
平成 28年 2月 18日 

昭和四日市石油㈱ 環境安全課長殿、操油課長殿 

昭和シェル石油㈱ 業務センター所長殿 

陸運安全協力会  幹事各位 

昭和四日市石油㈱四日市製油所 

陸運安全協力会 事務局 

 

2月度 幹事連絡会（会議録） 

  

 １．日 時   平成 28年 2月 18日（木） 09：30～ 

 ２．場 所   昭和四日市石油 塩浜クラブ ２Ｆ 

 ３．出席者 16名（敬称略） 

昭四 ：福間操油課長、市川操油課長代理、中村操油係長、鵜飼環境安全課員 

昭シ ：石原 昭シ業務センター所長代理 

幹事・事務局（敬称略） 

昭永工業（山下、河合、伊藤、岩野） 

上野輸送（大賀）、ニヤクコーポーション（杉山）、暁興産（加藤） 

昭豊運輸（福田）、日本石油輸送（茂野）、日本通運（森） 

事務局（森） 

 

 ４．議  題 

4-1 総会準備案件 

会長より 

平成 28年（23回）総会議題について案を作成したので、本日の幹事連絡会でご意見を頂き、

3月の幹事会で正式決定を予定しています。 総会は 4月 21日(木)で計画通り変更はありま

せん。 

添付資料に従い討議審議をお願いします。 

(1) 平成 28年活動方針 

活動の基本方針 案 （添付資料-1 参照）を説明し了承された。 

 すべての関係者の安全意識の高揚を図り、法令・ルールを順守するとともに、指差呼称の

実施により作業確認を徹底することにより、製品の積み積込、輸送、荷卸し時の基本作業を

確実に行い、安全荷役を推進していきます。 

活動の重点目標は以下の通り 

(1) 指差呼称による作業確認の徹底 

(2) 法令・ルールの遵守 

(3) 教育による安全意識の高揚 

(4) 心と体の健康管理 

 

（2）平成 28年度スローガン 

2月 22日募集開始 3月 4日締め切りで募集し、3月 17日幹事会で正式決定する。 

本年度は、【基本作業・動作を確実に実行すること】 をアピールしたスローガンを募集す

ることになった。 



 

（3）月別行事計画および災害防止活動、月別重点目標、パトロール編成について 

平成 28年度計画を事務局より説明し、了承された。 

 

(4) 平成 28年度 役員案 （添付資料-2 参照） 

平成 28年役員案を全役員が合意した。 

昭永工業より、山下幹事から河合氏への変更依頼があり、全役員が賛同した。 

今後期の途中で異動などの理由で役員交代の場合は、併記して分かりやすくする。 

添付資料-2 で昭四殿へ承認願を提出することになった。 

 

(5) 平成 27年度 決算見込み 

事務局より平成 27年度決算見込みが説明された。 

事務局人件費 業務引継ぎで 70千円増 

事務局一般経費 消耗品および備品費減で 310千円減 

事業費 130千円減 

予備費 200千円減 

繰越金 660千円増加 

 

(6) 平成 27年度 予算案（添付資料-3 参照） 

会長より、予算案の骨子が説明された。 

優良施設見学会会費 ： 会の直接収入ではないので、予算収入から削除 

優良乗務員表彰  ：  マイスターに過去すでに表彰されていてもパトロールでの

優秀者には、少額の図書カードなどを渡せるよう考慮した。 

年末年始無事故運動： キャンペーンタオルを昨年より増加作製し配布を計画する。 

(6) 平成 27年度 表彰予定 （添付資料-3 参照） 

陸運安全協力会 表彰規程（内規）の一部改訂を全役員が承認した。 

① 陸運安全協力会表彰規程改定による（21 回総会） 

時間無災害 3 万時間、5 万時間、10 万時間、20 万時間の記念品金額の明確化 

100 万時間以上は 50 万時間ごとに表彰に変更 

② スローガン表彰に次点を設置 

陸運安全協力会 表彰規程 第２条３）特別表彰  幹事会選考基準（内規）および 

陸運安全協力会 表彰規程第７条に関する内規 を役員が再確認した。 

 

昭和四日市石油㈱表彰 候補 

会社表彰 上野輸送（株） 

個人表彰（個人特別功労）草間 昭 

個人表彰 ホリカワ運送(株) 川村 浩幸 

功績表彰（マイスター） 青  孝之 上野輸送㈱ 

 加藤 鶴幸 ホリカワ運送㈱ 

 天野 和幸 バロンパーク㈱ 

 土井 博樹 滋賀自工㈱ 

 安田 健一 三永産業㈱ 



 棚橋 誠治 ㈲共栄陸運 

陸運安全協力会表彰 

35年間無災害表彰 日本通運㈱三重支店 

 (株）暁興産 

 日本石油輸送㈱中部支店 

 旭運輸（有） 

 揖斐川工業運輸（株） 

 上組陸運(株）名古屋営業所 

 三永産業（株） 

 中央運送（株） 

 東海石油運輸(株) 

