
 

 

平成 31年 1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    

 

1月度 幹事会（会議録） 

 

1. 日 時 平成 31年 1月 17日（火） 10：30～ 

2. 場 所 昭和四日市石油 塩浜クラブ 

3. 出席者 20名（敬称略） 

 

昭四 ：大同環境安全部長、木村製造一部長、福間操油課長、鈴木操油課長代理 

中村陸上操油係長、南川陸上操油係長代理、前川環境安全課主任 

昭シ ：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、白木）、暁興産（伊藤）、ニヤクコーポレーション（工藤） 

昭豊運輸（福田）、日本通運（森）、日本石油輸送（志賀） 

事務局（新堂、北林） 

 

4. 議事 

議事に先立ち陸運会長、木村部長、大同部長より挨拶があった。 

続いて、ニヤクコーポレーションで異動があり大西前幹事から工藤幹事への交代となったので工藤

幹事の就任挨拶があった。 

 

【陸運 岩野会長挨拶】 

新年おめでとうございます。 

昨年陸上出荷設備で発生したスウィングステージ収納忘れのトラブルなどは、指差呼称で確認で

きていれば防げる事案であり、今年も指差呼称により基本作業を確実に励行するよう取り組んでい

きます。本年幹事会をさらに強化する目的で池畑運送さんに新たに幹事就任をお願いすることに致

します。本年も労働災害、荷役事故の防止に取り組んでまいりますので幹事の皆様のご協力をお願

い致します。 

 

【木村製造一部長ご挨拶】 

早朝よりパトロールおつかれさまです。本年もよろしくお願いします。 

今年の目標の第一は、“無事故無災害・安全安定操業の達成“です。この目標達成には協力会社

の皆様の協力が不可欠ですので宜しくお願いします。 

昭四で進めている安全活動の一つに“リーダーを育てて増やす”ことがあります。リーダーシップ

の技術の取得とすそ野を広げる取り組みを行っていきます。安全への取り組みは、全員が同じレベ

ルで取り組む必要があるので、傍観者を減らすために、管理監督者全員でリーダーシップを発揮し

て取り組むようにしていきます。各社様におかれましても、リーダーシップをもって安全活動を推

進いただけたらと思います。 

1月 5日所用で出社した帰路で、23号線に合流する箇所で製油所から出構した前走のローリー2台

が一時停止の箇所なのにノーブレーキで合流していきました。交通ルールの順守は安全荷役の基本

なのでルール順守をお願いします。 

  



 

 

【大同環境安全部長ご挨拶】 

本日は、朝早くよりパトロールお疲れ様でした。 

平素、安全荷役を通して製油所の安全操業に貢献頂き有難うございます。 

四日市製油所の操業状況と今年度の重点目標についてご説明します。 

今年度も災害時に地域への石油製品の安定供給を継続するための BCP（事業継続プラン）に従い、 

耐震強化工事、新桟橋建設工事などを進めていきます。新桟橋は今年 2月に完成の予定で、春から

は、BCP対応の新事務所建設が始まります。 

また、今年 4月には、出光興産と昭和シェル石油の経営統合があり、すでに相互交流が実施され

ていますので、パトロール交流など、今後更なる交流が行われる見通しです。 

製油所を取り巻く環境は変化していきますが、基本は“無事故無災害・安全安定操業”であり、

この目標に向かって製油所では 2016年 10月から“安全クランドデザイン”の構築、実践に取り組

んでいます。今年も継続して活動しますので、ご理解とご協力をお願いします 

 

2019年度の重点目標は以下の通りです（添付資料 1）。 

昨年までは、重点目標、HSSE目標、品質目標、保安管理目標が独立した形で作られていました

が本年から重点目標に一本化して、重点目標の個別項目と HSSE、品質、保安管理の該当項目を関

連付けて表形式で記載しています 

安全標語は、【自分の指摘が周囲を救う 力を合わせて事故ゼロ操業】です。 

重点目標の主目標は、以下の 4項目です。 

・無事故無災害・安全安定操業の達成 

・持続的競争力の強化 

・コンプライアンスの徹底と地域共生の推進 

・人材力の強化 

 

“無事故無災害・安全安定操業の達成”について 

昨年の陸上出荷関係では、大きな労働災害は発生しておりませんが、5月にローリー上で転倒

し、指先の筋を痛める怪我が発生しています。また、スウィングステージ破損やオーバーフロー

のトラブルも撲滅できていません。11月には施設誘導員とローリーの接触や構内での交通事故

など、最近は交通安全の面でも懸念があり、現状は手放しで喜べる状態ではありません。 

昨年の労災では、保護具に関係するものが多くありました。保護具は最後の砦であり、これが

確実に実行されていないと労災に繋がります。今年は保護具の着用の強化に取り組みますので、

協力会社も構内は製油所と同一基準で着用（ヘルメットと保護メガネはセット）をお願いします。 

 

