海亀、イグアナや鳥類などの動物が豊富です。このためプロジェクト実施においては、水源
保護、サイト地域の野生生物の観察、大気成分の分析、機器の騒音管理などの環境保護対策を行っています。

　海岸清掃ボランティア活動
海の日(9月の第三土曜日)に、住民、お客様、地元の環
境調査グループ及び共同受注企業の従業員（2009年は
総勢約60名）が、プラント前面の海岸でのごみ拾いを
行い海岸清掃のボランティア活動を行っています。

　廃棄物管理
　建設廃棄物及び一般廃棄物は種類毎に分別されており、そ
れぞれの廃棄物管理を行っています。また、多くの廃棄物が
リサイクルされています。例えば、鉄金属はリサイクル会社
に売却、木くずや鉄金属を地元の技術学校に教材用に寄付、
汚染のない安全な掘削土の道路修復への寄付などです。

　土壌汚染防止管理
塗料やディーゼル発電機などを含む全ての化
学品および燃料使用機器に対し、漏れた際の
土壌汚染防止のためドリップトレイ(漏れ防
止の受け皿)を設置しています。
塗料の保管では、他の容器へ移し変え時の漏
れを考慮し、ドリップトレイの使用に加え
て、保管容器の設置場所をコンクリートとし
てます。コンクリートは、プロジェクト完了
時に取り除き廃棄物として処理されます。

　水質汚濁防止
雨水および地表水は、河川へ放出する前にサイト内に設置し
た主水路に収集されています｡
主水路からの出口には、河川の油汚染防止のため油吸収材が
用いられています｡
主水路からの廃水は、毎週、実験室にて分析され、油汚染が
発生した場合は、すぐにクリーニング作業が実施されます｡

　廃棄物管理
すべての建設廃棄物は中央廃棄物収集センター
に収集され、一般廃棄物、紙くず、木くず、コ
ンクリートがら、金属スクラップ、危険物/汚
染物などの種類別の保管場所に分別されます｡

　粉塵による大気汚染防止
資材運搬道路での車両通行による粉塵発生を防止するため、
定期的に散水車を走らせています。

サイトでの環境保全活動の事例紹介



18

大型保管容器の取替え作業 各社の現場所長が清掃へ出発現場ごみ収集籠

現場事務所入口の警備員交通整理の様子

入構を許可された工事車両 規制・適合車ステッカー

受袋 タンク装置

工事車両　出発時の車輪洗浄

生コン車　洗浄水受袋使用

シュート洗浄水受けタンク装置車両

シュート

拡大

環 　境

■太陽石油㈱　残油流動接触分解装置(RFCC)　建設プロジェクト 

　本プロジェクトは、太陽石油㈱殿から受注したRFCC装置内のC3スプリッター、アルキレーション、ガソリン脱
硫装置、及び排水処理設備を建設するものです。サイトは愛媛県今治市菊間町の太陽石油㈱四国事業所です。本プ
ロジェクトは建設工事の最終段階にあります。

　廃棄物保管管理
すべての建設廃棄物は、混合廃棄物、ダンボール、木くず、金属くずなどに分別さ
れ、現場のごみ収集籠に収集され、構内の他の場所に設置した大型保管容器に移送･保
管されます。大型保管容器は、廃棄物運送業者により中間処理業者へ運搬されます。

■三井化学㈱殿　建設プロジェクト
　三井化学㈱大阪工場内での、当社の建設工事における環境保全活動の一例です。

　三井化学㈱構内への入構車輌の規制
大阪府の「生活環境の保全等に関する条例」により、使用するトラック、バス等の運行は、車種規制適
合車を使用しなければなりません。また工事車輌は、排気ガス基準の適合を示す「適合車」のステッ
カーがある車両に限り、構内通行が許可されます。

　周辺道路の清掃
第三土曜日は四国事業所で建設工事を受注した各社の現場所長以下数
名(総勢20名)が、工場正門より約1kｍの葉山地区にある資材置場まで
の公道を清掃し、近隣住民より喜ばれています。

　作業員の交通整理と歩行指導
毎朝、現場事務所より工場構内までの国道沿い歩道で、
交通整理を兼ねて各社の現場所長により作業員への歩行
指導を行っています。現場事務所入口には、交通整理の
警備員を配置しています。

