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◆安全衛生管理体制
　安全は、物流事業者としての使命です。当社では安全衛
生協議会を頂点とした強固な管理体制を構築し、各委員
会や部会による徹底した安全管理に取組んでいます。

【安全衛生協議会】代表取締役社長が最高責任者の任に就き以下の各委員会への助言及び指示通達を行い、関連会社
を含む安全衛生管理体制の充実を目指すと共に、関連法規を遵守し従業員の安全と健康の確保に努めています。

【総括安全衛生委員会】関連会社を含む全ての従業員の理解と協力を得て、各事業所の安全衛生水準の向上を目指して
活動を展開しています。

【安全作業専門委員会】安全作業推進のための研究・調査・教育・点検・改善を行います。作業の専門分野別に船内部会・
沿岸部会・車両部会・梱包部会・高所対処チームを設置して安全管理活動を推進しています。

【安全輸送委員会】安全輸送推進のための研究・調査・教育・点検・改善を行います。輸送の専門分野別にコンテナ輸送部
会・トレーラー輸送部会を設置して、安全管理活動を推進しています。

【船舶安全委員会】所有船舶の安全運航の維持を図り、船舶及び乗組員の安全確保を目的としています。その目的達成の
ため、主に関係船舶の安全運航のための基本となる事項、乗組員の安全衛生管理に関する事項、船体及び積載貨物の安
全確保に関する事項を推進しています。また、運輸安全マネジメント制度導入にあたって安全管理規程を策定し、年間活
動計画にもとづいて安全運航に努める活動を展開しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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労働安全衛生活動
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◆内航輸送と安全
内航輸送ネットワーク
　当社の内航輸送は、名古屋港を基点として北は北海道、南は九州・沖縄まで全国にネットワーク拠点を設け、自動車をはじ
めとする貨物を海上輸送しています。労働安全衛生方針にもとづいた安全作業を行い、船舶安全運航方針を遵守することで
安全運航を実現しています。

自動車運搬船｢清和丸｣

　内航輸送の本拠地である当社九号地分室では、主に国内自動車メーカーの商品車を取扱っています。車両の移動
から船積に至る各工程で、安全作業を徹底しています。

車両船積の流れを例に当社の安全への取組みを紹介します

指導者の目
輸送量が増加し、船舶の大型化が進む現在、安全で効率的な作業
が最優先されます。そのためには、「人を育てること｣が最も重要だ
と考えています。そこで、私が日々心掛けているのは、気付いた点は
その場ですぐに伝えることです。現場では口うるさい父親に徹し、こ
れからも確実な安全指導を行っていきます。

金村　安全作業指導管理者

4 安全の追求

　

車間距離きれいに
保たれてるね！！

固縛OK!

ハッチボス（誘導作業者）は安全な位置に立
ち、大きな声と動作で誘導します。また、
次港での船卸作業を考慮して積付場所によ
ってはバックにて停車します。

船内速度20km/h以下を遵守し、スリ
ップ防止のため、急な加速や停車を禁止して
います。また、スタンション（支柱）等の危険箇
所に注意を払い、積付場所へ移動します。

④船内走行⑤積付作業
ラッシングマン（固縛作業者）はエンジン停止
後、周囲の安全を充分に確認します。航
海中に車両が動かないよう、確実に固縛を
行い、安全運航に繋げています。

⑥固縛作業

ドライバーは送迎車が完全に停車した後、
安全のため走らずに商品車へ向かいます。
商品車に損傷がないか一廻り点検を行
い、誘導者の合図に従い発進します。

構内速度30km/h以下を遵守し、充分な車
間距離を保って走行します。停車の際には、

クラクションとハザードランプで後続車
に合図を送り追突を防ぎます。

ランプウェイ（舷梯）の勾配は潮の干満によっ
て変化するため、船内進入時はランプウェイ
手前から減速し、旗を持った合図者に従い
走行します。

①船積開始  ②構内走行 ③船内へ進入
構
間
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現場監督

