
平成 30年 2月 26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    

 

2月度 臨時幹事会（会議録） 

 

1. 日 時 平成 30年 2月 15日（木） 9：30～ 

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、福間操油課長 

中村陸上操油係長、前川環境安全課主任 

昭シ ：昭シ業務センター 田中所長代理 

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）、暁興産（伊藤）、ニヤクコーポレーション（大西） 

暁興産（伊藤）、日本通運（森）、日本石油輸送（志賀） 

事務局（新堂） 

 

4. 議事 

議事に先立ち会長の挨拶があった。 

 

4.1 昭四殿 連絡事項 

大同部長ご挨拶 

平素、安全荷役に努められていますこと感謝いたします。 

今月から新桟橋（震災対応桟橋）の運用が開始されます。南海トラフの大地震時には、この桟

橋で石油製品を受け入れて地域に供給することになります。この地域の石油エネルギーの供給

拠点として国からも補助金を頂き建設が進められました。今後 BCP（事業継続計画）の精度を

さらに上げて、確実に供給できるよう努力していきます。震災時の製品供給のカギは陸送にな

るので、陸運の皆様と協力して緊急時の供給体制を築き上げていきますので、皆様のご協力を

お願いします。 

先日、安全協力会からグループ製油所での硫黄出荷時の漏洩トラブル（オーバーフロー）事

例を周知頂きました。このトラブルは、異常現象の扱いになっています。構内で発生する異常

現象は、認定制度での 4年連続運転にも関わってきます。 昭四構内でもオーバーフロートラ

ブルは現実に発生しているので、根絶する課題であると認識しています。さらに（トラブルを

減らして）安全な製油所にしていく取り組みを行っていきますので、引き続き皆様のご協力を

お願い致します。 

  

中村陸上操油課係長 

① 前回の幹事会で話題となった エアーサスペンション車でスウィングステージを中間で止

める操作の是非について確認しました。操作レバーを中立にして途中で止めること自体は、

問題（機器の破損などの）はありません。中間で止めて、『隙間ができた状態で運用するの

は、安全上好ましくはない。』 というのが操油課の方針です。   

② 3月 4日（日）出光興産とのローリー相互乗入れの関係で、ローリー受付窓口を拡張する

改良工事を行います。13：15から 18：00まで、ローリーの入構ルートが変更になり、受

付の場所も変わります。ローリー門から入構して通常とは逆に右折して 1号道路をに進ん



で、品質管理課棟で受付し、積場に向かうコースになります。詳細は、文書で別途ご連絡

しますので、ご協力をお願いします。 

 

4.2 陸運安全協力会 25回総会議案の協議・確認 

 

① 平成 30年度 事業計画案 （添付資料１） 

事業計画案について会長より説明があり、合意された。 

平成 29年の事業計画に、【陸運安全協力会の会員組織率を向上】を加えて、教育による安全意識

の高揚を推進することになった。 

現状出荷台数ベースで、普通会員で 72.1%、準会員を加えると 96.3%までカバーされている。平成 29

年に連絡会員が 16社入会したので、97%のカバー率となっている。出荷量の多い未加入会社には

入会勧誘を継続して行う。 

 

② 平成 30年度 役員案 （添付資料 2） 

役員案について幹事協議の結果、原案のとおり昭四殿に承認を求めることになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 平成 30年度 予算案  （添付資料 3） 

予算案について、会長より説明があり、基本合意した。 

 

④ 平成 29年表彰候補の確認  （添付資料 3） 

昭四殿表彰と陸運安全協力会表彰について以下のように候補を決定した。 

昭四殿表彰 ： 会社表彰  株式会社 暁興産 

  ： 個人表彰  株式会社 暁興産  加藤   亘 

  ： 個人表彰  日本通運株式会社  森   義昌 

  ：功績表彰（指差呼称マイスター） 

   月次パトロール結果に基づき推薦する 

 

陸運安全協力会表彰の各候補  

・時間無災害表彰 

660 万時間無災害 上野輸送株式会社 

520 万時間無災害 昭永工業株式会社 

 

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　中部支店 小松　一哉

幹     事 　日本通運株式会社　三重支店 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 大西  良孝

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　中部支店四日市事業所 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 志賀　　隆



・年間無災害表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・特別表彰  

   LPGローリー、アスファルトローリー、炭酸ガスローリーから各１名を推薦 

（2018年 2月 27日現在、未確定）    

  構内常駐 ： 日本通運  橋川 敬介 

 

⑤ 平成 30年度 スローガン募集 

事務局より、スローガンを募集スケジュールの説明があった。 

3月 2日締切りで応募作品を予備投票で集約して、3月幹事会で、優秀作（H30 スローガン）、佳

作を決定する。 

 

4.3  その他 

① ローリー ホイールボルトキャップの装着禁止について （添付資料 5） 

会員へのキャップの装着禁止文書について、討議の結果原案のとおり了承された。 

 