“持続的競争力の強化”について 

製油所の競争力の源泉は連続運転の達成であり、認定制度に基づく 4年連続運転を行っていま

す。認定制度の要件では、製油所において事故を防止する安全の仕組みを構築して実行されてい

ることが求められています。この安全の仕組みをしっかり運用していく必要があります。 

昨年 9月に運転設備に不慣れな工事作業監督者がフォークリフトを運転して、設備に接触して

油が漏れる事案がありました。幸いにも海に油は出ませんでしたが、一歩間違えれば大きな事故

となるところでした。陸運関係では、運転のプロなので同様な事例はないと思いますが、信号無

視などの事例も報告されていますので、より慎重な運行をお願いします。 

 

“コンプライアンスの徹底と地域共生の推進”について 

コンプライアンスは、法令順守と理解されていますが、更に“広くルールを守ること”と考え

ています。この地で操業を継続していくためには地域に受け入れられる必要があります。地域、

近隣住民の目は厳しいので、信号無理などの苦情が多発すれば、製油所の操業にも影響を及ぼし

ます。地域社会は、公道でのローリーの走行も製油所の操業と一体と見なされていることをご理

解ください。 



 

 

 

“人材力の強化”では、 

人材育成、高齢者への配慮はどの会社でも共通の課題です。 

人を育てなければ、安全や高いレベルの品質は維持できません。陸運と共通の課題で一緒に取

り組める課題については、一緒に取り組み互いにレベルアップをしていきましょう。 

 

今年も無事故無災害・安全安定操業の達成に向けて取り組みますので、陸運安全協力会のご協

力をお願い申し上げます。 ご安全に！ 

 

【工藤幹事の挨拶】 

ニヤクコーポレーションの工藤です。大西の後任として 12月 10日着任致し、本日からパトロ

ールに参加しました。無事故無災害に向けて努力していきますので宜しくお願いします。 

 

4.1 月次パトロール・事業結果報告 （資料省略） 

事務局より平成 30年度 12月、1月のパトロール結果と事業結果について報告があった。 

   

4.2 平成 30年のパトロール結果報告 （添付資料 2） 

平成 30年のパトロール結果では、個別項目での報告と課題について会長より報告があった。 

 パネル中心の監視は、2017年に少し改善しましたが、2018年は 24.7％と再び悪化してお

り、2019年度も改善努力が必要です。 

 指差呼称の実践は、2014年以降少しずつ改善しているが、2017年から改善が停滞している。 

 パトロール全体評価では、2015年以降は改善が進んでいる。 

 平成 30年 パトロール結果の会社別評価について説明があった。 

 平成 30年 パトロール出席率の（会社別と個人別）について説明があった。 

 

 

4.3 2019年（平成 31年）の主要事業日程     

（１）陸運の予定 

臨時幹事会   （2／21） 平成 31年度 活動方針案、予算案 

（パトロール後）     昭四表彰推薦案 

             無災害表彰案 

             特別表彰推薦依頼 

安全スローガン募集   募集期間（2/22～3/8） 

             １次審査（3/11～14午前中）各自５点に絞り事務局へ報告 

             ２次審査（3/20幹事会で決定） 

幹事会          （3/20） 総会議案書確定  

会計監査         （3/26） 

議案書原稿確定    （3/30）（年代 は平成 31年で暫定表記） 

新元号発表         (4/1)    議案書新元号に訂正 

原稿印刷会社へ    （4/4）    

製本議案書受領     (4/10) 

総会準備         （4/12） 表彰状ほか 

第 26回定期総会  （4/18） 

パトロール         1/17 2Aと 2B班 、2/7 1A班、2/21 1B班、3/7 2A班、3/20 2B班 15 

4/4 1A班 、4/25 1B班 総会のため変更 

指差呼称強化週間 （5／中旬、10／中旬 第 3週の見込み）  

休日の関係で 4日間になる場合があるが、過去も実施しているので昭

四殿にて計画頂く 



 

 

運行管理者会議  （10／中旬） 秋の指差呼称強化週間に合わせて開催予定 

 

