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令和 3年 1月 30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 3年 1月 28日（木） 10：00～ 

2. 場 所 昭和四日市石油 塩浜クラブ 

3. 出席者 18名（敬称略） 

 

昭四 ：大同環境安全部長、伴製造一部長、鈴木操油課長、西川操油課長代理 

木場陸上操油係長代理 、平野安全管理推進者 

出光 ：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（山田、白木）、日本通運（森、）暁興産（伊藤） 

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（馬上） 

事務局（新堂） 

 

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、本年も宜しくお願いします。 

昨年は、コロナ禍で十分な活動が出来ず、パトロールも計画の半分くらいしか実施できませんで

した。パトロールは、陸運安全協力会の活動で重要な位置づけなので、今年は、3密を避けてパト

ロールの方法を工夫して可能な限り継続していきたいと考えています。 

最近問題となっているローディングアームの油種差し間違いのトラブルは、陸運として緊急の課

題であると認識しており、関係者のご意見を伺いながら改善の取り組みを進めてまいります。 

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、昭四殿には、今後ともご指導のほ

どよろしくお願いいたします。 

  

【大同環境安全部長ご挨拶】 

遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。 

日頃より、安全荷役・安全運行を通じて製油所の安全・安定操業にご協力を頂きありがとうござ

います。 

2020年は新型コロナウィルスに振り回された 1年でしたが、今年はコロナがあるという前提で、

皆様と一緒に安全活動を進めていきたいと思います。 

安全の大前提は健康であり、弊社 HSSE基本方針にある人の安全【当社で働くすべての人の心身

の健康が保たれ怪我なく一日を終えること】を共通の目標として皆様と活動を進めていきます。 

現在気になっているのは、2020年度製油所では 2件の休業労災が発生していますが、いずれも

ローリーの陸上積場で発生していることです。陸上積場のパトロールを暫く中断していましたが、

工夫して再開頂きます。事故の水平展開により、安全を確保して頂くようお願いします。 
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今年は、4年に一度のメジャー定修工事があります。従来、周辺道路混雑緩和のために、工事関

係者の通勤車両を西門（内門）から出入りさせて頂いていました。現在は 1号道路経由での入構が

可能になっていますので、関係者のご意見もお聞きしながら、渋滞緩和の対応を決めていきます。

皆さんのご協力もお願いすることになると思いますので、宜しくお願いします。 ご安全に。 

 

【伴製造一部長ご挨拶】 

改めまして、明けましておめでとうございます。 

大同部長からもお話がありましたが、昨年はコロナ禍で皆様ご苦労されたことと思います。世界

では感染者が 1億人を越えました。製油所でも社員 4名が新型コロナウィルスに感染し、皆様には

ご心配・ご迷惑をおかけしました。三重県でも最近 40名程度の感染者があり、中々下火にならな

い状況ですので、引き続きコロナ感染予防対策を徹底して継続していきましょう。 

陸上出荷のローリーについては昨年もトラブルがありました。アスファルト被液による火傷とロ

ーディングでの指挟みの休業労災が発生しています。 

人の安全は一番重要であり、社員には【自分の身は自分で守る】行動をお願いしていますが、陸

運各社においても【人の安全】が第一優先であることを意識頂き、荷役作業に取り組んで頂きます

ようお願いします。 

今年もコロナ禍の環境で引き続き業務を行って頂きますが、無事故・無災害で終えられるように

ご協力をお願いします。 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 2年 4月から令和 3年 1月までのパトロール・事業結果について報告があった。 

   

4.2 令和 2年パトロールの評価と課題 （添付資料 1） 

令和 2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口頭報告があった。 

 パネル中心の監視は、2016年以降少しずつ改善し、2020年は 9.9％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、2020年は目標の 50以上となった。 

 パトロール全体評価では、2020年平均値としては当初目標の 75以上には到達した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パトロール主要チェックポイントの推移

陸運安全協力会 2

2020年は、新型コロナウィ
ルス関連でパトロール数
は、少なかったが、主要項
目は、年々改善が進んでい
る。
2017年7月開始の出荷ポイ
ント耐震補強工事が2020
年10月完成

2018年6月から月2回の
パトロールを開始

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

パトロール数 263 502 426 530 483 253

総合評価点数 70.2 73.1 72.8 74.7 76.5 77.4

パネル中心の監視％ 26.7 25.3 23.7 24.7 19.5 9.9

指差呼称評価指数 48.8 53.4 52.1 55.7 57.8 58.3
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4.3 令和 3年 2月以降のパトロールの方法について 