 二和運輸(株) 

 名張急送㈱ 

 三重高速運輸(株) 

10年間無災害表彰 中日本マルエス㈱堺営業所 

 北産運輸（株） 

特別表彰 

燃料油ローリー (株)暁興産 ○○ ○○ （会社で推薦） 

燃料油ローリー マルイ運送(株) ○○ ○○ （会社で推薦） 

燃料油ローリー 昭永工業(株) 稲垣 勝 

ガスローリー 石井運輸(株) 岡村 ○○ 

   

構内常駐 昭永工業（株） 伊藤 慎一郎 

 日本通運（株） ○○ ○○ （会社で推薦） 

 

・昭和四日市石油㈱表彰の会社表彰、個人表彰は内規の推薦基準を満たしている確認がなさ

れた。 草間前会長の個人特別功労推薦についても、全役員の賛同が得られた。 

・表彰案について討議の結果、平成 28年パトロール結果から、高評価であった 2社（暁興産、

マルイ運送運送）が、特別表彰に付加することが賛同された。 来年度は、パトロール結

果に基づく特別表彰は事前に基準を策定することになった。 

 

4-1 その他 

(1) 質問：陸運安全協力会の普通会員を準会員の基準についての昭四殿よりご質問があった。 

明確な基準はないが、できるだけ多くの運送会社に入会をお願いする趣旨で、会費の安

い準会員制度を作った経緯があるようです。 

未加入会社も結構あるので、昭四殿と今後の入会基準について方針を協議していきたい。 

(2) 石原業務センター所長より連絡協 

3月 16日発注分から蔵取り車両の手続きが変更になるので、特約店を通じて連絡（70-80

社）は行われていますが、2月 29日(月)10：00-11：30 塩浜クラブで説明会を行います。  

 

以上 



 

  議案（4）

1． 活動の基本方針

2. 活動の重点目標

(1) 指差呼称による作業確認の徹底

(2) 法令・ルールの遵守

(3) 教育による安全意識の高揚

(4) 心と体の健康管理

3． 活動の重点目標及び具体的な取り組み

(1)

(2)

(3)

(4)

4． スローガン

教育による安全意識の高揚

心と体の健康管理

平成２８年度　事業計画（案）

3月幹事会で決定

　四日市労働基準監督署管内における平成27年の業種別災害発生状況では、道路貨物運送業で休業4日以上の災害
が92件発生しています。内訳では、墜落転落が30件、転倒14件、巻き込まれ・はさまれ15件、激突７件、交通事故3件と
なっています。

陸運安全協力会では、ローリー出荷場での車両同士の接触、客先荷卸し前のハッチからの少量漏油、11月のシェル
ター内での漏れ、ローディングアームでの指はさみのトラブル、事故が発生しています。 輸送時よりも積込、荷卸し時に
災害が多く発生しています。

すべての関係者の安全意識の高揚を図り、法令・ルールを順守するとともに、指差呼称の実施により作業確認を徹底
することにより、製品の積込、輸送、荷卸し時の基本作業を確実に行い、安全荷役を推進していきます。

人身事故、品質事故、オーバーフロー、火災、物損事故を防止するため、基
本作業（１５ページ参照）を指差呼称の実施により確実に実行する。

運行管理者による指導および毎月のパトロールによる構内基本ルールの遵守
状況の確認と指導により法令・ルール順守の徹底を図り、安全荷役を推進す
る。
①　構内も道交法遵守する。
　　　制限速度３０ｋｍ/ｈ以下、積み場付近は最徐行
　　　シートベルト着用
　　　踏み切りでの一旦停止と安全確認（タンク車優先）
②　静電気防止服および保護具の着用。
④　運送員以外の積込み作業禁止。
③　構内設備および機器類は丁寧に扱う。

昭四殿による運行管理者会議・教育や協力会を通じた事故・トラブル情報の
提供により会員各社の乗務員への情報の共有化を図り、類似事故、トラブル
の再発を図る。

健康診断を完全受診するとともに健康管理手帳（日本トラック協会編）を有効
活用し個人レベルでの健康管理を行う。
運行管理者は、法に基づく過労運転の防止を図る。

具体的な取り組み重点目標

法令・ルールの遵守

指差呼称による
作業確認の徹底

 