② パトロール日程の件  

会議終了後の歓談で、パトロール回数増加について会長より提起があった。 

現状通常月は、1回実施、指差呼称強調週間は、春秋合計 10回なので、年間 20回パトロー

ルを行っている。通常月は、月 1回のパトロールで、パトロール者が同じポイントを重複し

て点検している例も多い。 つまり 1回あたりの参加者が多すぎるので、一人が１ポイントず

つチェックして、重複なくより多くのポイントを見られるように改善したい。 

具体的には、現状の 1班、2班をそれぞれ a、bの 2つに分けて、aは第 1週木曜日、bは

第 3週木曜日にパトロールを行う。 

各社の負荷は変えないで、パトロール頻度と密度は増やすことが可能となる。 

議題にない案件だったので、本件は、3月幹事会で具体案を説明し、幹事の承認が得られれ

ば、総会議案書にグループ分けも記載して、6月から実行できるようにしたい。 

以上  

①35年間無災害表彰   　  
 株式会社 ホリカワ

②1５年間無災害表彰
昭豊運輸株式会社
鈴定運輸株式会社
近畿石油輸送株式会社 営業部
半田アポロ油送株式会社

③10年間無災害表彰
バロン・パーク株式会社



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案（4）

1． 活動の基本方針

2. 活動の重点目標

(1) 基本作業実践による労働災害防止、荷役事故防止

(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

3月幹事会で決定

法令・ルールの遵守

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。

教育による安全意識の高揚

陸運安全協力会の会員組織率を向上し、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。

心と体の健康管理
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。

平成３０年度　事業計画（案）

四日市労働基準監督署管内における平成29年の業種別災害発生状況の道路貨物運送業では、休業4
日以上の災害が91件発生しています。内訳では、墜落転落が32件、転倒11件、巻き込まれ・はさまれ10
件、激突10件、交通事故3件となっています。

昭四殿陸上出荷に係る件では、不休業労災が1件、スウィングステージ破損事故3件と周辺機器の破損
事故１件、オバーフロー関連3件のトラブルが発生しています。 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基本
作業を確実に行い、製品の積込、輸送、荷卸し時の事故・労働災害を防止し、安全荷役を推進していきま
す。

重点目標 具体的な取り組み

基本作業実践による労働災
害防止、荷役事故防止

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。
適正な運行管理により過労運転による交通事故を防止する。

添付資料1 平成30年2月15日幹事会



 

 

 

 

 

  
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　中部支店 小松　一哉

幹     事 　日本通運株式会社　三重支店 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 大西  良孝

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　中部支店四日市事業所 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 志賀　　隆

平成３０年度　役員　（案）

添付資料2 平成30年2月15日幹事会



 

 

 

  

陸運安全協力会　平成29年予算　案

収入の部

科目 金額 備考

繰越金 3 ,779 ,000 2016年3月に確定

　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 1,152,000 48社

　　　　　連絡会員 51,000

　銀行利息 100

　（当期収入） 3 ,703 ,100

　合計 7 ,482 ,100

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 410 ,000

　　消耗品費 180,000

　　通信費 200,000

　　備品費 10,000

　　雑　費 20,000

事業費 1 ,346 ,800

　　安全活動費（内訳　別紙） 1,012,800

　　コンビナート連絡協関係（内訳　別紙） 234,000

　　教育補助 100,000

定期総会費（内訳　別紙） 880 ,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 50 ,000

予備費 0

当期支出計 4 ,190 ,800

次期繰越金 3 ,291 ,300

合計 7 ,482 ,100

添付資料3 平成30年2月15日幹事会



 

 

平成 30 年 3 月 1 日 
陸運安全協力会 会員各位 
 

昭和四日市石油㈱四日市製油所 

操油課長 福間 秀文 
 

昭和四日市石油(株)四日市製油所 

陸運安全協力会長 岩野 淳作 

 
 

ローリー ホイールボルトキャップの装着禁止について 
 

平素、安全荷役ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

陸運安全協力会の月次安全パトロールにおいて、前輪にホイールボルトキャップを装

着している車両が散見され、始業点検の有効性について疑念がもたれております。 

道路運送車両法第四十七条の二により一日一回、その運行の開始前において自動車の

点検が義務付けられています。日々の始業点検において、当該キャップを取り外して点

検し点検後再度取り付ける操作が確実に実行されているのか疑念が指摘されております。 

 1 月 23 日の陸運安全協力会幹事会において協議の結果、四日市製油所に入構する車

両については、ホイールボルトキャップの装着を禁止とすることに致しました。 

各社運行管理者におかれましては、速やかに周知徹底をお願い申し上げます。 

 以上 

 

いずれも 2018 年 1 月 23 日撮影  

ホイールボルトキャップ装着車輌の写真   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 5  平成 30年 2月 15日臨時幹事会 


