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●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（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

  2010年度（2010年4月1日から2011年3月31日）
の活動を対象にし作成しました。海外のデータ

は、 2010年1月1日から12月31日が対象です。一
部で、2011年度の活動も掲載しています。

●対象範囲

  当社グループ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

 2012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）

編集方針
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お客様、地域社会、そして国際社会から信頼される企業を目指して

　このたびの東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りす

るとともに、被災地の一日も早い復旧、復興を心より祈念しており

ます。当社といたしましても、引き続きできる限りの支援と協力を、

全社を挙げて取り組んでまいります。

　このたびの大震災に直面し、安心で安全な暮らしを守るこ

とへの重要性が改めて問われる中で、当社は使命として定めて

いる、Engineering for Sustainable Growth of the Global 

Communityを再認識し、世界水準のエンジニアリングの提供を通

じ、持続性ある地球社会の実現に貢献いたします。このエンジニアリ

ングを遂行する過程において、品質およびHSSE（健康、安全、セキュ

リティ、環境保全）に関する社会的な要求も満足することが社会的責

任と認識しております。

　特に、安全におきましては、多面的な観点から対策を施し、何よ

りもの優先課題としております。業務の過程で尊い人命が損なわれ

ることはなんとしてもあってはならず、そのための努力と時間および

費用は全てに優先します。業務を進める上で、安全は基盤であるという考えを常とし、かつ実行する安全文化を浸透さ

せることを目的に、全従業員を対象とした安全教育を実施しております。安全は工事担当者だけではなく、全社で取り

組まなければならない活動です。

　さらに、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、環境に配慮した設計を心がけて

おり、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配慮した建設工事を実施しております。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そして国際社会からも信頼される企業として今後

も活動してまいります。

　1961年に設立された当社は今年50周年を迎えました。これもひとえにお客様のご支援、ご協力の賜物であると心よ
り感謝いたします。今後もお客様の立場になり、お客様とともに課題を解決するための知恵を提供させていただき、継

続的に信頼していただけるエンジニアリング・パートナーであり続けることを目指してまいります。

　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2011｣を取りまとめました。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23年8月

取締役社長

社長メッセージ



会社概要（2011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 3,956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、など 

 ●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

Global Toyo

　Global Toyoとは、世界に点在する当

社グループが、所在地域においてお客様に

密着しつつ、地域を越えて連携し、最適な

フォーメーションと共通する業務基準に基づ

いてプロジェクトを実施する、グローバル

ネットワーク体制のことです。

　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、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

スを提供します。

Toyo-Venezuela

SATEC

Toyo-Brazil

Toyo-U.S.A.

Toyo-Canada

Toyo-Europe

Toyo-India

Tri Ocean

Toyo-Thai

Toyo-China

Toyo-Korea
Toyo-Japan

Toyo-Malaysia

〈Global Toyo Companies〉
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
SATEC： Saudi Toyo Engineering Company
Toyo Europe： Toyo Engineering Europe, S.A.
Toyo-Canada： Toyo Canada Corporation
Tri Ocean： Tri Ocean Engineering Limited
Toyo-U.S.A.： Toyo U.S.A., Inc.
Toyo-Venezuela： Toyo Ingeniería de Venezuela, C.A.
Toyo-Brazil： Toyo do Brasil-Consultoria E Construcoes Industriais Ltda.

〈Group Company〉
Toyo-Thai： Toyo-Thai Corporation Public Company Limited

Worldwide Network
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Safety & Environmental Report 2011

>>>>> http://www.toyo-eng.co.jp/会社概要／Global Toyo
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　社会から信頼される企業ーその前提には｢安全｣への
十分な配慮があります。当社グループは、事業を展開する
過程、例えば建設工事において、万一にも尊い人命が損な
われることの無いよう、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しています。
　さらに「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を通じ、この安全文
化を社内に浸透させるための施策を、継続的に推進してい
ます。
　「安全」は当社の重要なブランドの一つです。これを当社
グループの共通のブランドとするため、多面的な活動を実
施し、グループとして確固たる安全文化の確立に積極的に
取り組んでいます。

安　　全

� �

安全へのメッセージ



安　　全

•••客先からのメッセージ•••

　当社は、建設工事を無事故・無災害で完了し、お客様のニーズを満足し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）では、お客様および協力会社と一体となってHSSE （健康、安全、セキュリティ、

