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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
及び当社グループの安全･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

  2007年度（2007年4月1日から2008年3月31日）の活動を対象
にして作成しました。一部で、2008年度の活動も記載していま
す。

◉対象範囲

  当社及び当社グループの全組織及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

 2009年7月頃の予定です。
◉作成部署

 SQE統括部／環境マネジメントチーム
 （Tel：047-454-1132、 Fax：047-454-1833）
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社長メッセージ
お客様から、さらに地域社会･国際社会から信頼される企業を目指して

　日頃は、東洋エンジニアリング株式会社の業務にご理解、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、幾重にも安全策を

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。当社では万一事故が発生した場合には、即時に

お客様及び関係当局に報告すると同時に、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、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、さら

には建設工事にあたって環境に配慮するなど、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信頼される企業として活動してまいりたいと考えております。

　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2008｣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。

取締役社長
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会社概要／Global Toyo
会社概要（2008年3月31日現在）

■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 1,066名
■事業内容 ◦ 一般化学、石油化学、石油精製、天然ガス、電力、 原子力、高度生産システム、物流、医薬、 

バイオ、環境他に関わる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

 ◦システムエンジニアリングその他ソフトウェアの取得、開発、販売

Global Toyo

　当社グループでは、2006年度から
「顧客価値共創サービスを提供する

Global Toyo」という企業グループ・

ビジョンを設定し、当社及び当社グ

ループ各社が相互に連携し、お客様

とともにお客様のビジネスシステムや

サプライチェーンを最適化し、顧客

価値向上を実現することを目指して

います。

米州市場

東アジア市場

中東・南アジア市場

Toyo-India Toyo-Malaysia

Toyo-Japan

Toyo-Korea

Toyo-Europe

Toyo-Thai

Toyo-U.S.A.

Toyo-Canada

Toyo-Brazil

Toyo-China

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-Thai： Toyo-Thai Corporation Public Company Ltd.
Toyo-India： Toyo Engineering India Limited
Toyo-Canada： Toyo Canada Corporation
Toyo-U.S.A.： Toyo U.S.A., Inc.
Toyo-Brazil： Toyo do Brasil-Consultoria E Construcoes Industriais Ltda.
Toyo-Europe： Toyo Engineering Europe, S.A.
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安全･品質･環境方針

安全･品質･環境方針

　エンジニアリング事業を展開する当社は、産業施設の建設や技術サービスの提供を通じて広く一般社

会・国際社会に貢献したいと考えます。｢顧客の最大の満足と成功を約束するトータルソリューションを提

供すること｣、これが当社の使命です。

　この使命を達成するには、安全･品質･環境に関する顧客と社会の要求を満たすことが基本的条件です。

そのため当社は、顧客と志を同じくし、取引先とは互恵の精神を持って、以下の方針で事業を進めます。

　 方　　針

1.  顧客要求事項に適合した、使用上安全で、 
かつ環境への影響の少ない信頼できる製品を提供する

2. 安全文化の創造を柱として、無事故･無災害で業務（工事）を完了する

3.  廃棄物の無害化･再利用、及びエネルギー消費の低減に努め、 
地域及び地球環境の保全に寄与する

4. 安全、品質、環境についても、倫理を重んじ、法律･規則を遵守する

5.  安全、品質、環境の確保が事業継続の前提であるとの信念を 
マネジメントの核に据え、その有効性を継続的に改善する

平成17年1月1日

取締役社長　山　田　　豊
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Safety 安　　全

安全へのメッセージ
　社会から信頼される企業̶その前提には｢安全｣への十分な配慮があります。当社グループが事業を

展開する過程、例えば建設工事で、万一尊い人命が損なわれることの無いよう、当社は安全に対する

工夫と努力、そのための時間と費用を全てに優先するものと考えています。

　この「安全は全てに優先する」という基本を十分に認識した上で、全従業員の安全教育など、この安

全文化を社内に浸透させるための施策を、継続的に推進してまいります。

　「安全」は当社の重要なブランドの一つです。これを国内外の当社グループ各社に伝承するため、

2008年度の全社安全目標に「安全基準のGlobal  Toyoでの定着」を掲げ、各種活動を実施しています。

　当社グループは、確固たる安全文化の確立に積極的に取り組んでいます。

�
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Safety 安　　全
客先からの安全表彰

　当社の最大の目標は、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です。そのた

め、本社及びサイト（建設現場）のメンバーはお客様、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2007年6月、九州石油（株）大分製油所殿から、無事故・無災害での建設工事完了に対して高い評価
を頂きました。また海外サイトにおいても、2008年1月、サウジアラビアで工事開始から連続600万時間の無事
故・無災害を達成し、お客様のYanbu National Petrochemical Company（YANSAB）殿から高い評価を頂き

ました。

九州石油（株）大分製油所殿よりの感謝状

　その他、下記のお客様から表彰状を頂いています。

当社の最近の安全表彰実績

日　　付 表彰理由 客　　先 表彰説明

2008年 7月 無事故・無災害 Indian Oil Co., Ltd.
インディアンオイル殿向けエチレンプロジェクト（インド）
において、1,000万時間連続無事故・無災害の達成

2008年 5月 無事故・無災害 Dow Corning (Zhangjiagang) 
Co., Ltd.