　土壌粉塵飛散防止対策
工事車両は、構内での土壌荷降ろし後、車両や荷
台などを水で洗浄し、一般道路通行時での泥や汚
染物による飛散防止を義務付けています。

　ミキサー車のシュート洗浄対策
ミキサー車は生コンクリートを使用した後洗浄します
が、洗浄水は土壌に廃棄せず、タンクに貯めるか、袋に
貯めて生コン工場に持ち帰り排水処理設備によりアルカ
リ性を中和処理して処分します。
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①電気集塵装置
②マグネシウム法排煙脱硫装置
③高性能廃水処理装置
　（バイオポップ）
④触媒による
ダイオキシン類分解装置
⑤有害廃棄物処理（PCBなど）

①省エネルギー型尿素プロセス
（ACES21®)

②省エネルギー型プロピレン増産
プロセス(OCT)

③高活性水蒸気改質触媒（ISOP）
④CCS（CO2回収・貯留） (＊)
⑤交通システム (＊)
⑥省エネルギー検討技術 (＊)

①廃水の再利用
②少製品ロス、低排水負荷型
自動配管切替装置(XYルータ®)
③廃棄物系バイオマスの
リサイクル技術
④汚泥減容化技術
（低温域水熱反応利用）

⑤焼却炉残渣の
リサイクル技術

②GTL（Gas to Liquids）　　(＊)
①DME（Dimethyl Ether）　(＊)

③メタノール
④H2（水素）
⑤LNG（液化天然ガス）
⑥バイオマスエネルギー
⑦ バイオETBE (Ethyl Tertiary Butyl 

Ether)                          (＊)

(*) 詳細な説明は次の項目を参照願います。

中国山西蘭花清潔能源公司殿向け
DMEプラント（年産14万t）

Safety & Environmental Report 2010

>>>>>http://www.toyo-eng.co.jp/

ＣＯ
省エネルギー

循環型社会
３Ｒ

クリーン

新エネルギー

有害物質対策

　当社は、環境に貢献する技術の開発・導入・改良を積極的に推し進めています。また、お客様には、これらの技
術の活用により環境保全に貢献する様々なソリューションを提供しています。
　当社は、蓄積された知識・経験をベースにR&D (Research & Development)エンジニアリング(注)を環境保全分
野にも積極的に活用しています。クリーンエネルギー/新エネルギー、CO2削減/省エネルギー、循環型社会/3R

（Reduce･Reuse･Recycle)、有害物質対策など、環境エンジニアリングに関する様々な取組みを行っています。
（注）R&Dエンジニアリングとは、お客様が開発しようとしているプロセスなどの「シーズ」の技術に基づき、パイロットプラントまたは商業プラントへのス

ケールアップに必要なプロセス最適設計などの各種検討を行い、商業プラント基本設計仕様書を提供するエンジニアリングサービスです。

■クリーンエネルギー/新エネルギーに貢献する当社のソリューション
●DME ( Dimethyl Ether )
　DMEは、硫黄や灰分を含まないため燃焼時に硫黄酸
化物や煤塵を生成しないクリーンで安全な燃料です。
　当社は、メタノールプラントにDME合成工程を付加
する間接法DME製造技術を開発しました。間接法で
は、メタノールとDMEをマーケット需要に合わせ併
産、生産調整することができ運転の融通性が高くなり
ます。
　既に中国において4基の当社技術によるDMEプラン
トが稼動しています。 

環境に貢献する当社保有のエンジニアリング技術の紹介
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マイクロＧＴＬの開発のスケジュール

2007年

Stage-1 Stage-2 Stage-3 製品化
2009年 2011年 2013年

●プロセス構築
●小規模スケールでの
　確認試験

●実用サイズの
　反応器製作

●実証機の建設、運転
●商業化

●Ｆｌｏａｔｉｎｇ ＧＴＬへの展開

バイオエタノールバイオエタノール

イソブテンイソブテン CO2

CO2

バイオＥＴＢＥ
バイオエチル
ターシャリー

ブチル
エーテル

光合成光合成

ガソリン

バイオガソリン

++

環 　境

●GTL（Gas to Liquids）
　GTLは、天然ガスや石油随伴ガスを原料とし、石油由来のものに比べて不純物の少ない、クリーンなディーゼル
燃料やナフサを生産する技術です。
　当社は、2007年11月から米国ベロシス社殿および三井海洋開発株式会社殿（MODEC）と共同で、小型で経済
的なマイクロGTLの技術開発に取り組んでいます。開発は順調に進んでおり、実証機の建設・運転を経て、2011