環境保全） 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。

　海外のお客様から、当社の無事故・無災害での建設工事に対して、以下のとおりメッセージを頂いています。

� �

＜QATAR SHELL GTL からのメッセージ＞　
THC’s (Toyo Hyundai Consortium) safety performance on Pearl GTL project has been a fantastic journey, where 
learnings were consistently incorporated leading up to excellence in safety performance. 2007 was the year to 
commence construction, and the challenge was to satisfy the minimum required HSE readiness prior to starting 
the work. At peak construction in 2008, the work site has seen many challenges from a safety perspective. It 
was the time when THC senior management made a very clear commitment that they will visibly step in and 
personally drive HSE performance. It was a time when they committed to taking full personal accountability for 
the safety of every person on site.
The start point was an agreed statement - “We want to keep everybody safe everyday”. It was realized early that 
“Safety Ownership” and “Safety Leadership” are the foundation to build a solid safety culture which is the best 
investment for safety performance.
　THC launched many classroom and site initiatives for training and coaching. They were ultimately designed so 
that people are equipped with the right technical and safety skills. Leadership training for different levels was a 
key, and it enforced the concept that “Safety is a line responsibility”.
Active visibility on site and stimulating safety conversation with workers and supervisors made a difference 
by sending strong safety message and setting clear expectations. It encouraged and empowered everybody 
to speak up and intervene in unsafe acts and to report through the channels as safety observation. All the 
observations are collected and analyzed to show the trend and then getting the senior and discipline managers 
to take actions to ensure observation made today are not left to develop into incidents tomorrow.
　Safety communications, award programmes, safety walk downs, dedicated inspections, health and welfare 
activities and many others were part of a big health and safety programme implemented by THC. 
As a result of all that, and since 15th of Feb 2009 THC did not experience any serious injury.  THC has achieved over 
28 million man-hours without lost time injury, and the frequency for small injuries was considerably reduced. It is 
a world class performance proved by all the leading and lagging indicators. Well done THC.
2011 is the year for completion and it is a challenging year for THC - and everybody else on site - to maintain safe 
progress and the advice is to keep the “planning” and “communication” on top of the agenda. It is one more 
occasion for THC to test the safety leadership and commitment, and I expect success.

February 2011



＜抄訳＞

　カタールGTLプロジェクトにおけるTHC （当社と現代建設のコンソーシアム）による安全活動は、教育･訓練が

工事にしっかりと活かされ、すばらしい成果を上げました。
　

　建設開始の2007年は、基本となる工事に必要なHSEに関する業務の準備が課題でした。次に工事がピークと

なった2008年は、現場安全の観点から多くの課題が見られました。しかしながら、その後、サイトの管理者が
安全に対して明確なコミットメントを行い、サイト全員が「安全への責任を果たす」と宣言した時点から、安全活

動の成果は目に見えて改善しました。
　

　THCは、サイト全員が正しい作業手順と安全知識を身につけるため、多くの安全教育・訓練を遂行し、また、

管理者への教育を行うことで、安全の確保は「監督者の責任」であるという考えを浸透させていました。危険な

行動を監督者が発見した場合には、作業を中止し、危険な作業については事前に作業者と確認し、その日の危

険な行為や危険状態をそのままにすることで、明日の事故につながらないよう、各監督者は確実に安全活動を

指導したといえます。
　

　安全活動として、安全に係るコミュニケーション、安全表彰制度、安全パトロール、健康・衛生の活動等が実

施されてきました。
　

　その結果として、2009年2月15日以降、重大な事故は発生していません。THCは2,800万時間以上の無休業記
録を更新しており、小さな怪我も著しく減少しました。これらは世界のトップクラスの記録といえます。　
　

　2011年はプラント完成の年であり、THCおよびサイト全員で安全の成果を維持する年です。THCへの優先

課題としては、事前の計画と十分なコミュニケーションを確保し、さらに、リーダーシップとコミットメン

トを再確認することをアドバイスいたします。プロジェクトの成功を確信しています。

2011年 2月

Safety & Environmental Report 2011
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Qatar Shell GTL、
Mr. M. Noor, HSEマネジャー（左側）
およびTHC、柳コンソーシアムリーダー（右側）
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＜大連住化金港化工有限公司（住友化学現地合弁会社）からのメッセージ＞

　2010年4月の着工以来、現在まで1,591,493時間、連続無事故・無災害を継続中で、感謝しています。弊社プ
ロジェクトメンバーは、中国での工事ということで、その工事の確実性および安全性について、大変心配してお

りました。しかしながら、貴社はこれまでの経験・ノウハウの蓄積を生かすとともに、真摯に取り組んでおり、

弊社も安心しています。大連は中国の東北地方に位置し、冬季は極寒のなかでの工事となるなど、困難をともな

う点が多々ありますが、多くの工事関係者に対する管理は素晴らしいと感じています。
　

　安全への取り組みという点では、日常から安全への取り組みを高めるべく、3S（整理・整頓・清掃）の徹底、毎

月初めに安全大会を定期的に催すことにより全ての工事関係者の安全意識を高めるなど、管理を実施していま

す。また、安全表彰制度により工事関係者の安全へのモチベーションを向上させるなど、工場の操業を行う際に、

弊社も見習わなければならない点が多くあると感じています。
　

　これからプラントの完成まで、今後も高い品質で安全に工事を続けて、弊社の期待に応えていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

2011年 3月

大連住化金港化工有限公司一同
薫事兼総経理　山田光昭氏（右から4人目）（当時）
とサイトのプロジェクトメンバー
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　さらに、以下に示す国内、海外からのお客様および協会から表彰状を頂いています。

