
 

 

令和 2年 1月 16日 

昭和四日市石油㈱ 環境安全課長殿、操油課長殿 

出光興産㈱ 安全品質管理課殿 

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 令和 2年 1月 16日（木） 10：00～ 

2. 場 所 昭和四日市石油 102会議室 

3. 出席者 20名（敬称略） 

 

昭四 ：大同環境安全部長、伴製造一部長、渡辺環境安全課長、西川操油課長代理 

中村陸上操油係長、南川陸上操油係長代理 

出光 ：安全品質管理課 田中殿 

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）、日本通運（森）暁興産（伊藤）、昭豊運輸（福田） 

ニヤクコーポレーション（工藤）、池畑運送（花井）、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、大同部長、伴部長より挨拶があった。 

 

【陸運 岩野会長挨拶】 

遅くなりましたが新年おめでとうございます。 

ここ数年の取り組みで、ローリー積込での安全管理項目は、徐々に改善してきました。 

残念ながら、オーバーフローやスウィングステージ収納忘れのなどは無くなってはいません。こ

れらは、指差呼称できちんと確認し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まいりましょう。 

本年も労働災害、荷役事故の防止に取り組んでいきますので幹事の皆様のご協力をお願い致しま

す。 

  

【大同環境安全部長ご挨拶】 

おはようございます。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。 

本年最初の幹事会となりますので、昨年の振り返りと今後の課題についてお話いたします。 

昨年 4月には昭和四日市石油の親会社である昭和シェル石油が吸収分割により出光興産と経営

統合し、7月には人事部門を除いて事業継承されました。今年 4月には残りの労働協約関係も承継

され経営統合が完結することになります。昭和四日市石油の操業には今のところ大きな影響はあり

ませんが、決算期が、従来の 1-12月から今期の 15か月決算を経て 4月-3月に変更になります。

製油所のすべての事業活動周期が 4月-3月になりますので、各種の委員会や協力会社の皆さんに

お願いしている各種活動周期も変更になりますが、引き続きご協力をお願いします。 

石油業界では、昨年 9月サウジの石油施設がドローンによる攻撃を受ける衝撃的な事件がありま

した。今年の 1月にはアメリカによるイラン革命防衛隊の司令官殺害を契機に中東情勢が一気に緊

張しました。原油価格や船賃の高騰などにも影響がでています。 



 

 

出光グループでは、昨年 12 月東亜石油で火災事故が発生し現在も設備が停止しているため、設

備停止が長引けば、四日市製油所の操業にも今後影響がでてくると思われます。 

安全関係では、昨年は、硫化水素による中毒事故が千葉製油所で 2件、愛知製油所で 1件発生し

ており、ガス中毒防止に焦点が当たっている状況です。 

四日市製油所では、昨年 2月には、原油船受入れが累計 4000隻に達し、3月には震災対応桟橋

の竣工式を実施しました。5月には BCPセンター（新事務所）の起工式が行われ、夏には、石化

製品増産の設備が認定を受けて連続運転を開始しています。10月からは、船舶用重油の硫黄分を

新規格 0.5％に対応した製品の製造を開始しています。 

労災面では、昨年年初に、墜落・転落が頻発し、急遽、協力会社の皆様にも注意喚起を行った結

果、その後は墜落・転落等は発生しませんでした。 しかしながら、陸運会長のお話のように、積

込時のオーバーフローやスウィングステージの破損事故は相変わらず発生しています。陸運安全協

力会の皆様には、指差呼称による安全確認を確実に行って事故防止への更なる取り組みをお願いし

ます。 

 当社では過去の事故の反省から、安全の仕組み作りと安全文化の醸成を目的として、2016年 10

月から安全グランドデザインを推進しています。安全とはどういう状態であるのかを簡潔な表現で

HSSE規程に定めて昨年の 12月から運用を開始しています。協力会社の皆様とも私たちの目指す“安

全な状態”を共有し、全ての活動がこの“安全な状態”を目指していることをご理解ください。 

今年も製油所と陸運安全協力会がしっかり連携して、ワンチームとして安全活動を行い、成果を

出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。  ご安全に 

 

【伴製造一部長ご挨拶】 

皆様おはようございます。 

昨年は、安全荷役、安全配送にご尽力いただき有難うございました。 

残念ながら昨年も小さい事故は頻発していました。 今年は、小さなヒアリを起こさないように

取り組んでいきます。乗務員は、基地を出発して製油所で製品を積込み客先に配送して再び基地に

戻るまでが、“怪我無く一日を終える”安全のサイクルです。この安全のサイクルが確実に保たれ

るように陸運安全協力会の各社は取り組みをお願いします。 

今年一年、“無事故無災害“で事故を起こさないように製油所も取り組んでいきますので、安全

協力会の皆様もご協力と一層の取り組みをお願いします。 ご安全に 

 

 

4.1 月次パトロール・事業結果報告 （資料省略） 

事務局より令和 1年 11月、12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 令和元年パトロール結果の報告 （添付資料 1） 

令和元年のパトロール結果のまとめと今後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、2016年以降少しずつ改善し、2019年は 19.5％と改善が進んだ。 

