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平成 28年 5月 19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 

 

5月度 幹事会（会議録） 

  

 １．日 時   平成 28年 5月 19日（木） 09：00～ 

 ２．場 所   昭和四日市石油 塩浜クラブ ２Ｆ 

 ３．出席者 17名（敬称略） 

昭四 ：大同環境安全部長、福間課長、鈴木操油課長代理、中村操油係長、前川環境安全課員 

昭シ ：石原 業務センター駐在所長代理 

幹事・事務局（敬称略） 

昭永工業（岩野、河合、伊藤） 

上野輸送（小松、大賀）、ニヤクコーポーション（和田木）、暁興産（伊藤） 

昭豊運輸（福田）、日本石油輸送（欠席）、日本通運（森） 

事務局（森） 

 

 ４．議  題  

大同部長ご挨拶 

昭四は、指差呼称の活動を続けてきました。今週の指差呼称強調週間パトロールへのご協力と、

本日のごみ収集活動も協力いただき有難うございます。 

昭四では、4月に火傷の労災があり、全社員に注意喚起を行いました。 

不安全行動は、相互に注意しあえるようにしましょう。 

4月後半に、タンクの屋根板補修工事でボヤがありました。通常行っている普通の工事でした

が、詳細は別途ご説明します。 

新装置 TDPが試運転を開始して、もうすぐ製品が採取される見込みです。 

9月からは、震災対応の新桟橋工事が始まります。海の工事ですが、車両の混雑などの情報が

ありましたらお知らせします。構内では、ｵﾌｻｲﾄ配管の検査工事があり、道路の通行制限などが

あります。 

サミット関連で、警戒レベルを上げるため、入校者の持ち物検査などをスポットで行うことも

ありますので、ご協力お願いします。ローリーの安全運行にも配慮をお願いします。 

本日は、朝早くからパトロール有難うございました。 

 

4-1 準マイスター（優良乗務員）褒賞の新設について  

準マイスター（優良乗務員）褒賞の新設について添付資料の説明を行い、討議の後、マイスタ

ーに準じる表彰の新設、過去マイスター表彰者も、パトロールで優秀な場合は、再度何らかの

表彰をする制度への変更については賛同された。 

次回 6月パトロールまでに、表彰の趣旨、内容、表彰基準をパトロール参加者にわかるように

文書化することを条件に、6月のパトロールから実施する。 
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討議の意見 

 ほかの人からマイスターと分かる何か工夫が必要である。 

注：現状マイスター登録者には、昭四殿から 

のシールが配布されています。 

アイデア 歴代マイスターの名前を休憩室に貼る。 

 派手なジャケットみたいのを着てもらう。 

 毎月のマイスター推薦者を休憩室に掲示 

 ＊＊＊＊＊＊ 

 現状のパトロールの時間帯では、会社が偏るので、いろんな会社を公平にパトロールし評

価する方法を考える必要がある。部分的に早朝に行うか、11時に行うか、組み合わせなど

次回幹事会で討議したい。 

4-2 総会の反省 

 総会での表彰会社、個人表彰、特別表彰の推薦方法は、現状でよいか。 

表彰内規は、幹事には開示されているので、総会で表彰時簡潔に事由を説明することが良

いと考える。 

 定刻 5 分前には、1 社を除き集まっていたが、開始が 5 時で来賓あいさつが長いこともあ

り、終了が 18時になってしまった。 少し前に終わるような事前計画が必要である。 

 来賓垂れ幕の表記に不具合があり、直前で直した。次回は複数の目でチェックを行う。 

4-3 指差呼称週間の取り組み 

5月 18日早朝から、タオルと指差呼称注意喚起文書を 250名の乗務員に渡した。 

秋の週間にも幹事も加わり、実施したい。 タオルの質ももう少し良いものにしたい。 

4-4  ゴルフコンペと優良施設見学会施設の幹事 

陸運・船舶合同の秋のゴルフコンペ 10/15（土）の幹事は、河合幹事、大賀幹事  

また、工事・陸運合同の優良施設見学会 9/2～3 日 の幹事は、河合幹事にお願いすることに

なった。  

4-5  その他 

 事務局より、活動経過を報告した。陸運安全協力会を退会が 1社あった。 

 事務局より 

陸運安全協力会に加入していない会社（非会員会社）には、指差呼称強調週間の実施など

の情報が届かないので、ある程度の台数登録（入構台数、入構実績）がある会社は、入会

を勧めたほうが良いと考えられる。工事安全協力会は、臨時会員の加入すべき要件を文書

化している。 

陸運安全協力会は、入会の強制要件は規定されていない。 

討議の結果、陸運安全協力会への加入すべき要件（入会しなければならない要件）を昭四

殿で整理していただくことになった。 

以上 
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陸運安全協力会 乗務員表彰の改定案 

陸運安全協力会 

平成 28年 5月 19日 

 