安全表彰実績（2010年3月～2011年3月）

日　　付 表彰理由 お客様および協会 表彰説明

2010年10月
連続無事故・
無災害

太陽石油株式会社 RFCC装置内のC3スプリッタ装置等プロジェクト（日本）において、
連続無事故・無災害での完工

2010年10月
連続無事故・
無災害

NSCI
（National Safety Council of India）

エチレンプロジェクト（インド）において、2009年の連続無事
故・無災害の達成に対し、Silver Safety Awardを受領

2010年 8月
連続無事故・
無災害

大阪石油化学株式会社
大阪石油化学工場内プロジェクト（日本）において、連続無事故・
無災害での完工

2010年 7月
平成22年度エンジ
ニアリング功労賞

（財）エンジニアリング振興協会
（現：一般財団法人エンジニアリング協会）

シンガポール・シェル向けエチレンプラントにおいて、プラント
遂行成果への高い評価

2010年 3月
連続無事故・
無災害

新日本石油精製株式会社
（現：JX日鉱日石エネルギー株式会社）

ETBEおよびMEROXプロジェクト（日本）において、連続無事故・
無災害での完工

太陽石油（株）よりの感謝状NSCIよりの表彰状
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■事故の型別死傷者

　当社での2007年から2011年（2011年は4月末までの記録）の死傷者数（死亡災害5人、休業災害42人、計47人）を事
故の型別に分類すると、墜落・転落が全体の38%を占めています。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。

事故の型別死傷者割合（2007年～2011年）

■墜落・転落　■激突　■挟まれ・巻込まれ　■切れ・こすれ　■転倒　■物の飛来・落下　

■崩壊・倒壊　■高温への接触　■有害物の吸引・接触　■動作の反動・無理な姿勢

38% 17% 15% 6% 6% 6% 4%

2%

•••安全への取り組み•••

■安全記録

　当社の2007年から2011年（2011年は4月末までの記録）の安全記録は、以下のとおりです。休業災害度数率および
総災害度数率はともに、低下傾向にあります。休業災害度数率（LTIR）は、0.1以下が世界一流のエンジニアリング企業
の安全レベルといわれています。

過去5年間の安全記録（国内および海外プロジェクトの合計）

年 延労働日数
（人・日）

延実労働時間数
（A）

労働災害人数 休業災害
度数率
（注 1）

総災害
度数率
（注 2）死亡災害 休業災害 無休業災害

（通院・治療）
死亡および
休業災害（B）

総災害（C）

2007 9,012,650 89,334,017 1 16 326 17 343 0.19 3.84 

2008 9,685,066 96,925,454 3 14 236 17 253 0.18 2.61 

2009 10,524,345 104,229,724 0 8 131 8 139 0.08 1.33 

2010 5,866,408 57,652,883 1 3 43 4 47 0.07 0.82 

＊2011 1,230,328 12,114,123 0 1 0 1 1 0.08 0.08 

注1：休業災害度数率（LTIR）=（B）×1,000,000／（A）　　注2：総災害度数率（TRIR）=（C）×1,000,000／（A）　　＊2011年は4月末までの記録

休業災害度数率（LTIR）

（年度）2007 2008 2009 2010 ＊2011

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

総災害度数率（TRIR）

（年度）2007 2008 2009 2010 ＊2011

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00
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■建設工事の安全　～ベネズエラ　アンモニア・尿素プラント　プロジェクト～

　本プロジェクトは、ベネズエラのPetroquimica de Venezuela S.A.（PEQUIVEN）から受注したアンモニア・尿素プ

ラントおよび付帯設備を建設するものです。当社、Ferrostaal A.G.（ドイツ）および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から西へ約150kmのカラボボ州モロン市です。　

　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の下で、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。

避難訓練

近隣プラントからの有毒ガス発生に備え、ガスマスクを

常時携帯し、協力会社とともに、定期的な避難訓練を実

施しています。また、サイト周囲フェンスに複数の定置

型の検知器および警報器を設置しています。

交通事故防止対策

専門家をサイトに招き、運転者の技術評価を行っていま

す。また、事故防止と盗難・誘拐時の対策として全ての

乗用車にGPS（全地球測位システム）を搭載し、現在位置

とスピードを事務所でリアルタイムに検知しています。

安全表彰

監督および作業員への安全表彰の様子です。コンソーシ

アムでは、当社グループで統一された安全表彰および罰

則規定を適用しています。



Safety & Environmental Report 2011

>>>>> http://www.toyo-eng.co.jp/安　　全

�� ��

■建設工事の安全　～中国　ポリカーボネート樹脂プラント　プロジェクト～

　本プロジェクトは、三菱ガス化学（株）・三菱エンジニアリングプラスチックス（株）の合弁会社である菱優工程塑料（上

海）有限公司より受注した、ポリカーボネート樹脂製造設備を建設するものです。当社は設計、調達、工事、試運転助

勢を担当し、新工場の生産開始は2012年の予定です。
　上海から南へ約50kmの上海化学工業区に位置するサイトでは、建設工事がピークを迎えており、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。