 指差呼称の実践は、2015年以降少しずつ改善し、2019年は目標のレベルに近づいた。 

 パトロール全体評価では、2019年平均値としては当初目標のレベルには到達した。 

 令和元年 パトロール結果の会社別評価について説明があった。 

 令和元年 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 令和 2年度の主要行事日程     

令和 2年度の行事日程について以下の確認をおこなった。 

（１）陸運の予定 

臨時幹事会  （2／20） 令和 2年度 活動方針案、予算案 

              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（2/21～3/10） 

             １次審査（3/11～17午前中）各自５点に絞り事務局へ報告 

               ２次審査（3/19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） 

原稿印刷会社へ    （4/3）    

製本議案書受領致 （4/10） 

総会準備         （4/6～） 表彰状ほか 

第 27回定期総会  （4/16） 

パトロール         1/16 2Aと 2B班 、2/6 1A 班、2/20 1B班、3/5 2A 班、3/19 2B班 

4/2 1A班 、総会のため 1B班は 4/23に変更 

指差呼称強化週間 （5／中旬、10／中旬） 昭四殿にてご計画頂く 

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）連絡協予定 

職長・安全衛生責任者教育 （3/5～6 、 8/  ～  ） 

中間研修講演会      （2/18） 

連絡協総会        （6/18） 

ＫＹＴ          （1/23 、７/  、10/ ）  

特別研修講演会      （11/  ） 

優良施設見学会      （11/27（金）～11/28（土） ） 

 

陸運役員の連絡協事業への参加分担 

  
2020 年 2019

年 

2018

年 
2017 年 2016 年 

2015

年 

中間研修

講演会  

上野輸送 
河合 大賀 河合 山下 塚本 

 （2 月） 
日本石油 

輸送 
森 河合 森  大賀 森 

総会（6

月）  

ニヤクコーポ

レーション 
白木 小松 小松 塚本 山下 

  池畑運送 志賀 森 伊藤 森 杉山 

１１月講演

会  

昭永工業 
小松 伊藤 小松 伊藤 茂野 

暁興産 
伊藤 

 
河合 遠藤 伊藤 

優良施設

見学会 

昭永工業 

河合 小松 志賀 

昭永工

業 

（豊田） 

山下 

  
日本通運 

小松 森   福田 大賀 

（会長は全行事に参加） 

 

 

 



 

 

2020年第 27回陸運安全協力会定期総会の分担 

  司 会            白木幹事 

  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     白木幹事 

 

4.4 令和 2年度 事業計画（案）について  （添付資料 3 ） 

令和 2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。 

(ア)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令和 2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 XXX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。 

昭四殿陸上出荷設備では、不休業労災が 3 件、スウィングステージ破損 2 件と周辺設備の破損 3

件、オーバーフロー関連 5 件のトラブルが発生しています。 トラブル、災害は輸送時よりも積

込、荷卸し時に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。 

 

(イ)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  

 

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（YY 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 環境安全課 

(ア)三永産業交差点の信号改善の件 

渡辺環境安全課長より、塩浜街道 三永産業交差点の信号改善について、12月 24日四

日市南警察署との内合せ内容についての説明があった。 

南警察が直接現場を確認した結果、問題となって信号を移設するのではなく、当該

交差点の左側上方に設置されている信号の裏側に信号を増設することを、南警察から

逆提案された。（既存の信号柱があり、新しい灯器を裏側に付けるだけで右折するドラ

イバーの視認性は向上し、改善効果が見込める） 

上記の案で南警察にて要望書を作成し、県警本部へ提出して頂けることになった。 

(イ)構内交通安全推進委員会運営標準の改定に伴う、任期見直しの件 

構内交通安全推進委員会運営標準の改定に伴い、各安全協力会社様にて選出された方

の任期の考え方が年度ベースとなり、任期は４月～翌３月の 1年単位に変更となりま

す（従来は 1～12月）。 

構内交通安全推進委員会運営標準で交通委員を選出して頂いているが、移行のため現

在の選出委員は、今年 1月から来年 3月末までの 15か月を務めて頂きます。その後は

4月から 3月までの 1年の任期となるのでご承知おきお願いします。 

 

② 操油課 

西川課長代理と中村係長より、以下の連絡事項がった。 

(ア)構内工事への協力依頼（西川課長代理） 

現在、出荷ポイントの耐震工事、BCPセンター建設工事関係でご不便おかけしています。

今年も5月まではBCPセンター関連の道路工事等でご迷惑をおかけしますが宜しくお願

いします。 

(イ)交通安全について（西川課長代理） 

1 月 8日、西門構内から塩浜街道に出る道路で自転車と協力会社車両の交通事故があり

ました。構内から塩浜街道に出る時には車両が横断歩道を横切ることになるので特に注

意を頂き、交通事故を起こさないようにお願いします。 

 

(ウ)ローリーの通行制限（中村係長） 

1月17日から 2月28日まで混載積場の南側で現在通行止めの箇所を通行可能とします。 

アスファルト、炭酸ガス、潤滑油のローリーは、1号道路に迂回してもらっていました

が、以前のように 3号道路（混載積場の南側）を通り抜けることが可能になります。た

だ 3月初旬から 7月までは、再び現在と同様に 1号道路を迂回しての経路となりますの

で宜しくお願いします。 

(エ)BCP センター関連の工事等 （中村係長） 

BCP センター関連で、1号道路はローリーと BCPセンター往復の一般車両が錯綜するこ

とになります。そのためゲートを設けて交通事故の防止を図ります。ゲート設置個所は、

(a)ローリーがセンター受付に入る動線の線路の手前、(b)BCPセンターから 1号道路に

入る動線 、(c)ローリーがセンター出口から線路の手前の 3箇所となります。 

また、ローリーは 1号道路からセンター受付に向かい右折する場合は必ず右折のウィン

カーを出すことをルール化します。 

今後詳細を詰めていきますのでご協力をお願いします。 

 

以上 


