
 

 

平成 29年 3月 17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    

 

3月度 幹事会（会議録） 

 

1. 日 時 平成 29年 3月 16日（木） 9：00～ 

2. 場 所 昭和四日市石油 塩浜クラブ 

3. 出席者 16名（敬称略） 

 

昭四 ：大同環境安全部長、小林製造一部長、福間操油課長、鈴木操油課長代理 

中村陸上操油係長、前川環境安全課主任 

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（岩野、河合、伊藤（オブザーバー）） 

上野輸送（小松、大賀）、暁興産（伊藤）、昭豊運輸（福田） 

日本通運（森）、ニヤクコーポレーション（和田木）、日本石油輸送（志賀） 

事務局（森） 

 

4. 議事 

総会準備を中心に以下の議事が執り行われた。 

 

4.1 平成２９年度 スローガン審議 

幹事会出席者で最終選考を行い以下のように決定した。 

 

優秀作 上野輸送㈱ 奥山 正一氏  

ヒヤリで済んだあの教訓 今日も活かそう危険予知！ 

佳作 

上野輸送㈱ 中根 歳彦 氏 

責任とれるかその作業、ひとりひとりが責任者！ 

   ㈱暁興産  加藤 亘 氏 

安全は「基本作業と危険予知」今日も続けて 0 災害 

   揖斐川工業運輸㈱ 野中 正夫 氏 

慣れるほど、忘れてしまう危険個所 指だし・声だし・再確認 

   日本通運㈱ 山口 裕介 氏 

指差呼称 大きな声で メリハリ動作 手順に従い 無災害 

   昭永工業㈱ 矢田 祐一 氏 

確実な指差呼称で安全作業 基本を重視 ゼロ災害  

 

4.2 平成 29 年度 総会議案書最終確認 （事務局より説明と討議） 

① 労基署の総会・意見交換会の欠席が確定（議案書案 P1） 

単一企業が主催する会合には原則出席しない方針とのこと。 



 

 

② 意見交換会での昭四殿の来賓ご挨拶者（議案書案 P1） 

ご挨拶者が未定なので、4月 3日以降に昭四殿から連絡を頂き最終記載する。  

③ 事業報告は、3月のパトロール結果他を印刷前に最終校正する。（議案書案 P2-

3） 

④ パトロール、事業結果報告（議案書案 P4-9） 

事業内容記載欄の 丸山所長の役職記載は、丸山所長に統一する。 

優秀運送員への記念品送付記事を追記した。（7件） 

準会員への入会・退会会社を追加記載した。 

行事出席者の人数を確定人数に訂正した。 

スローガンは、本日選考結果の優秀作を記載する。 

3月 16日パトロール結果を記載する。 

その他、改行文書等体裁の整合を行う。 

⑤ 平成 28年度決算報告、監査報告（議案書案 P10-11） 

今後 3月末までの収支を反映して、会計監査を受けて確定金額を反映して最終

版とすることになった。  

⑥ 平成 29年役員案（議案書案 P12） 

小松副会長、大賀幹事の会社名に支店名、事業所名を追記した。 

2月幹事会で協議した役員案を昭四殿に承認伺い中で、原案通り承認の見込みで

ある。 

⑦ 平成 29年度 事業計画（議案書案 P13） 

労災発生件数を最新統計に訂正した。 基本作業実行を基本作業実践に統一し

た。 

スローガン欄に本日決定の優秀作品を記載する。 

⑧ 月別行事計画（議案書案 P14） 

昭四石重点行事を昭四重点行事に訂正。 

2月第 3木曜幹事会開催をパトロール終了前 から パトロール前に表現訂正。 

⑨ 月別重点目標（議案書案 P15） 変更なし。 

⑩ 会議・パトロール月別予定（議案書案 P16） 

各行事実施日を最終確定に記載変更した。 

⑪ パトロール編成表（議案書案 P17） 

パトロール実施時刻 を 1班は 10時 30から 11時 30分 、2班は 7時 30か

ら 8時 30分 に統一表記する。 

⑫ 平成 29年度予算案（議案書案 P18） 

予算で予備費ゼロであるが、急な科目外支出（災害見舞金など）で対応できな

いと困るので協議の上、10万円を予備費として予算計上することで合意した。 

⑬ 安全表彰（議案書案 P19） 

昭四殿製油所表彰前回 2月の原案通りで、名称、氏名の誤記を訂正した。現

在、昭四殿に承認伺い中である。 

陸運 無災害表彰前回 2月案と変更なし。名称の誤記を訂正した。 

特別表彰：構内常駐パトロール結果を参考に以下を最終提案し了承された。 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全スローガン 選考結果を記載する。 

上野輸送㈱    奥山 正一   

 