整理・整頓

屋内資材保管場所は、コンクリート床が施工され、継手などの

配管部品が整然と並べられています。

安全と品質は同一基盤

配管のプレファブ溶接作業は仮設建物内部で行われています。

雨、風による影響がなくなり、溶接欠陥率が減少しています。
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■Global Toyo HSSE活動
　当社グループは、全ての国・地域で同一レベルの安全管理を実施するために、統一基準を制定し、その徹底を図る

Global Toyo HSSE活動を推進しています。

　この活動を推進するために、当社グループのHSSE責任者は、年2回一同に会して意見交換を行い、活動の向上に取り組
んでいます。

Global Toyo HSSE責任者会議

参加した当社グループ：
 •Toyo-Japan  
•Toyo-Korea   
•Toyo-China   
•Toyo-Malaysia   
•Toyo-India　　

当社グループ会社での全社安全教育

当社での全社安全教育

■安全文化の進展に向けた活動

●全社安全教育の推進

　当社では、 従業員一人ひとりの安全に対する意識および知識の維持・向上を目指し、2011年3月から全役職員を対象
に、第2回目となる全社安全教育を開始しました。
　また、当社グループ各社においても、当社と同様の全社安全教育を開始しています。
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●安全キャンペーン

　2010年の「安全キャンペーン」は、日本での全国安全週間の開始に合わせ、7月1日から1ヶ月間、当社グループ各社と
同時に開催する最初の年となりました。日常生活に対する普段の意識付けが大切であることから、建設現場だけでなく、

事務所での全役職員も、積極的に参加しています。

グループ会社での救助訓練

安全キャンペーンの主なプログラム

•社長安全メッセージの掲示
•車両衝突模擬体験
•ビデオ映写会
•各拠点でのキャンペーン活動
•プロジェクトHSE報告会
•朝のラジオ体操
•サイトでの安全管理活動
•救助訓練の紹介

当社の正面玄関受付　キャンペーンポスターの掲示

全国安全週間期間中のサイト全体集会
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●完了プロジェクトからのフィードバック

　シンガポールエチレンプロジェクトでの連続無事故・無災害時間（3,987万時間）の大記録はどのような安全活動から
生まれたのか？　このことを全社で共有し、他プロジェクトへの展開を目的とした「プロジェクトHSE報告会」を、2010
年7月に行いました。
　サイトでの安全活動をリードしたトップマネジメントにより、安全衛生マネジメント活動、6ヶ国語の安全教育、表彰お
よび罰則制度、小グループでの危険予知活動、プロの役者による寸劇、マネジャー・監督によるエリア毎の評価活動等

が紹介されました。

　トップマネジメントが、安全活動を地道にかつ率先して行い、安全の重要性を示すことが結果として素晴らしい安全

記録の達成につながる、との報告がありました。

シンガポールエチレン「プロジェクトHSE報告会」

Safety & Environmental Report 2011
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●ヒヤリハットシステム

　サイトでは、「ヒヤリとした」、「ハッとした」状況の繰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1月より2010年5月までの1,579件のデータについて分析を行いました。

⑴  ヒヤリハットシステム分析結果のまとめ 
（上位3番目までを表示）
項目　　　　　　　　　順位 第1位 （%） 第2位 （%） 第3位 （%）

発生時間 午前 49.6 午後 38.2 早朝 6.8

原因
物 飛来・落下 57.6 土砂崩れ 9.3 火災 9.0

人 つまずき・転倒 32.7 激突 18.1 墜落・転落 17.8

どうして事故が
起こりそうに
なったか

人 確認せず 21.0
状況に対応
できなかった

11.0 急いでいた 8.8

作業 KYK未実施 28.2 一人作業 20.9
調査不足 7.2

計画ミス 7.2

物 養生不良 23.0
保護具・
用具の不良・
不備・不着用

16.7 足場不良 14.3

＝前回2009年10月に実施した分析値と比較して、特徴のある項目

⑵ 分析結果の特徴と対策
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｣として、早朝・午前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 ｢原因」として、飛来・落下およびつまずき・転倒が多いことへの対策
 ●毎日の整理整頓および危険箇所への養生・対策の実施
 ●事故およびヒヤリハット事例を参考にした教育の実施

③ 「どうして事故が起こりそうになったか」として、KYK未実施への対策
 ●KYKを主催するメンバーへの社内マニュアルに従った教育の実施
 ●KYカードを用いた一人KY（注3）の実施

（注1）KYK（危険予知活動）とは、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。
（注3）一人KYとは、作業員各自が作業直前に、「KYカード」（危険予知の自問カード）を用いて行う活動です。