昨年来より、陸運安全協力会の早朝パトロールで、優秀な乗務員をマイスター推薦すると過去に受賞し

ているため、重複受賞が出来なかったり、マイスター表彰一歩手前の優秀な乗務員がいるとの結果が毎回

報告されています。 

陸運の安全確保には、乗務員の安全確保に対するモチベーションの維持が重要と考えられるのでで、現行

表彰制度の改定案を作成した。 

 

 現状 改善案 

推薦方法 早朝パトロールで【指差呼称 マイスター
推薦】されると優秀運送員として図書券
（２千円）を送り、陸運総会で昭四どのか
ら功績表彰（指差呼称マイスター）として
認定され指差呼称マイスターとなる。 
 

優良な方を、優秀乗務員とし、さらに
特に優秀な方を昭四殿の功績表彰に推
薦する。 
優秀乗務員のみの表彰もあり得る。 

推薦基準 優秀運送員＝指差呼称マイスターである。 
パトロールチェックリストのすべての項
目が、〈良い〉 で 指差呼称も 〈５・
非常に良い〉であること。 
評価点は、100点 
 
 

功績表彰（指差呼称マイスター）の基
準は現行どおり、評価点 100点 
 
優秀乗務員は、パトロールチェックリ
ストのすべての項目が、〈良い〉 で 
指差呼称も 〈４・良い〉であること。
評価点 90点 
 

重複受賞 なし。 
優秀運送員、功績表彰（指差呼称マイスタ
ー）とも表彰は一回のみ。 

あり 
優秀乗務員は、受賞回数制限はなし。 
功績表彰（指差呼称マイスター）は一
回のみ。 

受賞者数 年間 4～６名 
優秀運送員＝指差呼称マイスター 
 

指差呼称マイスター 年間 4～６名 
優秀乗務員 年間推定 50名 
（2015年 90点は 57名） 
 

問題点と改
善項目 

優秀運送員、功績表彰（指差呼称マイスタ
ー）とも表彰は一回のみなので、モチベー
ションの維持が難しい。 
 

安全荷役のモチベーション維持が期待
できる。 

実施時期 ＊＊＊＊ 
 

平成 28年 6月パトロール分から実施 

 

（注）従来の 優秀運送員 との表記を業務内容に即して 優秀乗務員 と表記を変えます。 

 

平成 28年 5月 19日 幹事会資料 
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パトロールチェックリスト （  月  日   時  分 積場   ） 

（運送会社名）      （車番）   （油種）白、黒、ＬＰＧ、炭ガス、アス 

指差呼称必須項目 チェックポイント 評  価 

静電気事故防止 

 

 

転落事故防止 

 

 

溢れ、混油防止 

 

誤積防止 

 

溢れ防止 

 

 

漏油防止 

 

 

最終確認 

 

人体除電も兼ねて、接続も収納も 

アースは素手で操作する。 

 

カラビナは固定ステージ上で 

着脱する。 

 

残油なし、底弁閉を確認する。 

 

積込ハッチ、油種、数量を確認する。 

 

溢れ防止弁が正常に働くようドロ 

ップパイプは垂直に挿入する。 

 

走行中の漏油防止のためにハッチ 

蓋閉を確認する。 

 

スウィングステージ、アース、 

歯止めの収納を確認する。 

良い  手袋のまま 

 

 

良い   ローリー上 

     動きながら 

 

良い  確認不十分 

 

良い  確認不十分 

 

良い  斜め挿入 

 

 

良い  確認不十分 

 

 

 

良い  確認不十分 

指差呼称 

 上記の各項目を確実な確認動作で声を出して指差呼称する。 

指差呼称を総合的に５段階評価して下さ

い。 

１・全くなし ２・指差のみ ３ 声が小さ

い 

４・良い ５・非常に良い 

評 価 

 

積込監視 

 

緊急停止ができる位置で、ハッチか

らの溢れがないことを監視する。 良い  パネル中心 

（注意、指導したことで該当項目に☑を。他に注意した事や良かった事をご記入下さい。） 

 □歯止め位置不良  □ハーネスの着脱で靴を履いたまま  □受け缶不使用  

 □ハッチ全開    □シートベルト不使用 

 その他具体的に（                             ） 

推薦  □ 指差呼称 マイスター推薦  （該当のどちらかにチェックを入れる） 
□ 準マイスター推薦  （優良ドライバー） 

□ （苗字だけでなくフルネームを記入して下さい。） 

 氏 名               （年齢     ） 

パトロール者  （会社名：          氏名：        ） 

平成 28年 5月 19日 幹事会資料 