ダウコーニング殿向けシランプロジェクト（中国）におい
て、700万時間連続無事故・無災害の達成

2008年 3月 無事故・無災害 Qatar Shell GTL Limited
シェル殿向けGTLプロジェクト（カタール）において、
300万時間連続無事故・無災害の達成

2008年 3月 無事故・無災害 Petróleo Brasileiro S.A.
(PETROBRAS)

ペトロブラス殿向け製油所近代化プロジェクト（ブラジ
ル）において、500万時間連続無事故・無災害の達成

2007年12月 優秀な業務遂行
Ethylene Malaysia Sdn. Bhd.

及び
Polyethylene Malaysia Sdn. Bhd.

エチレンマレーシア殿、ポリエチレンマレーシア殿向け
プロジェクトにおいて、無事故・無災害での業務遂行
（Toyo-Malaysia）

2007年 5月 無事故・無災害 Sakhalin Energy Co., Ltd.
Royal Dutch Shell

シェル殿向け LNGプロジェクト（サハリン）において、
2,000万時間連続無事故・無災害の達成

YANSAB殿よりの感謝状
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安全への取組

■安全記録

　当社の2006年～2008年の安全記録は、以下のとおりです。
　2008年は、休業災害度数率、総災害度数率共に、2007年と比較し低下傾向にあります。

過去3年間の安全記録（国内及び海外プロジェクト合計）

年 作業日数
（人・日）

作業時間
合計（A）

労働災害人数 休業災害
度数率
（Note 1）

総災害
度数率
（Note 2）死亡災害 休業災害 無休業災害

（通院・治療）
休業災害
合計（B）

災害記録
合計（C）

2006 8,515,817 86,929,712 3 20 305 23 328 0.26 3.77
2007 9,012,650 89,334,017 1 16 326 17 343 0.19 3.84
＊2008 5,501,786 55,360,960 2  8 143 10 153 0.18 2.76

Note 1：休業災害度数率（LTIR）=（B）×1,000,000／（A）
Note 2：総災害度数率（TRIR）=（C）×1,000,000／（A）
＊2008年は7月末までの記録

●事故の型別死傷者

　当社の2006年～2008年の死傷者数（死
亡災害 6人、休業災害44人、計50人）を
事故の型別に分類すると、墜落・転落が

全体の44%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と

なっています。

■建設工事の安全　～インドエチレンプロジェクト～

　本プロジェクトは、800,000MTAエチレン及び関連製品を生産するプラントを建設するもので、当社とインド現

地法人であるToyo-India が共同して、建設工事を実施しています。サイトは首都デリーから北へ約100km離れ

たHaryana州Panipat市近郊に位置しています。

　現在、建設工事が最盛期に入っており、3,000人を超える作業員が働いていますが、「安全は全てに優先する」
のスローガンの下、客先、当社及びToyo-India、そして全ての協力会社が連携し、以下のような安全重視の活動

により、無災害で工事を進めています。

安全スピーチ
作業員による安全スピーチが作業現場で自
発的に行われており、現場安全に対する作
業員への動機付けに貢献しています。

安全宣言
安全意識高揚のため、安全宣言と共に、安
全の詩が朗読されています。

安全交流会
周辺で工事を実施している他のプロジェクト
との安全交流会が定期的に行われています。
これにより、他プロジェクトと安全に対する
情報交換を行っています。

事故の型別死傷者割合（2006年～2008年＊）

■墜落・転落
■切れ・こすれ
■激突され
■挟まれ・巻き込まれ
■転倒
■激突
■飛来・落下
■酸欠
■崩壊・倒壊
■その他

44%

6%4%
6%

4%

6%

6%

8%
8% 8%

＊2008年は7月末までの記録
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Safety  安　　全

■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、世界最大級の規模を持つエチレン及び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 を中心とした体制で遂行されています。

　首都バンコクから車で1時間程のサイトでは、現在建設工事が最盛期に入っており、4,000人を超える作業員が
働いています。サイト責任者の強い安全文化確立の方針の下、安全を先取りし、かつ組織的な安全管理による無

事故・無災害が貫かれています。また、以下に紹介するユニークな活動も行われています。

薬物管理
薬物とアルコールの乱用は、本人のみならず
作業エリアにいる全ての人々に重大な危険を
及ぼします。
地域の警察と協力して、違法な薬物や薬物に
影響された人々がサイトに入り込むことを防
いでいます。

健康診断
閉所作業など危険の多い作業に係わる人は、
作業前に常に専門医の診断を受け、健康で
あることを確認しています。

地域交流
工事への不安をやわらげるために、地域の
方々と定期的な会合を持っています。また地
域との交流を深めるため、近くの小学校に
文房具や教育用品を寄付しています。

■建設工事の安全　～北九州PCBプロジェクト～
　本プロジェクトは、PCB廃棄物（トランス、コンデンサ、処理困難な電気機器、PCB汚染物等）の仕分け・解体・

廃棄処理を行う設備を建設するものです。JR小倉駅から車で約30分のサイトでは、建設工事が最盛期に入ってお
り、現在120人を超える作業員が働いています。
　安全では、客先、当社、協力会社、及び関係する各会社間の連携により、工事安全管理を実施しています。以