�� ��
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•••事故の教訓•••

■酸欠事故

　サイトにおける死亡事故には、建設工事（溶接作業、リークテスト、機材保管のためのガス封入等）および試運転作業

（窒素ガスによる置換等）で利用する無色・無臭の不活性ガス（窒素ガス、アルゴンガス）による酸欠事故があります。

　酸欠事故は、墜落・転落事故、感電事故と並ぶ、3大死亡要因の一つです。非常に残念なことですが、当社グループ
でも、過去に酸欠事故が発生しています。そこで、酸欠事故の未然防止に向け、いくつかの事例を振り返り、その教訓

を紹介します。

　不活性ガスを一息吸うと一瞬にして意識が無くなります。“呼吸が苦しくなったら逃げれば良い”と考えていては手遅

れになります。不活性ガスは毒ガスと同じです。事故を招かないためには、安全の知識と共に、とっさの時こそルール

に従った行動の重要性を繰り返し教育することが必要です。

■事例-1

状況 原因 対策

パイプライン（28インチ）の水圧テスト完了後、使用した
水をパイプ内部から除去するため、ピグフラッシング（注）

を実施したところ、ピグがパイプラインの途中で動かな

くなった。 

 空気圧縮機を使用する手順だったが入手できず、液体窒

素のガス圧力により、詰まったピグを取り出した。

その後、再度ピグを深く押し込もうと作業員1名がパイ
プ内部へ入り失神し、その作業員を助けようとした2名
の仲間も内部に入り、次々に失神。3名のうち、2名は病
院で回復したが、1名は死亡した。

（注：パイプ内部にピグと呼ぶボールのようなものを移動させることによ
り、パイプ内部清掃および不要物除去を行う作業）

● 残留窒素ガス
（不活性）によ

る酸欠 

● 窒素ガスの危険
性を認識せず

● 作業（パイプ内
に入る）許可書

の未取得およ

びガス検知器

検査の未実施

⑴  サイトでの対策

● 液体窒素による作業の禁止、およ
び掲示板を増やし注意喚起 
● 全体集会で、決められた手順の遵
守を説明

● 監督者および関係作業員に窒素ガ
スの危険性を教育

⑵本社での対策

● 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

意喚起

● 工事方法に変更があった場合の連
絡方法を明確にするよう指導

事故発生場所 事故発生場所の全景
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このはしごからパイプに入った。

アルゴンガスホース

パイプ開口部パイプ（30インチ）

はしご

溶接部

ガス
密封用板

■事例-2

状況 原因 対策

溶接工2名、見張りと作業補助各1名の計4名のチームで
パイプの外側から溶接作業を行っていた。溶接施工要領

では、パイプ内部の溶接部近傍はアルゴンガス（不活性

ガス）で満たす方法であった。　

作業の途中で、内面の溶接状態を目視で確認（要領に規

定無し）するため、溶接工1名がパイプ内部に入った。数分
後見張りが呼んでも答えが無く、ロープを使って引き上げ

た。救命処置後、病院に運んだが死亡した。

● アルゴンガスに
よる酸欠 

● パイプ内部のア
ルゴンガスの危

険性を認識せず

● 作業（パイプ内
部に入る）許可

書の未取得およ

びガス検知器検

査の未実施

⑴  サイトでの対策

● 密閉空間を表示する掲示板を増や
し注意喚起  
● 全体集会で、決められた手順の遵
守を説明

● 監督者および関係作業員に窒素ガ
スの危険性を教育

⑵本社での対策

● 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

意喚起

�� ��
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アルゴンガスホース

パイプ開口部パイプ（30インチ）

はしご

溶接部

ガス
密封用板
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約12m

内部架台

約3m

ホース

窒素配管空気配管

■事例-3

状況 原因 対策

プラント定修期間の工事において、監督者と作業者2名の
計3名のチームで容器内部の作業（溶接スパッタ除去や内
部清掃）を実施するため、先に2名の作業員が入った。作
業中に必要な空気を送るため、監督者はホースを空気配

管につなぐべきところ、誤って窒素配管につないだ後、監

督者も作業のため容器の内部に入った。

近くの作業チームの1名が、様子がおかしいことに気づき、
マンホールから覗いたところ、内部架台の上に3名が倒れ
ているのを発見した。容器内部から外へ出し、客先の病

院に運んだが3名の死亡が確認された。

● 窒素ガスによる
酸欠 

● 窒素配管と空
気配管の識別

誤認

● 作業（容器内部
に入る）前ガス

検知器検査の

未実施

⑴  サイトでの対策

● ホースおよび供給配管に識別を確
実にする（色、タグ）表示  
●内部作業には、必ず見張りを配員

● 監督者および関係作業員に窒素ガ
スの危険性を教育

 ⑵本社での対策

● 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、識

別表示（色、タグ）を指示
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　当社グループは創業以来、プロジェクトの実行において総合エンジニ
アリング力およびプロジェクトマネジメント力により、お客様の課題を解
決しています。
　その過程では環境に貢献する技術の開発・導入・改良を推し進め、ク
リーンエネルギー /新エネルギー、CO2削減/省エネルギー、廃水や廃棄
物のリサイクル技術、有害物質除去技術等に取り組み、環境負荷の少な
いプラントを建設しています。また建設工事では、建設廃棄物の適切な
管理により、汚染の防止、環境負荷の低減に努めています。
　当社グループはグローバル企業として、国内外のお客様へ蓄積された
知識・経験をベースに、環境に貢献する技術の提案を行うとともに、環
境保全活動に積極的に取り組み、企業の社会的責任を今後も果たして
まいります。

