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平成 29年 9月 21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 

 

9月度 幹事会（会議録） 

 

1. 日 時 平成 29年 9月 21日（木） 9：00～ 

2. 場 所 昭和四日市石油 塩浜クラブ 

3. 出席者 13名（敬称略） 

 

昭四 ：大同環境安全部長、中村陸上操油係長 

環境安全課 新堂主任 

昭シ ：田中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） 

上野輸送（小松、大賀）、暁興産（伊藤）、昭豊運輸（福田） 

ニヤクコーポレーション（大西） 

日本通運（森）、日本石油輸送（欠席） 

事務局（森） 

 

4. 議事 

以下の議題について説明、討議が行われた。 

4.1 4月～7月パトロール・事業結果報告 （資料は省略） 

事務局より、6月～9月のパトロール・事業結果について報告があった。  

 

4.2 四日市製油所 所内総合防災訓練の対応（添付資料 1） 

2017年所内総合防災訓練における安全協力会の対応について、会長より報告があった。 

今回は、シナリオを公表しないブラインド訓練なので、防災本部の要請により逐次対応

することになる。 

① 協力会社は、人員の把握を行い、安全協力会事務局が、取りまとめて、安全協力連絡

会長が防災本部に報告する。 

② 2016年は、市民総ぐるみ防災訓練で、出荷センターからの放送は行わなかったので、

聞こえなかったが、今回は放送を行うので、確認はできる。 陸運は、昭四殿要望

により、原案を変更し、出荷場で陸上出荷センターからの放送が聞こえるか、本年

も確認することになった。 

確認は、常駐の 2社で実施することになった。 

白油、黒油、アスファルト、LPG、炭酸ガス各積場 →昭永工業が確認する。 

タンク車出荷場 → 日本通運が確認する。 

③ 今年の訓練では、津波の避難訓練は行わないらしい。 

 

4.3 白油出荷レーンパトロール要領 DVD改定版制作の件 （添付資料 2） 

会長より、ビデオ撮り直しの案が示された。 

① 現状ビデオは、スイングステージの操作スイッチが地上に移設されているので、現状

に合わせて部分撮り直し、部分修正して作成する。 

② 撮影は、栗原工業の室口さん（前回の撮影者）に今回もお願いすることにする。 
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③ 10月に撮影を行い、編集後、年内には、会員各社に DVDを配布したい。  

④ 撮影は、前回との整合性から、上野輸送殿の車両と乗務員にご協力を頂くことになった。 

⑤ 関係者で撮影準備の打合せ別途行う。 

 

4.4 陸上出荷レーン耐震補強に係る要望事項 

昭四陸上出荷の No12-No15で耐震補強工事のため積込みが出来ず、灯油、軽油積込みの

ローリーが混載積場に回るため組込みまでの待ち時間発生している。 

幹事会での討議の結果、昭和ｼｪﾙ石油と昭和四日市石油殿に改善の申し入れを行うこと

になった。 

主な討議内容は、以下のとおりである。 

① 要望書を提出して具体的な改善のアクションにつながる見込みがあるのか。 

② 耐震補強工事後、工事レーンの灯油、軽油積込みが混載積場に回り積込みまでの待ち

時間が極端に多くなっている。 

③ 待ち時間の増大は、特定の会社のみならず、陸運全体の問題である。 

④ 現状、乗務員の労働時間は長時間勤務であり、乗務員の待ち時間増大の負荷と不満は

ピークに達している。 

⑤ この事態が長く続けば、長時間労働で労働基準監督署から是正指導される事態になり

かねない。 

⑥ 待ち時間（時間外勤務）のコストは運送会社の負担であり、運送会社への負荷増大と

なっている。 

⑦ 今後冬期間の最大需要期に、本当に出荷レーンが回転するのか、懸念される。 

⑧ 混載積場が混雑しているのに、現状レーン NO１から No11は、パトロールの時間帯で

ほとんど空いている。何がしかの設備対応ができないのか。ドライチェックも 1レ

ーンにできないのか。 

 