年末までに商業化を目指しています。
　マイクロGTLは、その小型さゆえ、陸上のみならず、船上にもプラントを積載することが可能です。船上GTL

（Floating GTL）は、従来では開発が困難であった深海域の天然ガスを有効利用するものであり、早期の商業化が
期待されています。 

●バイオETBE ( Ethyl Tertiary Butyl Ether )
　バイオETBEは、植物由来のエタノールであるバイオエタノールと石油由来のイソブテンから合成されます。この
バイオETBEを配合したバイオガソリンは従来のガソリン同様、ガソリンスタンドで一般の自動車に給油されます。
　バイオガソリンを給油して走行した場合、京都議定書のルールであるカーボンニュートラルの考え方(注)によっ
て、その車から排出されるCO2の削減が期待できます。日本では、2010年にはバイオガソリンを取り扱うガソリ
ンスタンドが全国で大幅に増加する見込みです。
　当社は、JX日鉱日石エネルギー株式会社
根岸製油所殿向けに、既存MTBE（天然ガ
ス由来メタノールとイソブテンから合成）
装置をバイオETBE装置へ転換する設計・
調達・建設プロジェクトを遂行致しました

(2009年12月完工)。この装置は、日本で
最初のバイオETBE商業プラントです。
（注）カーボンニュートラル：バイオ燃料は、原料である

植物が成長過程でCO2を吸収していることから、燃
焼によってCO2を排出しても大気中のCO2の総量を
増加させないという考え方。 
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CCSのイメージ図

沈殿池 ろ過池 ポンプ施設 管路施設

取水施設

脱水機

出典：大阪市水道局資料

太陽光発電

凡例
省エネ診断省エネ診断

事業診断

太陽光発電導入

太陽光・系統連携検討

取　水 浄　水 送配水 給　水 お客さま
サービス

排　水

Safety & Environmental Report 2010

>>>>>http://www.toyo-eng.co.jp/

■CO2削減/省エネルギーに貢献する当社のソリューション

●CCS （CO2回収・貯留）
　CCSは、IPCC（注）特別報告書で、2100年までの世界の

CO2累積緩和策の15～55％に貢献するとされ、地球温暖
化対策として大きな期待がかけられています。
　当社は、日本国内でのCCS大規模実証試験を目的に

2008年に設立された日本CCS調査(株)に出資し、2009年
に設立されたGlobal CCS Institute（GCCSI）への創立
メンバーとして、CCSの早期実現に積極的に取組んでい
ます。
（注）IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) : 気候変動に

関する政府間パネル

●交通システム
　鉄道システムは、自動車、航空機に比べて環境負荷の少ない公共輸送手段として世界中で見直されています。ま
た、交通インフラの整備が遅れている国々では、慢性的な交通渋滞に頭を悩ませており、都市交通の担い手として
鉄道への需要が高まっています。
　当社はこれに応えるため、2007年10月に三
井物産(株）との共同出資により東洋トランスポ
ートエンジニアリング(株)を設立し、鉄道建設
に特有な技術をサポートする体制を整えまし
た。当社は、システムインテグレーターとして
完成度の高い鉄道システムを提供し、利便性の
向上、環境問題への対応、雇用の創出など地域
社会への貢献を目指しています。

●省エネルギー検討技術
　水の需要量は、経済発展に伴い増大します
が、水源不足や水道管からの漏水等で、多く
の国が著しい水供給不足に陥っています。
　当社は日本政府支援の下、大阪市水道局、
関西経済連合会等と共に、ベトナム・ホーチ
ミン市における水源から蛇口までの水道のト
ータルシステムについて、省エネ・省水診断
を行いました。
　その結果、浄水施設・送配水施設のエネル
ギー利用の効率化、太陽光等再生可能エネル
ギー利用などによる複数の水道システム改善
策を提案することができました。
　その中から改善効果が大きいものを選定し、事業実証を目的とした設備の設計･設置・運転を行ってまいります。
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安全・品質・環境（SQE）マネジメント体制