下にその活動の一端を紹介します。

快適職場の推進
快適な職場管理の維持運営と安全意識の高
揚を進めるために、快適職場推進計画を作成
し、労働基準監督署から認定を受けました。

リスク管理
危険予知活動ボード（KYKボード）を使ったリ
スクアセスメント、及び品質管理のワンポイ
ントチェックを行っています。

ヒヤリハットシステム
「ヒヤリとした」「ハッとした」経験データの
継続した蓄積と活用は、工事安全管理の道
具として有効です。当サイトでは、入力が容
易なタッチパネルを用いた管理システムを導
入しています。

快適職場推進計画認定事業場プレート
（福岡労働局長認定）

KYKボード ヒヤリハットシステム入力講習
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■安全基準の「Global Toyo」での定着
　当社及び当社グループ各社が、世界中のどの地域においても同一レベルの安全管理を実施するために工事HSSE
統一基準を制定しました。

　この基準には、事故や重大なニアミスが発生した場合、12時間以内に当該サイトから当社に事故情報が届けられる
ことが規定されており、届いた情報は直ちに当社・当社グループ各社・各サイトへ伝達され、類似災害防止に役立て

られています。

■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、安全が基本中の基本であることを十分に認識した上で、安全文化を浸透させるために、全従業員を対

象とした安全教育を行っています。当社の安全に対する意識改革という意味からも重要なきっかけとなっています。

　また、安全文化の定着と安全に対する感度をさらに高めるために、対象者を絞った「リスクアセスメント」、「安全

記録」、「労働安全衛生マネジメントシステム」等についての教育を実施しています。

●安全SHOTキャンペーン 
　ビジネスの根幹であるサイトの安全意識を高める目的で、2008年4月に「安全SHOTキャンペーン」を実施しまし

た。そこでは、「安全は全てに優先する」を具体的に表わすため、事業統括本部のトップ及び各プロジェクトマネー

ジャーが安全に対する決意表明を行いました。

●社内安全表彰 
　当社では、2007年、安全表彰基準を充実させました。
　これまでの社長表彰では、大規模サイトにおける無事故・無災害で工事を完了したプロジェクトのみを対象と

していましたが、工事途中での連続無事故・無災害達

成（海外サイト：500万時間毎、国内サイト50万時間毎）
のプロジェクトも表彰の対象に加えました。

　その結果、2007年度は計12プロジェクトが社長表彰
の対象となりました。
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●安全キャンペーンの展開

　安全文化の定着を目指して、 2007年に引き続き2008年も6月と7月の2ヶ月間「安全キャンペーン」を実施しました。
　主なキャンペーン活動の内容は以下のとおりです。

　2008年のキャンペーンでは、当社グループ各社が独自のプログラムを策定し、同時に安全キャンペーンに参画
したことが特徴です。その様子は当社の社内報（国内外）を通してグループ各社にも紹介されました。

当社及び当社グループ各社の安全キャンペーン活動風景

当社での救急法訓練 Toyo-Indiaでの安全宣言

Toyo-Koreaでの安全講習 Toyo-Chinaでの防消火講習

　⑴ 全国安全週間（社長メッセージ／サイト訪問）
　⑵ 国内・海外サイト安全管理についての特徴紹介
　⑶ 最近の事故事例の紹介
　⑷ キャンペーンポスターの全館での掲示

　⑸ 救急法訓練
　⑹ ヒヤリハット分析結果の報告　　　
　⑺ 健康ちょこっと増進
　⑻ 当社グループ各社のキャンペーン紹介

Toyo-Malaysiaの安全スローガンステッカー

Toyo-Malaysiaでは、全員がこの安全スロー
ガンステッカーを自動車の後部に貼り付け、

安全啓蒙活動を盛り上げました。

THINK SAFE, 
ACT SAFE AND

BE SAFE AT ALL TIME
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●ヒヤリハットシステム

　サイトにおいては、幸いにも事故には至らないが、「ヒヤリとした」「ハッとした」という危険な経験をすること

があります。これをヒヤリハットと呼び、その繰り返しが重大災害につながると言われています。当社はデータ

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、全社及び各サイトへフィードバックされて

います。

⑴ 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）
項目  　　　　　順位 第1位 （%） 第2位 （%） 第3位 （%） 第4位 （%） 第5位 （%）

時間 午前 52.2 午後 36.9 早朝  7.5 昼前  2.1 午後一番 0.6

作業 配管工事 11.9 土木・建築 11.7 運搬  9.7 建築設備  9.2
足場組立／
解体 6.0

原因

物 飛来・落下 59.6 土砂崩れ  8.6 火災  7.4 漏れ  3.1 爆発・破裂 1.2

人 つまづき・転倒 33.0 墜落・転落 17.1 激突 16.7
はさまれ・
巻き込まれ 12.0 交通事故 4.6

予想される
被害

打ち身・ねんざ 39.1 切れ・こすれ 25.5 骨折 22.8 やけど  3.7 刺さる 1.2

どうして
事故が

起こりそうに
なったか

人 確認せず 22.5
状況に対応
できなかった  8.2 急いでいた  8.1

ルールを
守らなかった  6.4

知識・
理解不足 5.7

作業 KYK未実施 26.6 1人作業 24.0 調査不足  9.0 計画ミス  7.5
指示ミス 3.5

TBM未実施 3.5

物 養生不良 23.0 足場不良 17.3
保護具・
用具の不良・
不備・不着用

14.1 安全設備不備 13.0 表示不良 8.0

⑵ 上記＊マークの分析結果
◦ヒヤリハットの発生「時間」
①結果 ◦ ヒヤリハットが起こった時間帯は、午前中が多い（52.2%）。
  2006年～2008年に起こった事故（休業災害+死亡事故）の時間帯は午前中の発生が50%を超え、ヒヤリハッ