4.5 その他 

① ローリー車両登録ステッカーの廃止の件（操油課殿） 

前回の幹事会でも話題となりましたが、道路運送車両の保安基準により、車両のガ

ラス窓には貼れないので、今後以下のように変更する連絡があった。 

(ア) 10月 1日より車両ステッカーは、廃止する。 

(イ) 受付時に【通門証】と【車両登録証】を提示すること。 

(ウ) 通門証の有効期間は、普通会員と準会員は 3年間で、連絡会員と未加入は、

1年間となる。期間が分かるように通門証の色で識別できるようにする。 

(エ) 別途各社には、安全協力会経由で連絡します。 

② 環境安全課より連絡事項 

時間、行動、体調をよく考慮しないと思わぬ怪我に繋がることがあるのでご注意下

さい。 

(ア) 9月21日-30日 秋の全国交通安全運動です。交通事故防止をお願いします。 

(イ) 9月 22日 所内総合防災訓練が実施されます。 

(ウ) 9月 25日-11月 17日 石原産業が定期修理となります。 特に 10月 3日から

11月 10日までは、工事車両が増加し、通勤時間帯に県道石原線、塩浜街道

の交通渋滞が予想されるので、ご承知下さい。 

(エ) 9月 27日 構内交通安全立哨を実施します。（スピード、シートベルトなど） 

 

 

以上 
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昭和四日市石油 所内総合防災訓練 安全協力会の全体シナリオ 

訓練実施日：2017 年 9 月 22 日（金）   

安全協力連絡協会 2017.921Rev02  

1. 全体スケジュール ： 本年の訓練はシナリオ非開示なので、推定行動を記載した 

時間 項目 協力会社の行動 

9 月 15
日 

8:30 

各社人員の把握 
 

各社は、出社人員を確認し、安全協力会人員確認表
に従い、報告者は、当該組織ごとに人員確認表の社
数、人員、応援可能人数を把握する 

9：00 各社人員の報告 人員確認表の報告者は、9:00 までに森事務局長へ人
員報告を行う。 

9:00 訓練実施の放送 校内放送を確認する 
森事務局長は人員確認表を取りまとめ 
岩野会長、羽田会長は事務局室で待機 
宮崎会長は、中部マリン海上事務所で待機。 
メンテナンスセンター（MC）は、MCA 無線を開局する。 

9:30 地震発生の校内放送 
 推定 震度 6（300 ｶﾞﾙ） 

羽田会長はメンテナンスセンターに向かい待機 
 

9：31 防災本部設置 環境安全部長から森事務局長に電話連絡 
岩野会長と森事務局長は 3 階の防災本部に移動す
る。 
 

9：XX 
 

防災本部より岩野協力会長に
人員と被害確認の指示 

岩野会長が森事務局長に指示 
森事務局長は 3 階廊下で待機 
放送後に森事務局長→人員集計表を 3 階岩野に届け
る 

9：XX 岩野会長が本部隊長に報告 「協力会社の出社人数は ＸＸ社 合計 ＸＸ名です。」 
「協力会社の応援可能人員は ＸＸ名 メンテナンスセ
ンターで待機しています。」 

9：XX 震度 5 弱の余震発生  

9：XX 製潤滑油製造装置より発災
（火災） 
 

工事安全協力会は、前線指揮隊長（工務部長）の指揮
下で活動する。 
前線指揮隊のシナリオで土のう搬入運搬の助勢作業
がある。（詳細は、工務部と内合せがある。） 

10：XX 負傷者発生  

10：XX 公設消防入構  
10：XX タンク発災 タンク漏洩で土のう搬入、敷設の助勢 

前線指揮隊シナリオにより、工事班が実施 

10：YY 火災鎮圧、タンク漏洩処置完
了 

 