社長

内部SQE監査

SQE会議
（マネジメントレビュー）

SQE推進委員会

SQE統括部
・HSEマネジメント部
・品質マネジメントグループ
・プロジェクトSQEグループ

個別業務実施部門
（設計・調達・建設・本社管理）

全社SQEマネジメント体制図

LRQAによるサーベイランス（定期審査）
クロージングミーティングの様子

ISO 9001 登録証 ISO 14001 登録証

個別プロジェクト実施部門

　当社は、全社SQEマネジメント活動に関するマネ

ジメントレビューの場として、社長直轄のSQE会議

を設置し、運営方針の確立と活動結果の評価･承認

を行います。

　SQE推進委員会は、SQE会議での基本施策に基

づく全社SQEマネジメント活動を推進し、個別業務

実施部門･個別プロジェクト実施部門の具体的な

SQE活動を推進します。

　SQE統括部は個別業務実施部門・個別プロジェク

ト実施部門のSQE活動の実施状況をモニタリングす

ると共に安全･品質･環境監査を行い、その結果を

SQE推進委員会およびSQE会議に報告します。

　このように経営に直結したSQE会議を軸として、SQE推進委員会とSQE統括部が有機的に連携することにより、個別業

務実施部門および個別プロジェクト実施部門の安全・品質･環境に係るPDCAを実践し、継続的に改善を行っています。

■ ISO 認証
　当社は1994年3月、審査登録機関をLRQA

として、英国認定協会（UKAS）および日本
適合性協会（JAB）から品質マネジメントシス
テム規格 ISO 9001: 1987の認証を取得しまし
した。その後、2009年3月に ISO 9001: 2000、

2010年3月に ISO 9001: 2008へと認証を更
新しました。
　また、2004年10月、総合エンジニアリン
グセンターと国内サイトを対象に、審査登録機関をLRQAとして、英国認定協会（UKAS）および日本適合性
協会（JAB）から 環境マネジメントシステム規格 ISO 14001: 1996の認証を取得しました。その後、2009年3月に 

ISO 14001: 2004へと認証を更新しました。
　LRQAによるサーベイランス（定期審査）は、年1回(2月)、上記2つの規格について同時に実施されます。LRQA

からの指摘事項を是正することで、当社の品質および環境
マネジメントシステムとパフォーマンスの継続的改善を進
めています。
　なお、同様に2006年3月に審査登録機関をLRQAとし
て、情報セキュリティマネジメントシステムのBS 7799登
録証を取得しました。その後、2009年3月に、ISO/IEC 

27001: 2005へと認証を更新しました。
　ISOではありませんが、当社は労働安全衛生マネジメン
トシステム規格であるOHSAS 18001の運用を開始してい
ます。

全社SQE (Safety, Quality & Environment)マネジメント体制

ISO 認証と内部監査
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■内部監査
　当社の品質および環境マネジメント活動が有効に実施されているかを確認するため、内部監査員による品質･環
境の監査を行い、経営に役立つ監査を行っています。　　　　　　
　また、サイトの環境監査は、サイトの安全監査の際に同時に実施しています。

　当社が行う従業員向けSQE教育には、安全･品質･環境ごとに、全従業員に聴講を義務付ける全社教育、定期的な

TEC特別講座「品質･HSSEマネジメント」による教育および内部品質･環境監査員養成教育があります。また、外
部講師による特別教育も行っています。全社教育については、安全および環境の取組みの項をご参照下さい。

■TEC特別講座「品質･HSSEマネジメント」
　TEC特別講座では、｢若手社員層のプロフェッショナルとしての早期育成｣と｢部門内教育の補完・周辺知識習得｣
を目的に、エンジニアリングからマネジメントに関する広範囲の分野について社内講師による講座が開催されてい
ます。この講座の中に｢品質･HSSEマネジメント｣に関する講座を設けて、安全･品質･環境について理解を深める教
育を実施しています。

■内部品質・環境監査員養成教育
　内部品質・環境監査員を育成するため候補者を特定し、外部監査員養成機関を活用して教育を実施しています。

SQE教育
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