助監督

現場主任

誘導作業者

現場での指揮系統

⇩

⇩

⇩

船内では、現場を熟知したハッチボス（誘導作業者）により、安全・円滑に作業が進行できる
よう細心の注意を払い指示・誘導しています。

ヘルメット

安全靴

脚絆

安全チョッキ

作業服
作業服そのものに
反射テープが
貼ってあります。
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　フジトランスグループでは「ゼロ災キャンペーン」
を年2回開催しています。従業員一人ひとりが安全意
識を高め、“全ての事故ゼロ”達成を目指します。期間
中は、役員参加による現場巡視をはじめ全国の事業
所で安全活動を強化し、安全な職場づくりに繋がる業
務改善を行っています。

4 安全の追求

　

＜キャンペーン期間・スローガン＞
　　　★上期 (7月4日～12日)スローガン
　　　　　仕事の役割 自ら確認 
　　　　　　　　自ら実行 みんなで進めて ゼロ災現場

　　　★下期 (12月4日～13日）スローガン
　　　　　“気”を入れ 危険予知  “心”を込め 
　　　　　　　　安全確認 みんなで達成 ゼロ災職場

◆ゼロ災キャンペーン

労働災害の防止と快適な職場づくりのために、従業
員の安全知識と技能の向上を図る講義及び訓練を実
施しています。2012年度は、新たに交通安全部会と連
携し、交通KY安全教育講習を開催しました。また、
フォークリフト安全運転強化キャンペーン中には、
フォークリフト技能競技大会を開催し、全国の事業所
から選出されたリフトオペレーターが日頃の運転技
術と正確な安全確認を競い合いました。

◆安全衛生教育・訓練

　2012年4月、OHSAS18001外部審査において、飛島物
流センターの「リフトルール遵守診断」がグッドポイント
評価を受けました。これは、リフト作業のルール遵守状
況をリフトオペレーター別に採点する取組みで、診断を
毎月行うことで安全作業に繋げています。

◆ OHSAS18001外部審査グッドポイント評価

ゼロ災キャンペーン発会式

交通KY安全教育講習

役員巡視

フォークリフト技能競技大会

リフトルール遵守診断表

交通KY安全教育講習

フォークリフト技能競技大会

リフトオペレーター全員の安全意識向上
を目的として活動を展開してきました。そ
の結果、当初は診断の点数が低かった
者も毎月の診断を重ねるにつれ、自分の
弱点を克服し職場全体のレベルアップに
繋げる事ができています。今後も活動の
形骸化を防ぐために工夫を凝らし、事故
の未然防止に取組んでいきます。

宮田 工長

ゼロ災キャンペ ン発会式

役員巡視
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◆酸素欠乏症救助訓練
　木材チップの荷役には「酸欠」という目に見えない危険が潜んでいます。チップ船の内部は、航海中にチップが酸素を吸収
し低酸素状態になっています。酸欠事故を防ぐため、2012年11月21日、酸素欠乏症救助訓練を実施しました。この訓練は、過
去事例を教訓として毎年行われています。

酸素欠乏で倒れている被災者(ダミー人形)を
船内で発見

①被災者発見！ ( 訓練開始 )

油圧ショベル運転手が呼吸器(親機)を装着し
て救助に向い、被災者にも呼吸器(子機)を装
着

②呼吸器の装着

被災者を「救命箱」※に乗せて本船クレーン
でデッキへ移動

③被災者の救命

救急隊到着まで被災者の意識確認、心肺蘇
生を実施

④デッキでの応急措置

　「仲間の命を絶対に守る！」をスローガン

に、参加者一人ひとりが同じ思いで臨み、終

始迅速に訓練が行われました。訓練終了後、

荷主様・当社役員より、参加者全員の緊張感

が伝わる良い訓練ができたとの講評があり

ました。　

作業前に船内の酸素濃度が18%以上で
あることを確認し、作業を開始します。

訓練後の講評

救急隊の到着を確認後、被災者を乗せた「救
命箱」を本船クレーンで岸壁へ移動

⑤被災者をデッキから岸壁へ

被災者を担架で救急車(社用車代替）へ搬送

⑥救急車へ搬送 ( 訓練終了 )

安全確認のアイテム
 ( 酸素計測器 )

※救命箱：被災者を迅速に搬送する容器

９

4 安全の追求
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◆運輸安全マネジメントの安全活動

安全の追求

　