2月以降のパトロール方法について協議し、決定された。 

協議内容 

 反省会は本来有効であるが、新型コロナウィルス感染防止で 3密を避けるため、開始前の全

体確認と最後の反省会は当面行わない。 

 パトロールでチェックするローリーは、自社または他社のどちらでもよいが温度差なく評価

をすることが必要である。 

 1月 28日パトロールで 07：15-08：00まで混載積場では、ローリーの新規入線が全くなかっ

たので、曜日と時間帯を限定しないで各自が都合の良い時にパトロールを行うのが効果的で

あるとの結論に至った。（2020年 12月幹事パトロールで実施した方法） 

 パトロールチェックシートは、記載内容が分かりにくい箇所があるので、操油課殿で見直し

て頂くことになった。 

 会議後以下の内容で 2月のパトロール案内を行った。（添付資料 2） 

陸運安全協力会の2月の安全パトロールを以下のように実施いたしますのでご協力をお願い申

し上げます。 
 パトロール班：1A班および１B班 

 パトロール日時 

2月は日時を指定せず、各自が2月1日から25日の間の都合の良い日時でパトロールを行っ
て下さい。 

 反省会：新型コロナ感染防止で3蜜回避のため、反省会は行いません。 
 原則として06：00から17：00の間に実施下さい。 

 

4.4 令和 3年度の主要事業の日程確認     

令和 3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  （2／18） 令和 3年度 活動方針案、予算案 

             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（2/19～3/10） 

             １次審査（3/11～15午前中）各自５点に絞り事務局へ報告 

             ２次審査（3/18幹事会で決定） 

 3月幹事会      （3/18） 総会議案書確定 、スローガン審査 

 会計監査         （3/25） 

 議案書原稿確定    （3/30） 

原稿印刷会社へ    （4/5）    

製本議案書受領     (4/9) 

 総会準備         （4/5～） 表彰状ほか 

 第 28回定期総会  （4/15）  （1か月前までには実施可否を決める） 

パトロール         1/28 2Aと 2B班 、2月以降のパトロール実施方法は別途決定する 

 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昭四殿開催予定 

 



 

4 

 

（２）連絡協予定 

 職長・安全衛生責任者教育 （2/9～10 、5/27～28 、 8/後半  ）5月追加開催 

 中間研修講演会      （2/16予定が新型コロナウィルス感染拡大防止で中止） 

 連絡協総会        （6/22） 

 ＫＹＴ          （1/19 、７/  、10/ ）  

 特別研修講演会      （11/中旬  ） 

 優良施設見学会      （11/26（金）～11/27（土）） 

 

（３）陸運役員のコンビナート連絡協議会行事への参加分担 

  
2021

年 

2020

年 

2019

年 

2018

年 

2017

年 
2016年 

2015

年 

中間研修講

演会  

 （2月） 

中止

決定 

小松 

志賀 
河合 

森 

大賀 

河合 

河合 

森 

山下 

大賀 

塚本 

森 

総会（6月）  
山田 

花井 

中止 白木 

志賀 

小松 

森 

小松 

伊藤 

塚本 

森 

山下 

杉山 

１１月講演

会  

工藤 

伊藤 

河合 

伊藤 

小松 

伊藤 
伊藤 

小松 

河合 

伊藤 

遠藤 

茂野 

伊藤 

優良施設見

学会 

河合 

森 

中止 

 
河合 

小松 

小松 

森 
志賀 

昭永工業 

（豊田） 

福田 

山下 

大賀 

（会長は全行事に参加する） 

 

（４）2021年第 28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      山田副会長 

  監査報告           馬上会計監事 

  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 

 

 

4.5 令和 3年度 事業計画（案）について   

令和 3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 661 件発生しています。事故の型分類では、転倒 153 件、墜

落・転落が 112件、動作の反動・無理な動作 114件、巻き込まれ・はさまれ 74件、切れ・こす

れ 35件、飛来・落下 34件、激突され 28件、交通事故 32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 XX 件、スウィングステージ破損 YY 件と周辺設備の

破損 ZZ 件、オーバーフロー関連 VV 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  
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 (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。 

 

 

4.6 その他 

① 操油課殿より 

(ア)乗務員マニュアルの改訂周知の件 

乗務員マニュアルを改定し事務局より配信してもらいました。 

改訂ポイントは、以下の 2点ですので、乗務員に周知をお願いします。 

 ローディングアーム差し間違い対策として【積込手順で、パネルでの油種割付後

にハッチへの油種クリップを取りつけること】 

 ローディングアームでの手指挟み防止として【ローディングアーム収納時は垂直

に固定する。ローディングアームを移動するときは、アームを少し浮かせて（数

センチ）引きずらないように動かし倒れこみを防ぐ】 

 

(イ)ローディングアーム シールによる油種表示 

ローディングアーム差し間違い対策として、ローディングアーム手元で油種を確認

できるように油種表示シールを貼ってもらいました。 
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油種確認はローディングアーム手元でできるようになりましたが、シールがはがれや

すいので、粘着性の高いシールへの変更、それでも剥がれる場合はペイントによる直

接書き込みなどを工夫します。同時にシャットオフバルブの操作レバーの頭の部分に

ペイントで油種の色表示することも実施します。 

② 事務局より 

事務局より、以下の連絡事項がった。 

(ア)陸運安全協力会の令和 3年度スローガン募集 

令和 3年の日程にありましたスローガン募集を行います。別途ご案内いたしますのでよ

ろしくお願いいたします。 

(イ)協力会社 春の消防訓練 

協力会社の春の消防訓練が 3月 4日に行われますので別途ご案内します。 

 