10：:35 津波避難開始  ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ（MC）は、塩浜小学校（訓練ではﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽｾﾝﾀｰ駐車場）に避難訓練を実施 
・陸運ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰは通常積込み業務を継続 
・船舶関係者も通常の入出荷業務を継続 
・陸運（昭永工業、日通、日石輸送、基地センター）は
今回消防車の避難と重なる為、避難訓練は行わない。 

10：50 MC から塩浜小学校への避難
完了の報告を行う。（訓練なの
で避難は、南部駐車場までと
する。） 

MC 遠藤自治会長が、MCA 無線で防災本部に報告す
る。 （環境安全課員は、ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰに来られない前
提です。） 
『メンテナンスセンターの協力会社の社員○○名は、
塩浜小学校に避難した事を確認しました。』 

11:00 現場訓練は終了 
反省会 102 会議室 

前線指揮隊の指示で訓練終了・解散 
反省会は岩野が代表出席 

11:30 反省会終了  
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2．各協力会の対応 

① 工事安全協力会 

 当日朝の協力会社社員数を、AM9：00 までに安全協力会 森事務局長に報告する。   

 当日午前中の工事実施は、工務部殿の個別指示に従う。 

 訓練の直接参加は、土嚢など敷材の搬入 を工務部の前線指揮隊シナリオに従い訓練を行う。 

 避難訓練は、前線指揮隊への参加者とメンテナンスセンターの待機者のみが参加する。 

 

② 陸運安全協力会 

 当日朝の協力会社社員数を、AM9：00 までに安全協力会 森事務局長に報告する。  

 当日午前の出荷規制は、操油課殿作成の指示に従う。 

ローリー退去訓練は仮想訓練なので、出荷は継続と考えられる。 

 幹事の担当業務 （未定） 

陸運幹事は、09：00 運送員控室に集合し、事前に担当場所へ移動する（９：２０） 

・担当する場所で待機して下さい。 

・09：30 以降の操油課の構内放送が聞こえたかチェックする。 

・09：40 公設消防入構を見届けてから、運送員控室（河合氏）に結果を報告し全体は解散。 

・河合幹事と残った幹事は、10:30 公設消防の避難時ローリーと交錯しないか監視し、消防車の

避難が完了したら解散する。（ 消防車の避難誘導は昭四が行う） 

 

陸運幹事担当場所 

運送員控室  河合（昭永工業） 

アスファルト積場 伊藤（暁興産） 

炭酸ガス積場 大西（ニヤクコーポレーション） 

白油積場 大賀（上野輸送） 

黒油積場 大賀（上野輸送） 

ＬＰＧ積場 志賀（日本石油輸送）  

タンク車積場 森（日通） 

 

③ 船舶安全協力会 

 当日朝の協力会社社員数を、AM9：00 までに安全協力会 森事務局長に報告する。  

 船舶安全協力会は、昭四殿指示に基づく訓練を優先する。 

 ｌ総合防災訓練（市民総ぐるみ総合防災訓練）としては、別紙に従い、当日 09:00 までに船舶

関係の社数、人員、着桟隻数を事務局森さんに報告する。 

幹事会で検討の結果、運

送員控室を除きセンター

からの放送内容確認を行

うこととなった。 
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安全協力連絡会長殿

２０１７年市民総ぐるみ総合防災訓練　安全協力会人員確認表

報告：安全協力会事務局　 時刻     　           

人数は過去の参考報告数

報告者（敬称略） 　 社数 人員
異常の有
無

応援可能
人員

鉄工副部会長 山九㈱ 松島　由治 19 432 なし 207
土建部会長 鹿島建設㈱ 中西俊幸 5 42 なし 31
計電部会長 中央電設㈱ 中村洋治 11 47 なし 39
保温・塗装部会長 昭永工業㈱ 遠藤隆司 6 113 なし 113
昭石化工 昭石化工㈱ 加藤　淳 1 24 なし 22
装置の異常 なし