（２）四日市コンビナート協力会社災害防止協議会等連絡協議会（連絡協）予定 

 職長・安全衛生責任者教育 （2/5～6 、 8/ ～ ） 

 中間研修講演会      （2/21） 

 総  会         （6/20） 

 ＫＹＴ          （1/25 、7/ 、10/ ）  

 特別研修講演会      （11/  ） 

 優良施設見学会      （11/29（金）～11/30（土） ） 

 

  

陸運役員の連絡協事業への参加分担 

  2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 

中間研修講演会  昭永工業 大賀 河合 山下 塚本 山下 

  森 河合 森  大賀 森 杉山 

総会  上野輸送 小松 小松 塚本 山下 塚本 

  
日本石油輸

送 
森 伊藤 森 杉山 茂野 

１１月講演会  
上野輸送 伊藤 小松 伊藤 茂野 大賀 

伊藤 
 

河合 遠藤 伊藤   

優良施設見学会 昭永工業 小松 志賀 
昭永工業

（豊田） 
山下 塚本 

  
小松 

（注１） 
森   福田 大賀 森 

（会長は全行事に参加） 

注 1 ：幹事会終了後、小松副会長より 2019年優良施設見学会への出席の申入れがあった。 

 

2019年第 26回陸運安全協力会定期総会の分担 

  司 会            森幹事 

  議 長            河合幹事 

  経過および決算報告      小松副会長 

  監査報告           志賀会計監事 

  新年度方針および予算案説明  新会長 

  総会後の意見交換会の司会も 森幹事が担当。 

 

4.4 2019年度 事業計画（案）について  （添付資料 3 ） 

2019年度 事業計画案について、会長より説明があり、案は了承された。 

 

1．事業計画の基本方針     

四日市労働基準監督署管内における平成 30年の業種別災害発生状況の道路貨物運送業では、12

月末集計で休業 4日以上の災害が 107件発生しています。内訳では、墜落転落が YY件、転倒 AA

件、巻き込まれ・はさまれ BB件、激突 CC件、交通事故 DD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 EE件、スウィングステージ破損事故 FF件と周

辺機器の破損事故 GG件、オーバーフロー関連 HH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。  

 

2.  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．重点目標及び具体的な取り組み  

  重点目標 具体的な取り組み 

(1) 
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。 

(2) 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 

   踏み切りでの一時停止と安全確認（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。 

(3) 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。 

(4) 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、関連法規を遵守し過労運転の防止を図る。 

 

 

4.5 その他 

① 操油課連絡事項 

 本日単載積場で施設係員とローリーの接触があり軽い打撲を負いました。 

（詳細は確認中です） 

 単載積場の耐震補強は、本年 2月末で完了の予定です。 

 混載積場の耐震補強は、現在ポイント 21から 24を工事中で 4月末に終わりますが、ス

ロップダウンの時には通常は、21ポイントを使用するので、現在は LODICの地下ピット

に落としてもらっています。 



 

 

5月以降は、ポイント 29から 36の耐震工事が開始されます。その他にポイント 35で JET 

A1出荷の増設工事も計画されています。 

 BCP対応で新事務所の建設が 5月末から 6月初めには始まりますので、付帯して新事務所

への連絡道路の増設改造工事があり、5号道路はローリーの待機場として使用できなくな

るので、ガス積場の待機場 3レーンをオイルローリーの待機場として使用する計画です。 

連絡道路関連で現在のバーター小屋は、ガス積場の一角に移設します。 

以上詳細が決定したらご連絡いたします。 

 

② 業務センター連絡事項 

 昭和シェル石油と出光興産が合同で年末年始パトロールと夏季無事故キャンペーンを

1ヵ月かけて実施しています。この行事は双方の CL車の会社が参加して実施している

らしいので、今後陸運安全協力会へも参加協力の要請があるかもしれません。 

今後調整をしていきますので、具体的になったらご相談します。   

 混載積場の耐震工事で、ポイント 32から 35の工事期間に大型車両の出荷をどのポイン

トで行うか計画してほしい。 

【昭四殿回答】 

入線できるポイントは 28から 21まであるが、アームが届かない場合が予想されます。 

また、屋根がない場合があるので雨天時は困難かもしれません。 

 

③ フルハーネスの規格改定への対応 

規格改定による 2月以降の陸上出荷でのフルハーネスの使用方法について陸運会長より

質問があった。 

【大同部長のご回答】 

2月に改訂規格が明確になったら、規格改定に伴う陸上積場でのハーネス運用方法を改定

する予定です。フルハーネスの規格改定に向けて、陸運安全協力会の皆さんとも、幅広く

情報共有させてください。 

 

 

以上 