環境へのメッセージ

環　　境
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•••環境に貢献する技術を活用したプロジェクト•••

　当社グループは、お客様の課題解決のために、自社技術や社外の特徴的な技術を活用し、プロジェクトを遂行して

います。そして、品質およびHSSE（健康、安全、セキュリティ、環境保全） において、目標に沿った最適なプロジェクト

を完成させます。　

　ここでは、当社グループが取り組んでいる環境に貢献する技術の中で、特に、クリーンエネルギーとCO2削減/省エネ

ルギーに関する技術を活用したプロジェクトを紹介します。

■クリーンエネルギー技術の活用 
●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、米国ベロシス社および三井海洋開発（株）（MODEC）と共同で、2007年11月から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。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利用するものであり、

早期の商業化が期待されています。

2007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
●商業化技術の確立

●Floating GTLへの展開

Stage-1 Stage-2 Stage-3 商業化
2009年 2011年 2013年

マイクロGTL開発のスケジュール

Safety & Environmental Report 2011

>>>>> http://www.toyo-eng.co.jp/環　　境



�� ��

Safety & Environmental Report 2011

>>>>> http://www.toyo-eng.co.jp/環　　境

2

　2011年5月、タイで製作したモジュールがブラジル・セアラ州フォルタレザ市にあるペトロブラス社製油所に到着しま
した。この実証機の建設・運転を経て、2013年度までの商業化を目指しています。

マイクロGTL実証プラントのモジュールをタイで製作

モジュールをタイからブラジルに向け、船に積み込む様子 ブラジルに到着したモジュールの荷揚げ

1

3
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●中規模電動LNG（液化天然ガス）プラント
　当社は（株）日立製作所と共同で、豪州のガスの開発会社であるイースタン・スターガス社向けにオーストラリア・ニュー

サウスウェールズ州のニューキャスルに建設される中規模電動LNGプラントの基本設計を実施しています。

　中規模電動LNGプラントは、圧縮工程にガスタービンを使わず電気モーターを使用するため信頼性が高くエネルギー

効率が良いこと、環境へのインパクトが少ないこと、敷地面積が少なくて済み低騒音であることなど、環境保全に適し

たLNGプラントです。

　また、生産規模が漸次拡張可能であるため、経済的、地理的理由から開発が進んでいない中小規模ガス田およびコー

ルベッドメタン（Coal Bed Methane）の段階的開発にも適しているという特徴があります。

　中規模電動LNGプラントは中小規模ガス田の有効利用の観点から今後の需要拡大が期待されています。

中規模電動LNGプラントのイメージ図
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■CO2削減/省エネルギー技術の活用
●洋上原油処理設備～CO2回収・貯留技術を採用～

　当社と三井海洋開発（株）（MODEC）が共同

でシンガポールに設立したMODEC and TOYO 

Offshore Production Systems Pte. Ltd.（MTOPS）

は、MODEC社より、浮体式海洋石油生産・貯蔵・

積出設備（FPSO： Floating Production, Storage 

and Offloading system）に搭載する船上処理設備

を受注して、プロジェクトを実施しています。

　このFPSO設備は、ブラジルの国営石油会社であ

るペトロブラス社向けに納入されるものです。

　本設備には、船上で原油中のCO2を分離し再度

油田に戻すCO2回収・貯留技術（CCS： Carbon 

Dioxide Capture and Storage） が採用され、地球

環境保全の面からの配慮がなされています。

オイル／ガス
分離

オイル、
ガス、
水産出

ガス／CO2

抽入

水深
約 2,100m

CO2

分離
ガス／CO2

圧縮

オイル、ガス貯留層

オイル貯蔵

●高効率複合発電の採用

　当社と三井物産（株）は、電源開発（株）が主要株主

であるタイの民間発電会社ガルフジェイピーカンパニー

リミテッド（Gulf JP Co., Ltd.）が100%出資するSPC（注）

と契約し、バンコク近郊7ヶ所に熱電併給ガスタービン
コンバインドサイクル発電所を建設するプロジェクトを

実施しています（1基当たり110-120MW、総発電容量

780MW）。

　当社は機器供給を行い、現地工事は三井物産の現

地SPCであるミットパワー（タイランド）リミテッド （Mit-

Power （Thailand） Ltd.） が行っています。

　当社が供給する発電設備は、廃熱回収ボイラー（HRSG）、

ガスタービン発電機（GTG）、蒸気タービン発電機（STG）

を組み合わせて発電する複合発電タイプです。発電機に高

効率タイプを採用することで、49%以上の発電効率を達成

します。
（注）SPC（Special Purpose Company）：特定目的会社

発電設備の3D図

HRSG

STG

GTG

CO2回収・貯留設備のイメージ図
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建設サイトの様子
バンコクから北約90km、世界文化遺産にも登録されたアユタヤ遺跡の北東約30kmに位置する 
ノンカエ工業団地の一画で、発電所の建設のため、杭打ちを行っています。