③ ローディングアーム差し間違いについて討議 

ローディングアーム差し間違いに関連して以下の討議があった。 

(ア)他社のローディングアーム差し間違い対策と油種コンタミの影響について 

出光田中殿より、他社の対策事例と油種コンタミ時の品質への影響について説明があ

りました。 

 東亜石油の例 

東亜石油では、注意喚起の表示板を積場の手すり部に掲示する案があったが最終的

には、実施しなかった。手持ちのバインダーに文書を挟んで確認するやり方になっ

た。 ローディングアームの手元で油種確認できるように油種表示ステッカーを張

り付けた。 

 新潟製品輸入基地（NPIT）の事例 

新潟では、タグを 2回読み込ませる方式になっている。1回目は、油種の確認が行

われ、OKならシャットオフバルブを開けて 2回目のタグ読み込みで積込みがスタ

ートする。 

 品質への影響 

品質への影響が一番大きいのは、灯油にガソリンが混入した場合の引火点の低下で

ある。灯油 2KLにガソリン 2リッターが混入すると引火点が 2℃低下する。灯油の

引火点は、規格値（40℃）までの余裕が少ないので、コンタミすると場合によって

は規格値以下（品質事故）となってしまう。 

 ローディングアームの滞油量の調査結果 

他所でローディングアームの滞油量（シャットオフバルブを開けたとき落ち込む量）

を計測した結果では、ガソリンは、60cc程度で、軽油の場合は、80～200ccであっ

た。 

 

(イ)ローリーの残油について（昭四殿） 

昭四では、ハッチに残油がある場合には、積込は認めていない。残油の有無は自己申

告制で、従来は申告があると＃9,10ポイントで残油確認、抜き取りを行っていたが、

ここ 3年くらいは実績がない。 

自己申告がないのに実際残油があるローリーも見受けられ、残油がある場合は 1～4

リッター程度が多い。荷下ろし時の傾斜で全部抜けず残油が残るなど言い訳する場合が

多いが、乗務員が残油のあることが分かっている場合は、必ず申告して下さい。そうす

れば、残油抜き取りに協力することが出来ます。 

残油は、自社基地で処理した上で入構すること。また、残油確認で残油が認められた

ら必ず申告することを乗務員に徹底周知をお願いしたい。 
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(ウ)ペナルティーについて 

ローディングアーム差し間違い時のペナルティーとして、1回目で即入構禁止措置は厳

しいと思われるので緩和できないかとの質問があった。 

 昭四殿の回答 

機器を破損するトラブルは直せばよいが、品質異常な製品を出荷することは絶対

避けなければならない。まず差し間違い対策を皆で考え実行して、周知の上でそれ

でも差し間違いの時には、ペナルティーを発動することにします。 

ペナルティーを適用開始時期は、改めて事務局より周知をしてもらいますが、ペナ

ルティーは適用開始後 1回目から適用する方針は変わりません。 

 

補足説明 

昭四のシステムでは、アームを差し間違えて、シャットオフバルブを開けタグ読

み込みをした場合、アラームは鳴るが、ポイント故障とはならないので、ローディ

ングアームを抜いて別の正しい（油種が合っている）ハッチに挿入すれば出荷が継

続されてしまいます。 

現在はセンターからの放送により施設係員が、当該ポイントの作業を中断させて、

確認作業（油があれば抜き取り作業）をした上で再開となるが、係員が放送を聞き

取れない場合などは、ローディングアームの滞油が落ち込んだままでも、正しい油

種のローディングアームを再び挿入すれば、出荷が継続されてしまいます。 

この問題を解決するためにシステム変更して、アーム差し間違いの時にはポイン

ト故障として出荷が停止するように改良する計画です。 

 

(エ)積込後のローディングアームの滞油処理ついて 

昭四殿： 

本来、積込完了後のローディングアーム滞油処理が確実に出来ていれば、シャットオ

フバルブを開けても落ち込む油はほんの少しのはずです。現状の積込では、この滞油処

理が不十分の乗務員が結構いるようです。 

滞油処理は、積込完了後、【10秒くらい待って配管滞油分を落としその後、アームを

少し上下させた後、アームを降ろして数秒待って、滞油分が落ち切ってからシャットオ

フバルブを閉め、アームを次のハッチに移すか収納する】 ように指導をお願いします。 

 

陸運会長： 

積込後のローディングアームの滞油処理ついて、ご協力いただければ、より分かりや

すい動画情報を制作することは可能ですので、手順の動画制作を検討します。 

 

  

④ 夜間出荷時のポイントについて 

質問：夜間出荷時、一部のポイントしか開いていませんが、全部のポイントを開放するこ

とは可能でしょうか。 

昭四殿：夜間は、近隣からの明るすぎるとの苦情があり、ポイントを限定して照明を少な

くしているので、開放ポイントに合わせてハッチ割付を考慮して下さい。 

荷下ろし時に時間がかかる場合もあるかもしれませんが、地域との共生のため現状

の運用にご理解とご協力をお願いします。 

 

以上 