トの発生時間帯と同じ傾向が見られた。午前中は現場に慣れていなかったり、心や体の準備が整っていない
ため事故やヒヤリハットが起こりやすいと考えられる。

②対策 ◦朝礼、KYK（注1）、TBM（注2）で作業手順及び安全の確認
 ◦作業前に作業員全員が、作業場所を回り、現場状況の把握
 ◦午前中はゆとりを持った作業計画の立案
 
◦ヒヤリハットの発生「原因」
①結果 ◦｢物｣に関することでは、飛来・落下（59.6%）の割合が飛びぬけて多い。
 ◦｢人｣に関することでは、つまづき・転倒（33.0%）に続いて、墜落・転落（17.1%）の順となっている。

②対策 ◦安全管理全般に関することでは、足場の構築、不要資材の撤去、養生をする、KYKの実施、教育を徹底する。
 ◦自分の行動に関することでは、注意深く行動する、再確認する、慣れ作業を行わない。
　
以上の対策は全員参加の安全活動として、各サイトで実施に移しています。

（注1） KYKとは、危険予知活動（Kiken Yochi Katsudou）のことで、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）とは、作業前にその日の作業内容･方法･段取り･問題点について、作業現場で短時間に話し合い確認する活動です。

＊

＊
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重大事故におけるLessons Learned （過去の教訓事例） 

■墜落事故

状況  鉄骨フロアー（高さ27.4m）の片付け中に、被災者と他の作業員1名の計2
名で配管貫通用の開口部を覆っていた鉄板を持ち上げて移動した。その際、
被災者が開口部から下のフロアー（高さ18.9m）へ墜落し、負傷した。当該
作業員2名は、同鉄板が開口部養生のために設置されたものとは知らず、
開口部があることを認識していなかった。

原因　 ⑴  作業指揮者から作業員2名に対して、次の適切な説明、指示が無かった。 
●当該開口部の存在 
●開口部養生に床板材が使われていること 
●開口部養生用床板材の撤去禁止

 ⑵当該開口部の養生・表示方法が不十分であった。

対策 ⑴  サイトで実施 
●作業前ミーティングで注意喚起 
●全作業エリアにおける開口部の明示及び養生状況点検の定期的実施 
●全協力業者への、開口部養生に対する安全再教育

  ⑵本社で実施 
 ● 開口部における墜落防止養生の手順書を改定し、全サイトに徹底を指示 

また各サイトから墜落防止養生の遵守状況の報告を徹底
  ●開口部養生を、安全監査時の重点確認項目に指定

■転落事故

状況  資材置き場で、配管プレハブ材を2台のユニック車から1台に積
み替え作業を行っていた。積み替えには重機（フォークリフト）
を使用し、被災者はユニック車の上で作業をしていたが、フォー
クリフトで持ち上げられていた配管材（10インチ×3m、約
170kg）のバランスが崩れた。被災者が止めようとしてパイプを
持ったところ転落し、配管の下敷きとなった。

原因　 ⑴  積み替え作業が1人作業であった。
  ⑵  不安定な配管プレファブ材の積み替えを、作業内容に合わな

いフォークリフトで行った。
  ⑶   無資格者がフォークリフトを運転していた。
  ⑷  無資格者運転を防ぐための、フォークリフトの鍵の管理が不十分であった。

対策　⑴   サイトで実施 
◦全作業員に対する安全再教育

  ◦現場管理組織の補強
  ◦積み替え作業などの1人作業禁止の徹底
  ◦積荷の形状に応じた使用重機を規定
  ◦有資格者及び所有免許の再確認
  ◦建設機械の鍵の管理強化
 ⑵本社で実施
  ◦ 安全管理手順書に、フォークリフト及びクレーンによる配管プレファブ材の適切な運搬方法を明記し、 

全サイトに通知
  ◦ 事業本部内に安全専任者を新たに配置し、各サイトの安全パトロールを強化

高さ27.4m

高さ18.9m
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環境へのメッセージ
　当社は創業以来、エネルギー産業や素材産業などのプロジェクトの実行において高度な総合エン

ジニアリング技術力を用いて、地球環境に及ぼす負荷の低減に努めてきました。

　地域社会はもとより、地球環境を常に配慮し、経済の発展と地球環境保全を両立させ得る「持続

可能な発展」への貢献こそ、当社の使命であると考えます。

　プロジェクト遂行にあたっては、省エネルギー技術、排水の適切な処理技術、排気ガス中の有害

物質除去技術などを積極的に採用して、環境負荷の少ないプラントを建設しています。

　当社は国際的な企業として、地球環境保全技術のさらなる開発･修得･保有に努め、国内外のお客

様との技術交流、環境案件への提案を行うとともに、国際協調の枠組を通じて、地球温暖化などの

環境問題に、今後とも積極的に取り組んでいきます。

��
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環境への取組
■オフィス活動

●CO2発生量の削減

　CO2発生量は、電気消費量、都市ガス消費量及び非

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年度より省エネルギー活動を開始し、
執務室の昼休み消灯や無駄な照明灯除去などの運用に