タイ/アユタヤ世界遺産の風景

　プロジェクトは2010年10月から順次開始し、2013年10月の工事の完成を予定しています。 2011年3月現在、概ね主要
機器の発注作業を完了し、メーカーによる設計、製作が開始されたところです。現地では、整地工事を開始し、一部で

は杭打ち工事が開始されました。



●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、自社技術による100基以上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

必要としていました。これに対して、最新プロセス（ACES21®）では、スチーム0.43トン（54%減）と電力118kWh （16%
減）となり、大幅なCO2削減/省エネルギーに貢献しています。

尿素製品
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•••環境への取り組み•••

■オフィス（注）省エネルギー・省資源活動  （注）オフィスとは、本社･総合エンジニアリングセンター

●CO2発生量の削減

　オフィスにおけるCO2の発生量は、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、
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ています。

　2010年度のCO2発生量は1992年度に対して、約30%削減されました。

　現在オフィスでは、大震災による電力不足を乗り切るために、緊急の節電対策（執務室照明のカット、夏場の空調温

度設定の変更、ブラインドの締切り、消灯の徹底、エレベーターの限定運転など）を実施しております。
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110

CO
2発
生
量
相
対
値（

%
）

（年度）92 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

CO2発生量相対値（1992年度を100とする）

● 　一般廃棄物　　　　　●　リサイクル廃棄物
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一般およびリサイクル廃棄物排出量

●一般廃棄物およびリサイクル廃棄物(注)の削減 
　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・印刷の徹底を実施し、削減努力を維持してい

ます。

　一般廃棄物およびリサイクル廃棄物の排出量は徐々に減少し、2010年度にはそれぞれ221トンおよび179トンとなり、

2009年度と比較してそれぞれほぼ同水準となりました。
（注） リサイクル廃棄物とは、コピー用紙、新聞、ビン･カン、などのリサイクル可能な廃棄物
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■ コンクリートがら＊　■ アスファルト・コンクリートがら＊　
■ その他がれき　■ ガラス屑・陶磁器屑　■ 廃プラスチック類　
■ 金属屑＊　■ 木屑＊　■ 混合　■ その他　
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出
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建設廃棄物　種類別排出割合（国内サイト）

■建設廃棄物の総排出量

●国内サイト

⑴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。

　2010年度の国内サイトの建設廃棄物排出量
は846トンとなり、2009年度より1,087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。図の(*)で示した廃

棄物はリサイクル可能な廃棄物です。

■ リサイクル　■ 埋立　■ 焼却
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⑵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。

　2010年度の処分方法の割合はリサイクル率

80%、埋立19%、焼却1%でした。

　2010年度のリサイクル率は、建設廃棄物で
「混合」の割合が増加したことに伴い、2009年
度の94.9%から80%に減少しています。

⑶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。

　木くず、金属くず、アス・コンがら、コンク

リートがらのリサイクル率は、100%となって

います。
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総排出量 (建設残土除く) ■ 2008年: 44,300トン　
　　　　　　　　　　　■ 2009年: 51,800トン　
　　　　　　　　　　　■ 2010年: 12,500トン
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建設残土／汚泥を除いた比較（％表示は、各年の建設残土を除く総排出量に対する種類別割合です）

●海外サイト

建設廃棄物の排出量と種類別割合

　海外サイトにおける2010年（2010年1月から2010年12月まで）の総排出量は32.0千トンで、2008年より50%減少、

2009年より42%減少しました。

　2010年の建設残土／汚泥が増加した理由は、ベネズエラのプロジェクトにおいて、建設残土／汚泥を敷地内での埋
め戻しができず、外部へ排出したためです。

　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。建設残土／汚泥を除いた2010年の建設廃棄
物の総排出量は12.5千トンで2009年より76%減少しました。
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建設残土／汚泥とその他の比較（％表示は、各年の総排出量に対する種類別割合です）
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■設計･調達･建設における環境負荷低減活動

●設計活動

　当社ではプラント運転時での環境負荷を低減するために、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

　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。

活動事例（1）
　プロセス設計では、設計圧力を当社の知見・経験からより低く設定することをお客様に提案しました。その結果、設

計圧力を下げ、より小さいポンプの採用が実現して、電力消費量の低減、資源の節約に貢献しています。

活動事例（2）
　配管設計ではムダの削減、やり直し工事の削減を環境目標に取り上げています。チェックリストの活用や定期的

なモデルレビュー（コンピュータの3次元CAD設計ソフトを使い、画面上で設計検証を行う）等の確実な実施の結果、

配管工事変更が少なくなり、エネルギーや資源の浪費を低減しています。
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●調達活動

