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社会とともに進める環境活動

　コスモ石油グループは、2001年より開始した地球環境の
保護と保全を呼びかけていく活動「コスモ アースコンシャ
ス アクト」の一環として、海・山・川などで自然と親しみな
がら清掃を行う「クリーン・キャンペーン」を全国展開して
おり、13年間で、延べ514ヵ所を清掃し、参加者201,883
名の方々にご協力いただき、総量5,353,617リットルのご
みを回収しました。毎年夏には「クリーン・キャンペーン in 
Mt.FUJI」を実施しています。2013年度は富士山の清掃と
エコトレッキングを行い、総勢187名で20,475リットルの
ごみを回収しました。

　コスモ石油は、事業所周辺の里山を「コスモの森」として
自治体より借り受け、里山を整備・保全し、次世代に残す
活動に取り組んでいます。堺製油所とコスモ松山石油（株）
では毎年2回「コスモの森」里山保全活動を実施しており、
コスモ石油社員とその家族が参加し里山保全活動を行っ
ています。千葉製油所では「コスモの森」を活かし、地元の
子どもを対象にした活動を年間を通じて実施しています。

　コスモ石油エコカード基金では、かけがえのない地球環
境を次世代を生きる子どもたちに残すため、カード会員の
皆様からのご協力をもとに「ずっと地球で暮らそう。」プロ
ジェクトを展開しています。約7.3万人の会員の皆様に支
えられ、2014年度で12年目に突入しました。会員の皆様
からお預かりした大切な寄付金を環境問題の解決のために
活用し、「環境修復と保全」「次世代育成」をテーマとした環
境保全活動を支援していきます。
　2013年度は、14のプロジェクトを実施しました。詳しい
実施内容については「コスモ石油エコカード基金活動報告
書2014」で報告しています。

「コスモ アースコンシャス アクト」クリーン・キャンペーン

「コスモの森」里山保全活動

コスモ石油エコカード基金

グループ内および社会とのコミュニケーション活動の推進
重点項目 5

活動スケジュール・報告　

コスモ アースコンシャス アクト（公式サイト）
http://www.tfm.co.jp/earth/ 
コスモ アースコンシャス アクト（Facebook）
http://www.facebook.com/earth.act/

国内外の環境修復と保全 次世代の育成

生物多様性の保全地球温暖化問題への取り組み

地球環境問題

持続可能な社会の実現

2013年度のプロジェクト

1 熱帯雨林保全（パプアニューギニア） 8 野口健　環境学校（日本国内）

2 熱帯雨林保全（ソロモン） 9 種まき塾（北海道）

3 シルクロード緑化（中国） 10 どんぐりの森　里山再生（長野県）

4 南太平洋諸国支援（キリバス） 11 ビオトープ浮島水辺の生態系回復（埼玉県ほか）

5 南太平洋諸国支援（ツバル） 12 南太平洋諸国生態系保全（日本・南太平洋諸国）

6 秦嶺山脈　森林・生態系回復（中国） 13 ムササビとともに暮らす里山再生（山梨県）

7 さとやま学校（長野県） 14 東日本大震災復興支援森は海の恋人（宮城県）

関連情報：コスモ石油エコカード基金活動報告書2014
http://www.cosmo-oil.co.jp/company/publish/ecoreport/
index.html



33

さまざまな社会活動

　コスモ石油グループは、国連が提唱するグローバル・コ
ンパクトに2006年から参加しており、人権・労働・環境・
腐敗防止にかかわる10原則を支持することに
よって、国際的な視点を採り入れ、CSR経営
を推進する企業姿勢を社会に対しコミットし、
CSR活動のさらなる向上をめざしています。

　コスモ石油海外技術協力センターは、産油国と技術協力
事業ならびに研修事業を中心とした技術交流を通して友好
関係の維持・発展に努め、相手国から高い評価をいただい
ています。なお、事業の実施に際しては、（一財）国際石油
交流センター（JCCP）などの補助金制度も活用しています。
　2013年度の主な活動として、技術協力事業では、JCCP
の「産油国石油産業等基盤整備事業」に参加し「オマーン国
製油所の環境対応に向けた設備および運転改善に関する
技術指導」を実施しました。研修事業に関しては、UAE、カ
タール、オマーン、ベトナムの4ヵ国6機関に対し、受入6
件、派遣1件の研修を実施しました。その他JCCP直轄研修
において5件の講義を引き受けました。

　コスモ石油は、経営理念のひとつである「企業と社会の
調和と共生」にもとづき、「未来の社会をつくる子どもたち
の啓発」「地球環境の保全」「文化的社会の構築」をコンセプ
トとして社会貢献活動に取り組んでいます。
　1993年から車社会への貢献として交通遺児の小学生を
対象に、環境の大切さを考える機会の一助となることをめ
ざして、自然体験プロ
グラム「コスモわくわく
探検隊」を実施していま
す。コスモ石油では、こ
れからもさまざまな社
会貢献活動を推進して
いきます。

国連グローバル・コンパクトへの参加

諸外国との技術交流を実施

主な社会貢献活動

グループ内および社会とのコミュニケーション活動の推進

重点項目 5

2013年度  社会貢献活動一覧
主催プログラム 活動内容 開催日
第21回コスモ
わくわく探検隊

交通遺児の小学生を対象とした
自然体験プログラム

2013年8月8日～
8月10日（2泊3日）

楽器とあそぼう！
コスモファミリー
コンサート

事業所のある地域の皆様を対象と
した「参加」して楽しめるコンサート
プログラム

2014年1月25日
（四日市）

コスモ 
クリスマスカード・
プロジェクト 2013

入院中の子どもたちにメッセージ
をそえたクリスマスカードを贈る
プロジェクト

2013年11月～
12月

Jazz Night@
魚籃寺
チャリティー・
ジャズ・コンサート

入院中の子どもに付きそう家族の
ための宿泊施設「ファミリーハウス」
を支援するチャリティ・コンサート

2013年9月6日

コスモ絵かきっず 児童養護施設で実施するグループ
社員による手作りワークショップ 2013年11月30日

ハッピードール・
プロジェクト

入院中の子どもたちと創作活動を
するプロジェクト 2013年3月28日

献血活動 社員による献血活動
2013年9月2日、
2014年2月25日／
コスモ石油本社ほか、
各事業所にて実施

人 権 原則  1 ： 人権擁護の支持と尊重
原則  2 ： 人権侵害への非加担

労 働

原則  3 ： 組合結成と団体交渉権の実効化
原則  4 ： 強制労働の排除
原則  5 ： 児童労働の実効的な排除
原則  6 ： 雇用と職業の差別撤廃

環 境
原則  7 ： 環境問題の予防的アプローチ
原則  8  ： 環境に対する責任のイニシアティブ
原則  9 ： 環境にやさしい技術の開発と普及

腐敗防止 原則 10 ： 強要･賄賂等の腐敗防止の取組み

2013年度  海外技術協力 研修事業一覧
受入研修

国名 研修内容 研修回数

UAE 精製技術 1件

カタール 上級管理職研修など 4件

ベトナム 環境管理 1件

合計 6件

派遣研修

国名 研修内容 研修回数

オマーン 設備保全と安全運転 1件

合計 1件

関連情報：社会貢献活動
http://www.cosmo-oil.co.jp/phil/index.html

「コスモわくわく探検隊」キャンプの様子
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