加え、2001年度に照明インバータ安定器導入などの省
エネルギー投資を実施しました。2001年度以降に、そ
の効果が現れています。

　2007年度の発生量は1992年度に対して、26.1%削減されました。
（注）オフィス活動は、本社･総合エンジニアリングセンター（習志野市）での活動です。

●一般廃棄物リサイクル率の向上

　オフィスの省資源活動として、一般廃棄物の分別徹

底や両面コピー･印刷の徹底を開始した2001年度以降
のリサイクル率は、約80%以上を維持していました。

　2007年度の一般廃棄物リサイクル率は79.3%でした。

　今後も、リサイクル率を80%以上に維持･向上させ

る努力を継続します。

■建設廃棄物の総排出量

●国内サイト

⑴建設廃棄物排出量

　2007年度の国内サイトの建設廃棄物排出量は2,930
トンとなり、2006年度の4,267トンより約1,300トン減
少しました。

（注） 再生可能な廃棄物は、コンクリートがら、アスファルト･コンクリート
がら、金属屑、木屑です。
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⑵建設廃棄物の処分方法の割合

　廃棄物の処分方法（リサイクル・埋立・焼却）の割合

を右図に示しました。

　リサイクル79%、埋立17%、焼却4%でした。リサ

イクル率は、2006年度の92%から79%に減少してい

ます。

⑶建設リサイクル法該当4品目のリサイクル率
　建設リサイクル法該当4品目のリサイクル率を、右
図に示しました。

　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。

　金属のリサイクル率も2005年度を除き、100%と良

好な結果です。

　しかし、木屑のリサイクル率は、まだ改善の余地が

あると考えています。

●海外サイト

建設廃棄物排出量と種類別割合

　2007年より、海外サイトでの建設廃棄物の排出量
を集約しています。

　総排出量は、272.3千トンであり、国内サイトの約

100倍でした。当社受注額の海外比率は約80%であ

ること、海外のサイト当たりの工事規模は国内に比較

し大きいことが影響しています。

　最も多い廃棄物は建設残土／汚泥であり、全体の

75%を占めました。国内に比較して海外では、新規に

サイトを開拓することが多いことを反映しています。

　今後とも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。

■設計･調達･建設活動

●設計

　プラント運転時での環境負荷発生を削減するために、工事段階での対処のみならず、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 9001に基づき確実に遂行することに努めています。
　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

　また、当社に実績のある省エネルギー技術や省資源技術を調査･改善し、お客様に提案することで製品プラン

トの省エネルギー･省資源を実現し、顧客満足に貢献することができました。

　さらに設計業務や手法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。
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●調達

　環境目標の一つとして｢グリーン調達の推進｣を設定しました。

　取引の多いベンダー上位100社の環境マネジメント実施状況を調査し、ISO 14001認証取得済みまたは環境保
全活動実施の企業を、グリーン企業と評価しました。

　2007年度は、これらグリーン企業との合計取引金額が、全取引額に対し91%に達しました。当社ではこの数

値を、グリーン調達度と考えています。

　さらに、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%以上を維持するように努めています。

　また、お客様からの引合いや見積徴収作業等の電子化、及び検査成績書の電子化等のペーパーレス化を図っ

ています。

●建設

　当社の中で最も環境負荷が大きい項目は、サイトでの建設作業です。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。

⑴建設廃棄物の適正処理

◦分別収集による、建設廃棄物のリサイクル促進

◦運搬許可証及び処分許可証の確認

◦中間及び最終処分場の視察による処分状況のチェック

◦マニフェスト（産業廃棄物管理票）の管理状況のチェック

◦全ての国内サイトで発生する建設廃棄物量の測定･集約

⑵化学品（塗料等）の適正処理

◦塗料業者よりMSDS（Material Safety Data Sheet）の入手

◦ 塗装業務関係者への、塗料の安全性･毒性等や適性処理の教育実施

⑶環境配慮の工法確立

◦無騒音･無振動工法の採用

◦道路の舗装化または散水による、砂塵･粉塵発生の抑制

⑷環境配慮の資材運送

◦資材運送時の、資材の荷台からの漏れ防止

⑸濁水処理･油水分離処理

◦ 掘削工事等による濁水、油含有湧出水の仮設タンクを用いた泥・油の分離

建設サイト安全･環境集会
建設サイトでは定期的に集会を開催し、
安全管理や環境について周知徹底しています。 
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海外での環境保全活動の事例紹介