工事合計 42 658 412

陸運 日本通運㈱ 森　義昌 2 11 なし 1
昭永工業㈱ 伊藤裕人 2 51 なし 10
ローリー入構台数 26 台

船舶 中部ﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 北口浩司 2 37 なし 10
着桟隻数 4 隻

ﾒｲﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ 昭永工業㈱ 遠藤隆司 26 34 なし 34

総合計 48 757 433

特記事項：

Ｍ
/
Ｃ

2017年9月22日

工
事

化
工

昭
石

陸
運

船
舶

報告者の方は、9:00までに安全協力会森事務局長に社数、
人員、異常の有無、応援可能人数を報告して下さい。

報告先 ： TEL 346－1283
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参考 ：昭四防災隊規則 
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陸運安全協力会 安全パトロール要領ビデオ修正版作成 

 

１． 準備作業の撮影（修正箇所） 

シー

ン 

内容 台詞・テロップ 

1-1 パトロール者が白油アイランドに
到着すると、ローリーがレーンに入
ってきて、乗務員が下車して、パト
ロール者と相互に挨拶をかわす場
面。 

 

パトロール者 

『お早うございます。今日は安全パトロー
ルの日です。指差呼称、安全荷役作業をチェ
ックさせて頂きます。宜しくお願いします。』 

乗務員 

『お早うございます。 承知いたしまし
た。』 

と笑顔で答える。 

 

1-2 乗務員が、車止めを設置する場面。 

悪い例 

タイヤと歯止めが 15cm で離れす
ぎている。 

 

テロップ 

× 

歯止めが離れすぎている 

1-3 乗務員が、車止めを設置する場面。 

悪い例 

歯止めがタイヤに対して斜めに置
かれている。 

テロップ 

× 

歯止めが斜めに置かれているので歯止めの
効果が半減する 
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乗務員が、車止めを設置する場面。 

悪い例 

歯止めがタイヤに接触している。 

テロップ 

× 

歯止めがタイヤに接触しているので積込み
後歯止めが外れなくなる。 

 

1-5 乗務員が、車止めを設置する場面。 

良い例 

タイヤと歯止めが 5cm で、タイヤ
の向きに正しく置かれている状態。 

 

台詞 

『歯止め ヨシ！！』 

テロップ 

○ 

 

1-6 乗務員が、アースを設置する場面。 

悪い例 

手袋をしたまま、アースを接続して
いる。 

テロップ 

×  

手袋をしたままでは人体に帯電した静電気
の除去ができない。 

 

1-6 乗務員が、アースを設置する場面。 

良い例 

アースを、素手で接続している。 

 

台詞 

『アース接続 ヨシ！！』 

テロップ 

○ 
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乗務員が、フルボディーハーネスを
装着する場面。  

悪い例  

靴を履いたままハーネスを装着し
ている。 

 

テロップ 

× 

ハーネスの汚れ防止のため、靴を脱いでハ
ーネスを着ける。 ハーネスが体に密着す
るようにベルトを締める。 

1-8 乗務員が、フルボディーハーネスを
良い例 

テロップ 

○ 

2017年 9月 陸運幹事会添付資料 2 
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靴を脱いで、ハーネスを装着してい
る。 

 

 

1-9 乗務員が、DC カードを装着する場
面 

乗務員：指差呼称とともに 

『DC カード挿入 ヨシ！！』 

 

1-10 乗務員が、スイングステージを下す
場面。 

悪い 

レバーは、ニュートラルで止めない
こと。 

テロップ 

× 

レバーが中間位置では、ステージが戻ってく
るので中間位置で止めずに確実に操作する。 

1-11 乗務員が、スイングステージを下す
場面。 

良い例 

レバーが確実に操作されている。 

 

テロップ 

○ 

台詞 ：『ステージ ヨシ！！』 

1-12 DC カード装着  

1-13 乗務員は、ステージに上る前に地上
の動作を確認する場面。 

悪い見本 

ヨシ ヨシ ヨシ ヨシ と対
象物が分からない確認を行って
いる。何が良いのか分からない。 

 