添付資料-１ 



 

議案（3）

役 職 名 会      社      名 氏　　　名

会     長   昭永工業株式会社 岩野　淳作

副 会 長 　上野輸送株式会社 石堂　勝巳

幹     事 　日本通運株式会社　三重統括支店昭和四日市石油営業所 森　　義昌

幹     事 　株式会社ニヤクコーポレーション　中部支店四日市事業所 杉山　　忍

幹     事 　株式会社暁興産 伊藤　寿記

幹     事 　昭永工業株式会社 河合　宏治

幹     事 　上野輸送株式会社 大賀　貴紀

幹     事 　昭豊運輸株式会社 福田　慎志

会計監事 　日本石油輸送株式会社　中部支店 茂野　　 誠

役 職 名 会      社      名 氏　　　名

会     長   昭永工業株式会社
　草間　　昭

9月～岩野　淳作

副 会 長 　上野輸送株式会社
塚本　威也

8月～石堂　勝巳

幹     事 　日本通運株式会社　三重統括支店昭和四日市石油営業所 森　　義昌

幹     事 　株式会社ニヤクコーポレーション　中部支店四日市事業所 杉山　　忍

幹     事 　株式会社暁興産 伊藤　寿記

幹     事 　昭永工業株式会社 山下　秀教

幹     事 　上野輸送株式会社 大賀　貴紀

幹     事 　昭豊運輸株式会社 福田　慎志

会計監事 　日本石油輸送株式会社　中部支店 茂野　　 誠

平成28年度　役員　（案）

平成27年度　役員　

 

添付資料-２ 



 

陸運安全協力会　平成28年予算　案

収入の部

科目 金額 備考

繰越金 5,234,000 2016年2月時点の見込み

　会費　　特別名誉会員 384,000 昭四

　　　　　特別会員 100,000 昭シ業務センター

　　　　　普通会員 2,016,000 ４２社

　　　　　準会員 744,000 ３１社

　銀行利息 1,000

　（当期収入） 3,245,000

　合計 8,479,000

支出の部

科目 金額

事務局人件費 1,200,000 ３協力会で分担

事務局一般経費 720,000

　　消耗品費 350,000

　　通信費 250,000

　　備品費 100,000

　　雑　費 20,000

事業費 1,337,000

　　安全活動費（内訳　別紙） 1,024,000

　　コンビナート連絡協関係（内訳　別紙） 213,000

　　教育補助 100,000

定期総会費（内訳　別紙） 1,236,000

優良施設見学会費 104,000 分担金　諸経費26,000　事務局分78,000

交通費 50,000

交際費 50,000

表彰積立金 100,000

３０周年積立金 100,000

予備費 200,000

当期支出計 5,097,000

次期繰越金 3,382,000

合計 8,479,000
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平成27年度　陸運安全協力会総会　表彰案

昭和四日市石油㈱表彰　候補　→　昭四殿に申請後正式に決定となる

会社表彰 上野輸送（株） 幹事として長年の功績

個人表彰（個人特別功労） 草間　昭 前陸運安全協力会長としての功績

個人表彰 ホリカワ運送(株)　川村　浩幸 H27年度　パトロール結果より

功績表彰（マイスター） 青　　孝之　上野輸送㈱ 早朝パトロールで推薦

加藤　鶴幸　ホリカワ運送㈱ 早朝パトロールで推薦

天野　和幸　バロンパーク㈱ 早朝パトロールで推薦

土井　博樹　滋賀自工㈱ 早朝パトロールで推薦

安田　健一　三永産業㈱ 早朝パトロールで推薦

棚橋　誠治　㈲共栄陸運 早朝パトロールで推薦

陸運安全協力会表彰

時間無災害表彰　 該当なし

35年間無災害表彰 日本通運㈱三重支店

(株）暁興産

日本石油輸送㈱中部支店

旭運輸（有）

揖斐川工業運輸（株）

上組陸運(株）名古屋営業所

三永産業（株）

中央運送（株）

東海石油運輸(株)

二和運輸(株)

名張急送㈱

三重高速運輸(株)

10年間無災害表彰 中日本マルエス㈱堺営業所

北産運輸（株）

特別表彰

燃料油ローリー (株)暁興産 ○○　○○　（会社で推薦）

燃料油ローリー マルイ運送(株) ○○　○○　（会社で推薦）

燃料油ローリー 昭永工業(株) 稲垣　勝

ガスローリー 石井運輸(株) 岡村　○○

構内常駐 昭永工業（株） 伊藤　慎一郎

日本通運（株） ○○　○○　（会社で推薦）

安全スローガン ３月17日幹事会審査結果で決定　
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