■サウジアラビア — YANSAB EG-1 プロジェクト 
　本プロジェクトは、サウジアラビアの Ya n b u  N a t i o n a l 

Petrochemical Company （YANSAB）殿から受注したエチレングリ

コール製造プラント建設プロジェクトです。現在は試運転の最中であ

り、客先にプラントを成功裡に引き渡すべく奮闘中です。本プロジェ

クトでは、HSSEマネジメントシステムの効果的実施により、工事開始

から休業災害ゼロ記録を継続中です。

　環境については、先ず環境方針を作成しそれに基づき目的･目標を

設定しました。その達成のためにプログラムを策定･実施することで、

建設工事と試運転中の環境への影響を抑制し、本プロジェクトの優

れた環境パフォーマンスの維持･改善に努めています。このプログラム

では、全ての作業員の知識及び意識向上のため、内部の環境教育の

実施を義務付けています。

●廃棄物管理

　廃棄物保管容器は、次の4種類に分別されています。
　　◦無害物質 ◦有害物質 ◦生物有害物質 ◦その他

●騒音管理と監視

　騒音レベルメーターにより、日常の騒音監視と遵守及び記録が実

施されています。

　80dBを超える区域には、耳保護の標示が掲示され、耳栓をつける

ことが義務付けられています。

●油汚染管理

　油が漏れた際、直ちに対応措置がとれるように、種々の油漏洩防

止器具がサイトの各所に配置されています。油漏洩防止器具ボックス

内には、油吸収剤、使い捨て作業衣、ゴム手袋、長靴、シャベル、

防護面等が取り揃えられています。

　油汚染管理は、炭化水素の貯蔵区域、サイトの燃料駆動の全ての

機械類及び一時的燃料貯蔵区域に適用されます。

■イラン — サウスパース678  プロジェクト  
　本プロジェクトは、2003年5月末にイラン国営石油社傘下のペトロパース社殿から受注した世界最大級のガスプ
ラント建設プロジェクトです。ペルシャ湾沖合のガス田から算出されるガスをLPG及びコンデンセート（軽質油）

等に分離するプラントであり、工事最盛期には作業員を16,000人動員しました。現在は工事が完了し、試運転中
です。

エチレングリコール製造プラントの主要設備

廃棄物保管容器

耳保護の標示

油漏洩防止器具ボックス
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●廃水処理施設

　サイトキャンプからの排出される生活用水の水質は、イランの排水基準を満たす必要があります。そのために

サイトキャンプには、本格的な廃水処理施設を設置しています。廃水処理施設で処理された浄化水は、水質分

析を実施し、排水基準を満たしていることを確認しています。

●浄化水の灌漑水への利用

　廃水処理後の浄化水をサイト近くの植林場に送り灌漑水に利用しています。サイトの一帯は、ほとんど土漠で

す。この植林場は廃水処理後の浄化水により緑に覆われています。

■ブラジル — REVAP プロジェクト   
　本プロジェクトは、ブラジル最大の石油会社Petróleo Brasileiro S.A.社殿から受注した製油所近代化建設プ

ロジェクトの一つであり、Delayed Coker Unit、Coker Naphtha Hydrotreating Unit、Sulfur Recovery Unit
などから成り立っています。

　当社、OAS社、SETAL社の3社で構成するJoint Venture（ECOVAP）が、サンパウロ州サンジョゼドスカンポス

市にて、プロジェクト工事を実施しています。

●食べ残しゼロキャンペーン

　当プロジェクトの作業員は昼食時にECOVAP関連会社が経営する食

堂を利用しますが、その際に大量の食べ残しが発生していました。こ

のため、 2008年2月、ECOVAPは廃棄物削減･食材節約･コストダウン

などを目的に、プロジェクト単独で｢食べ残しゼロキャンペーン｣を開始

しました。

　作業員は週に1回カードを受け取り、食後の皿が空となり食べ残し
がないときはカードに押印を受けます。作業員は週末にカードを箱に

入れ、抽選で各種の賞品をもらうことができます。

　キャンペーンは4月まで続けましたが、廃棄物をなくす習慣は継続するように指導しています。
　なお、ECOVAPでは、次のような内容のカードを作業員全員に配布し、食糧廃棄物削減への意識向上を図りました。

食糧廃棄物の削減を実行するヒント
◉ 実際に食べる食物の分量： 食物と他の人の労働を敬い、自分の食事に必要な分量だけ皿に取り分けましょう。
◉ 残り物の利用：  家庭でも残り物をリサイクルしましょう。豆でスープを、ご飯でビスケットを、人参でシチューを作り

ます。熟れ過ぎた果物はジャム、ゼリーに利用できます。
◉ 1週間の献立計画：  家庭では1週間の献立を計画し、1日の量を決め、1週間分の食品の買物を工夫し、廃棄物をなくすよう

心がけましょう。

廃水処理施設（活性汚泥を用いた曝気システム） 廃水処理設備からの浄化水 植林場

4月8日に行われた抽選会の様子
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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

　当社は、環境に貢献する技術の開発及び導入･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。これを通して地球環境を見据え

た独自のエンジニアリングで持続可能な経済発展に寄与しています。

　当社は、蓄積された知識・経験をベースにR&D（Research & Development）エンジニアリングを環境保全

分野にも積極的に活用し、CO2削減／省エネルギー、クリーンエネルギー／新エネルギー、循環型社会／3R、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を行っています。

① DME（ジメチルエーテル）
② GTL（ガスツーリキッド）
③ H2（水素）
④ メタノール
⑤ LNG（液化天然ガス）
⑥ バイオマスエネルギー
⑦ 燃料電池

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 ®）
④ 新方式内熱式水蒸気改質法（ATR）
⑤ CO2固定化技術
⑥ 省エネルギー検討技術
⑦ CDM／JI

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

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等）

CO2削減／
省エネルギー

循環型社会／
3R

クリーン
エネルギー／
新エネルギー

有害物質対策

■CO2削減／省エネルギーに貢献する当社のソリューション 
●省エネルギー型尿素プロセス（ACES21®） 
　当社は1961年の創業以来、世界における尿素技術のリー
ダーとして自社技術により、約100基の尿素プラントの設計、
建設、運転を行ってきました。