テロップ 

× 

「ヨシ」、「ヨシ」、「ヨシ」、「ヨシ」では何が
良いのか分からない 

「スウィングステージ ヨシ！」 

「アース ヨシ！」 「歯止め ヨシ！」 

「DC カード ヨシ！」 と対象物をひとつ
ずつゆっくりと指を指しながら言葉に出し
て確認する。 

 

1-14 乗務員は、ステージに上る前に地上
の動作を確認する場面。 

良い見本 

何が良いかを対象物をはっきり
言っている 

テロップ 

○ 

台詞 

『歯止め ヨシ！！』 

『アース ヨシ！！』 

『ステージ ヨシ』 

『DC カード ヨシ！！』 

 

 

 

 

 

２． 積込時の修正箇所 

① スイングステージの操作は、現在地上になっているのでこの場面をカットする。 

② ドロップパイプとハッチフランジに隙間がある場面（13分 45秒）でのテロップに以

下を追加する。 

テロップ追加 

『ドロップパイプのシールゴムとハッチフランジに隙間があると可燃性ガスが漏れ

て火災発生の危険がある。 』 

場面の新規の撮り直しは不要。  

 

３． 積込後の最終確認 

 

シー 内容 台詞・テロップ 
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ン 

3-1 ステージから降りてきて、ハーネス
を脱ぐ場面 

悪い例 ：靴を履いたままで脱着し
ている。 

 

テロップ 

× ：ハーネスの汚れ防止のため、靴を脱
いでからハーネスを脱ぐ 

3-2 ステージから降りてきて、ハーネス
を脱ぐ場面 

良い例 ：靴を脱いで脱着している 

テロップ 

○ 

3-3 ハーネスを収納する場面 

悪い例 ：ハーネスを収納箱の外に
放置している。 

 

テロップ 

× ：脱いだハーネスは、収納箱の中に収
める 

3-4 

 

ハーネスを収納する場面 

良い例 ：ハーネスを収納箱の中に
収納している。 

 

テロップ  

○ 

3-5 スイングステージを収納する場面 

 

 

テロップ 

○ ：スイングステージは収納忘れ防止の
ためアース取外し、歯止め収納の前に
収納する。 

収納を忘れるとステージを損傷する。 

3-6 アースを取り外す場面  

悪い例：手袋をしたままでアースを
取り外している  

 

テロップ 

×：手袋をしたままでは人体に帯電した静
電気の除去ができない。再度、ローリー
の上に上がることもあるので人体の静
電気除去も行う 

 

3-7 アースを取り外す場面 

良い例：素手でアースを取り外して
いる。 

 

テロップ 

○ 

3-8 歯止めを収納する場面 

悪い例 

：歯止めを収納後、ロープが元の位
置に掛けられていない。 

 

テロップ 

×：次の人が歯止めを忘れずに掛けるため
の処置なので、ロープも元の場所に掛ける 

3-9 歯止めを収納する場面 

良い例 

：歯止めを収納後、ロープも元の位
置に掛けられている。 

 

テロップ 

○ 

3-10 DC カードを抜き取る場面 

DC カードを抜き取り収納する。 

 

 

3-11 最終確認の場面 

悪い例 

ヨシ ヨシ ヨシ ヨシ と対象物
が分からない確認を行っている。 

テロップ 

× 

「ヨシ」、「ヨシ」、「ヨシ」、「ヨシ」では何
が良いのか分からない 

「スウィングステージ ヨシ！」 

「アース ヨシ！」 「歯止め ヨシ！」 

「DC カード ヨシ！」 と対象物をひと
つずつゆっくりと指を指しながら言葉に
出して確認する。 
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3-12 最終確認の場面 

良い例 

「スウィングステージ ヨシ！」 

「アース ヨシ！」 「歯止め ヨ
シ！」 

「DC カード ヨシ！」 と対象物
をひとつずつゆっくりと指を指しな
がら言葉に出して確認している。 

 

テロップ 

○ 
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