　購買業務では、機器資材の「電子引合システム」の採用により、見積り引合先の発注実績や、製作能力等のデー

タを効率的に調査し、見積引合先の選定に活用しています。また取引先に対してシステム上でアクセスして機器資

材の引合書類を提供する等、紙資源の節約を進めています。

　また購買活動後の工程管理、検査、輸送業務では、「機器資材納期管理システム」を活用しています。これにより、機

器資材の製作進捗や出荷状況等の情報を、当社オフィス、調達各国オフィス、建設現場等にてオンラインで共有し、業

務の効率化、省資源化を進めています。

製品の製作状況を示す画面の例

機器資材の品目、主要製作工程の開始と完了日、
出荷日等を示すシステム画面の例

Purchasing
購買

Expediting
工程管理

Inspection
検査

Transportation
輸送

Vendor

Download
Information

電子引合システム 機器資材納期管理システム

調達  Material Control System
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●建設活動

　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。建設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。

　①建設廃棄物の適正処理

　　

▲

 マニフェスト（廃棄物管理票）の徹底

　　

▲

 廃棄物委託先の処理場の視察

　②化学品（塗料など）の適正管理

　　

▲

 適正処理手順書の作成

　　

▲

  塗料業者よりMSDS（「化学物質等安全データシー

ト」のMaterial Safety Data Sheetの頭文字を取っ

たもの）を入手し、作業員に教育

　③環境配慮の工法確立

　　

▲

 建機の定期的整備と記録の保管

　　

▲

 人口密集地での夜間工事の中止

　④環境配慮の資材運送

　　

▲

 運送車両の定期的整備と記録の保管

　　

▲

 道路の散水、舗装化

　⑤濁水処理･油水分離処理

　　

▲

  ノッチタンク（水槽）による沈殿分離処理、油水分離処理

ベネズエラサイトでの海亀の子供

環　　境



�� ��

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

　当社は、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、部門部

室および個別プロジェクトの安全・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。

部門部室
（設計・調達・建設・本社管理）

個別プロジェクト

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

社長

SQE推進委員会

SQE会議
（マネジメントレビュー）

安全・品質・環境モニタリングと監査

指示

業務課題および
改善結果の報告

全社SQEマネジメント体制図

SQE会議
全社SQEマネジメント活動に関する社長直轄のマネジメントレビューの場として、運営方針
の確立と活動結果の評価・承認を行う。

SQE推進委員会
SQE会議での基本施策に基づき、安全・品質・環境の全社マネジメント活動を推進し、部
門部室および個別プロジェクトの具体的な機能強化および業務改善活動を推進する。

SQE統括部
部門部室（設計・調達・建設・本社管理）および個別プロジェクトの安全・品質・環境
に係る業務改善をモニタリングし、監査を通して、支援・推進する。その結果をSQE推
進委員会およびSQE会議に報告する。

安全･品質･環境（SQE）マネジメント推進体制 Safety & Environmental Report 2011
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•••ISO認証•••

　当社は1994年3月、英国認定協会（UKAS）

および日本適合性協会（JAB）が認定した認

証機関より品質マネジメントシステム規格 ISO 
9001: 1987の認証を取得し、その後、現在の

ISO 9001: 2008へと認証を更新しています。
　2004年10月、本社オフィスと国内サイト
を対象に、 環境マネジメントシステム規格 ISO 
14001: 1996の認証を取得し、その後、 現在の

ISO 14001: 2004へと認証を更新しています。
ISO 14001認証書ISO 9001認証書
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　また、2006年3月に、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、現在のISO/

IEC 27001: 2005へと認証を更新しています。

　なお、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に従って労働安全
衛生業務を実施しています。

•••SQE教育•••

　当社が行う従業員向けSQE教育には、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」および安全・品質・環境監査員養成教育があります。　

　また、プロジェクトのHSSE/品質を管理・統括するプロジェクトHSSEマネジャーやプロジェクトクオリティマネジャー

の教育、育成を行っています。

■TEC特別講座「品質・HSSEマネジメント」
　当社ではTEC特別講座として、｢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。

■安全・品質・環境監査員　養成教育

　当社は安全・品質・環境監査員を育成するため、候補者を特定し、外部の監査員養成機関を活用して教育を実施し

ています。

■プロジェクトSQEのマネジャーの教育・育成
　プロジェクトHSSEマネジャーやプロジェクトクオリティマネジャーのニーズが高まっており、当社では専門グループを

設立して育成するため、外部研修や、社内教育を通じて必要な教育を実施し、資格認定をした上で任命候補者としてい

ます。

安全･品質･環境（SQE）マネジメント推進体制
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