　尿素プラントの歴史は省エネルギーの歴史です。過去、

尿素1トンを生産するのにスチーム0.93トンと電力140kWhを必要としていたのに対

して、最新プロセス（ACES21®）では、スチーム0.43トンと電力118kWhとなり大

幅な省エネルギーとCO2削減に貢献しています。
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煙突

流量 温度 圧亜酸化窒素濃度
亜酸化窒素排出量
関連データの
記録・処理

テールガス

テールガス

GHGモニタリングシステム（新設）

硝酸貯蔵

亜酸化窒素分解触媒（新設）
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●省エネルギー型プロピレン増産プロセス（OCT）
　当社は、Lummus Technology社のOlefins Conversion Technology（OCT）技術ライセンスのアジア地区にお

ける販売を担当しています。このOCTは安価にプロピレンを増産し、かつエチレンプラントと統合することにより

大幅なCO2削減を可能とすることから、プロピレン不足を補う技術として期待されています。

　例えばプロピレン生産能

力を年19万トン増産するケー
スの場合、OCTプロセスで

は従来手法に比べて、年間

12.5万トンのCO2削減効果

があります。

従来手法によるプロピレン増産

OCTプロセスによるプロピレン増産

万トン／年

ナフサ
CO2

77

27
プロピレン

エチレン
68

OCTプラントによりCO2発生量が
年95万トンから82.5万トンに減少

（12.5万トン削減）

万トン／年

ナフサ
CO2

95

46
プロピレン

エチレン
68

エチレンプラント

万トン／年

ナフサ
CO2

82.5

46
プロピレン

エチレン
68

エチレンプラント

OCTプラント

エチレンプラント

■CDM／JIへの取組 
　当社では、エンジニアリング事業を通した地球環境問題への貢献という観点から、地球温暖化防止を目的に

設けられたCDM（Clean Development Mechanism）、JI（Joint Implementation）（注1）を活用したプロジェク

トに取り組んでいます。参画する複数のCDM／JIプロジェクトにより毎年CO2換算で100万トン以上の温暖化ガ
スが削減される見込みです。これにより排出権も得られ、日本の温室効果ガス排出量削減に寄与しています。

　当社が取り組んでいるプロジェクトは、硝酸プラントから排出される亜酸化窒素（注2）削減プロジェクトです。日

本側事業主体である商社と、中国やロシア等の相手国側プラント･オーナーの技術アドバイザー／システムインテ

グレーターとして、触媒を利用して亜酸化窒素をN2とO2に分解するプロジェクトを支援しています。

　当社が参画するプロジェクトでの硝酸プラントの改造例を、下図に示します。この中で新設されるシステムは、

亜酸化窒素分解触媒装置とGHGモニタリングシステムです。これらのプロジェクトでは、国連方法論に従った温

暖化ガス排出、削減データ処理システムも独自に開発し提供します。
（注1） CDMとは、先進国が中国などの開発途上国において、温室効果ガス削減につながるプロジェクトを実施した場合、その先進国が、京都議定書で割

り当てられた国別温室効果ガス排出量に対し、当該プロジェクトで削減されたCO2をクレジットできるという制度です。JIとは、同様の仕組をロシア
を含む先進国間で実施するものです。

（注2）亜酸化窒素（N2O）は、温暖化効果がCO2の310倍もあります。

プロピレンを年19万トン増産する場合の比較

亜酸化窒素CDM／JIプロジェクトでの硝酸プラントの改造例
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■クリーンエネルギー分野での当社のソリューション   
●GTL
　GTL（Gas to Liquids）は天然ガスをディーゼル燃料を主とする液体燃料に転換する技術です。この液体燃料は、

硫黄などの不純物をまったく含まないものでクリーンなエネルギーといえます。

　当社は、FPSO（Floating Production, Storage and Offloading system）分野で協業している三井海洋開発

株式会社（MODEC）、及び米国の技術開発ベンチャーでマイクロプロセス技術分野における先駆的開発会社で

あるベロシス社（Velocys Inc.）と共同で、洋上GTL設備の開発・商用化のための共同開発協定を締結しました。

　ベロシス社と共同開発中の新しいGTLプロセスは、「マイクロチャンネルテクノロジー」と呼ばれ、隣接する2つ
の細流路内で発熱反応と吸熱反応を同時に行わせる技術を用いています。これによりGTL製造設備の設置面積