⑭ 陸運安全協力会会則変更案 （議案書案 P20-22） 

第 20条改定日を平成 29年 4月 20日 （総会日）に変更し、改定手続きの齟齬

をなくし、2月の協議結果を反映し、最終案として確認した。 

⑮ 陸運安全協力会表彰規定（議案書案 P23-24） 変更なし。 

⑯ 会員名簿（議案書案 P25-28）  

会社名、代表者、安全担当者など、変更と空欄を確認訂正、追記した。 

会員数を最新データに訂正した。 

 

 

4.3 関連質疑 

総会議案書に関連して、以下の質疑があった。 

① 会員名簿（議案書案 P25-28） 

安全担当者は、運行管理者を意味しているのか。 

名簿の安全担当者は、陸運からの連絡窓口を意味している。会社の規模によっ

ては安全担当者欄の方が運行管理者の場合もあり、代表者が運行管理者の場合

もある。このリストでは、従来通りに連絡窓口としての理解で記載する。 

② 平成 29年度予算案 

時期繰越金が、370万円あり、会費の値下げも検討されたらどうかとの意見があっ

た。 

会長より以下の説明がなされた。 

収入には、連絡会員の会費収入も見込んであり、これ以上収入は増えない。一

方繰越金は、年間 70万円程度減っていくので、数年間のスパンで推移を考えて

いく必要がある。一度値下げすると再値上げは簡単にはできない。 

会費はステッカーや標語ポスター作製など、荷役の安全を向上させる前向きな

活動を実行するために有効にお金を使っていくことを役員の皆様には是非考え

て頂きたい。  

③ 会費の徴収期間算定はどうなるのか。 

特別表彰

燃料油ローリー 上野輸送株式会社 清水
シミズ

　篤
アツシ

燃料油ローリー 野々口石油株式会社 野々口
ノノグチ

　正人
マサト

アスファルトローリー 株式会社暁興産 濱地 洋行
ハマチ　ヒロユキ

炭酸ガスローリー 石井運輸株式会社 村井 秀光
ムラ イ 　ヒデミツ

構内常駐 昭永工業（株） 河内
カ ワウチ

　正親
マサチカ

日本通運（株） 中川
ナカ ガワ

　英樹
ヒデキ



 

 

普通と準会員の会費は 4月～9月の半年単位で徴収なので、入会日が 4月であ

れば、半年の期間として徴収なので、総会前に入会しても総会後でも適用額は

変わらない。 

④ 総会前の昭和ｼｪﾙ石油の講演 

総会前の午後 4時より昭和シェル石油（株）研究開発部品質管理課 鈴木 俊明 

様から、基調講演が行われます。演題は『 SSでの荷卸し作業における燃料油

の品質管理について 』です。総会案内にも記載発送します。 

鈴木様は、講演後総会に参考出席されるので、総会開始時の来賓、出席者紹介

の時に同時にご紹介をすることになった。 

 

4.4 昭四殿の連絡事項 

① 昭四の役員執行体制 

3月末の株主総会と取締役会で決定したら、関連事項を連絡します。 

② 長期入構者のインストラクター講習 

3月 29から 31日行われますので、出席ください。 

③ 鈴鹿川クリーン作戦陸運安全協力会で 13名出席頂きました。感謝いたします。 

④ 構内で交通事故発生 

弁当配達の車が、ニュートラル状態でサイドブレーキだけで停車したが、坂道

で動いて昭四の車両に当たった。車両は車検切れ（言語道断）だったので、入

構禁止処置を講じている。各社もご注意ください。 

⑤ 春の定期修理 

SDMタイムを 5月 8日-7月 9日 まで実施します。 07：30-16：00までの勤

務になります。各社は業務形態に合わせて仕事をしてください。 11時-12時

は昭四が昼休みになります。ご承知おき願います。 

⑥ SDM工事期間 には、ローリー門と西門から工事通勤車両が入出門します。ロー

リーとの交錯が予想されますので別途周知いたします。 

⑦ 事故ゼロカード（協力会社用） 

保安管理目標で事故ゼロカードを実践していきます。協力会社用に実践的な内

容に変更して実践の依頼を行います。ローリーの初入構者教育にも使っていき

ます。昭四殿作成の原案を基に陸運幹事会社で、内容を陸運関係者に解りやす

く実効が上がるよう意見集約し、昭四殿にご提案することになった。 

⑧ ローリー関係の問い合わせについて（Q＆A集） 

通門証更新時期には通門証関連手続きで、問い合わせが多いので、操油課殿作

成の Q＆Aについて説明があった。 

⑨ コスモ石油四日市からのローリー受け入れ 

4月からコスモ四日市で荷役を行っているローリーが協業化で、昭四に入構しま

す。昭四の安全協力会に入っている会社です。相互に刺激されることもあると

思います。 

コスモは、積み合わせ入構（別所で一部荷積みして入構して荷積みする）が、

許可されているが、昭四は油槽所も含めて全く許可していませんので注意が必

要です。 

（参考情報）コスモ石油は協力会会費が、正会員が月 3000円 、準会員が月

1500円で昭四より若干安いようです。 

 

以上 