を従来の6分の1程度に小型化でき、洋上GTLへの商用化に大きく貢献します。

　洋上GTLは従来技術では開発が困難であった天然ガスや、大気放出・燃焼処理されている石油随伴ガスを有

効利用するものであり、地球温暖化ガスの排出削減による環境改善にも寄与するものです。

FPSOの外観（MODEC殿提供） 

■環境型社会へ向けての当社のソリューション   
●廃水の再利用

　工場廃水再利用は、廃水の放出量を減らし環境への

負荷を低減するとともに、新たな水資源を創出するとい

う利点があります。

　当社は化学プラントからの廃水を再利用する、「高度

再生処理設備」（右図参照）の開発に取り組み、新エネ

ルギーとして注目されているDME（Dimethyl Ether）の

プラントでその技術を開発しました。

工業用水

化学プラント

農業用水
水道水

植栽用水

高度再生処理設備

廃水

ベロシス反応器（マイクロチャンネルテクノロジーを利用）

吸熱反応

燃焼

短い滞留時間
通常システムの10～100倍早い
反応速度

0.25～5㎜

0.25～5㎜

高熱流束
通常反応器の10～100倍



Safety & Environmental Report 2008 —  http://www.toyo-eng.co.jp/ —

��

Envionment  環　　境

●ポリ乳酸のケミカルリサイクル

　ポリ乳酸は、生分解性も併せ持つ植物由来高分子材料（バイオマスプラスチック）として、包装容器、家電・自

動車部品、繊維などへの用途拡大が期待されています。これまでに当社では、生ゴミからの精製乳酸化、木質系

廃棄物糖硫酸からのポリ乳酸化システムなど、農水省補助金を受けた研究開発に参画してきました。また、武蔵

野化学研究所殿よりポリ乳酸のケミカルリサイクル実証設備を受注し、建設しました。

ケミカルリサイクル
原料モノマー化

サーマルリサイクル燃焼光合成

製品

バイオマス資源
●古米、イモなど
●セルロース
●生ゴミなど

ポリ乳酸乳酸 ラクチドでんぷん

生分解

乳酸
発酵

精製 重合

CO2
・

H2O

武蔵野化学研究所殿向けポリ乳酸
ケミカルリサイクル実証設備

■有害物質対策に貢献する当社のソリューション   
●PCBの無害化処理
　PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、カネミ油症事件の原因物質として広く社会に知られています。日本国内では1974
年に製造・使用・輸入が原則として禁止され、2001年に制定されたポリ塩化ビフェニル適正処理特別措置法に基
づき、2016年7月までという処分期間が規定されている有害廃棄物です。
　当社は、環境分野への取組の一環として、PCBを内包した電気機器（トランス、コンデンサなど）の処理技術の

中で容器処理に着目し、1990年代より有機溶剤精密洗浄法による無害化／リサイクルに取り組んでいます。

北海道地区

東北地区

関東地区

中部地区

北九州地区

【当社のPCB無害化処理設備実績】
～低濃度PCB含有変圧器の容器処理施設～
・2003年6月運用開始　関東地区リサイクルセンター
・2008年1月運用開始　東北地区リサイクルセンター
・2008年5月運用開始　中部地区リサイクルセンター
～高濃度PCB廃棄物処理設備の前処理設備～
・2004年12月操業開始 北九州市内 PCB廃棄物処理設備 （一期）
・2009年3月操業開始予定  同 （二期）

・2010年9月操業開始予定 室蘭市内 PCB廃棄物処理設備 （増設）

ポリ乳酸の製造フロー
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SQE  安全・品質・環境（SQE）マネジメント推進体制

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

　当社の全社SQEマネジメント体制は右

のとおりです。社長直轄の SQE会議で

は、SQEマネジメントの全社的な運営方針

確立と活動の全般評価･承認を行います。

SQE推進委員会は、SQE会議の基本施策

に基づく全社的SQE活動を推進します。

SQE統括部は社内の内部SQE監査を行

い、その結果をSQE推進委員会及びSQE
会議に報告します。

個別プロジェクトSQEマネジメント体制 
　個別プロジェクトにおけるSQEマネジメントの体制と効果は、個別プロジェクトのSQE担当者の設計･調達･工

事部門に対する継続的な監視と、SQE統括部の内部監査により維持改善されています。 

個別業務実施部門
（設計・調達・建設・総務）

個別プロジェクト実施部門

SQE統括部
●安全部

（●品質マネジメントチーム）
（●環境マネジメントチーム）

経営執行会議

SQE推進委員会

SQE会議
（マネジメントレビュー）

社長

内部SQE監査

エンジニアリング・
アサインエンジニア
（設計部門）

調達・
アサインエンジニア
（調達部門）

サイト事務所長
（建設部門）

内部SQE監査
SQE統括部プロジェクトマネージャー

SQE担当者

ISO認証と内部監査

■ISO認証
　当社は1994年3月、審査登録機関をLRQAとして、

英国認証機関認定審議会（UKAS）及び日本適合性

認定協会（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、2006年4月に4回目
の更新審査を受け、ISO 9001:2000認証を更新しま
した。

　また、2004年10月、本社オフィスと国内サイトを対
象に、審査登録機関をLRQAとして、UKAS及び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、 2007年10月に1回目の更新審査を受け、

ISO 14001:2004認証を更新しました。

ISO 9001登録証 ISO 14001登録証
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SQE  安全・品質・環境（SQE）マネジメント推進体制

　LRQAによるサーベイランス（定期審査）は年2回（3
月、9月）、前記2つの規格について同時に実施され、

LRQAからの指摘事項を是正することで、当社の品質

及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。

　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の運用に向
け、現在、準備を進めています。

■内部監査

　当社の品質及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、定期的に品質･環境の

同時監査を行い、経営に役立つ有効な監査となるよう

に心掛けています。

　また、サイトの安全監査は、環境監査を兼ねて定期

的に実施しています。

SQE教育

　当社が行う従業員向けSQE教育には、定期的なTEC特別講座「品質･HSSEマネジメント」と内部品質･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。

■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。この講座の中には｢品質･HSSEマネジメント｣に関する講座も設けており、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

　内部の品質･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利用して教育を実施しています。

内部監査
各部門の監査は、2名の監査員により実施されます。

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です。 



〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2丁目8-1
Tel: 047-451-1111
Fax: 047-454-1800
URL: http://www.toyo-eng.co.jp/

Ⓡを付けた標章は東洋エンジニアリング株式会社の日本における登録商標です。

©2008 Toyo Engineering Corp.