10

経営トップ乗船安全点検
　経営トップが参加して、乗船安全点検を毎年実施しています。2012年度は、自
動車運搬船「清和丸」に10月23日から翌24日にかけて乗船し、苫小牧～仙台間の
安全点検を行いました。入出港時における乗組員の適切な配置や船長の指示命
令の様子をチェックし、港外では本船が安全に航行する状況を確認しました。点
検後には津波発生時の緊急出港について検討を行いました。　　　　　　　　

◆運輸安全マネジメント制度勉強会
　2012年10月12日、CSR推進委員会の安全・品質分会による運輸安全マネジメント制度の勉強会を開催しました。ビデオに
よる制度の概要説明に続いて、社内講師が制度導入の背景や効果について講義を行いました。国土交通省が定める14項目
のガイドラインの中から「経営トップの安全への主体的関与」「PDCAサイクルによる継続的改善」を最重要項目とし、運輸安
全マネジメントを推進する必要性がわかりやく説明されました。

安全重点項目
　月別に定めた安全重点項目を各船で実施しています。安全統括管理者と運航管理者は各船の活動内容を確認して経営トッ
プへ報告、その評価を各船に展開し継続的改善に努めています。

船舶安全衛生活動

航行状況確認

勉強会資料（抜粋）

「きぬうら丸」漏油事故対応訓練　　

「蓉翔丸」非常操舵操練　

「あつた丸」防火訓練

運輸安全マネジメント制度勉強会

当社の取組み当社の取組み当社の取組み当社の取組み当社の取組み

1. 経営トップの安全への主体的関与
2.PDCA サイクルによる継続的改善

ガイドライン 14項目の要点

■トップの安全への主体的関与・責務遂行
■安全方針・重点施策の策定・実施
■経営トップと現場の操法向コミニュケーションの確保
■事故、ヒヤリ・ハット情報等に関する情報の収集・分析・対応
■必要な教育・訓練の実施
■PDCAサイクルによる継続的改善

この 2点を特に重視して
安全活動を推進

2012 年度　安全重点項目　月間活動計画

〈安全重点項目〉
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2013 年　1月

2月

3月

安全運航の確保（霧・漁船）

運航・荷役等諸機械の点検

海洋環境保全の推進

海難事故の防止

安全運航の確保（台風）

労働事故の防止及び健康管理の徹底

船舶火災の防止

ヒヤリハット活動の強化

年末年始安全総点検と健康管理の実施

安全輸送体制の確保

安全運航の確保（低気圧・突風・漁船）

入出港事故の防止

（7/16-31 全国海難防止強調運動）

（9/1-30 船員労働安全衛生月間）
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◆安全衛生活動の見える化
　CSR推進委員会の安全・品質分会は、当社の安全衛生活動の内容と重要性を、従業員へ周知する目的として、2012年10月、
社内サイトを公開しました。各委員会や部会の概要と年度計画、活動記録を掲載し、定期的な情報発信を行っています。

安全の追求

　

11

トレーラー輸送部会

フジトランスグループの安全衛生活動を紹介するサイトです。

委員会・部会名をクリックすると活動内容が確認できます。

2012 年度　活動計画　2012 度　活動記録

CSR活動（安全衛生）

2012年度　トレーラー輸送部会活動計画 2012年　11月度 トレーラー輸送部会 議事録

目 的
安全輸送委員会の目的に従い、トレーラー輸送における労働災害及び
事故防止のため、各種安全活動を推進する。

主 な 活 動
●職場巡視
　（九号地 多階式倉庫、ヤード内作業、内航船舶作業）

・基本動作を確認し安全指導を実施
・安全輸送委員会合同による職場巡視の実施
・役員合同による職場巡視の実施
・ゼロ災キャンペーン開催月は部門長参加による職場巡視の実施

●フジトランス ライナー協力会社　安全輸送会議への参加（年２回）

社内サイト掲載内容（抜粋）

1.活動方針

2.目　標

1. 活動方針

1. 職場巡視

2. ゼロ災キャンペーン

3. ライナー協力会社担当者会議

4. ライナー安全輸送会議

トレーラー作業及び輸送全般において、職場巡視を通じ、危険箇所の洗い出しとリスク
の軽減を図る。

①連結時、３Mルールの徹底。
②４S活動の推進。
③バック走行時、安全確認の励行。

全ての『事故』ゼロ

4. スケジュール

3. 重点実施事項

2. 目標

実施事項 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月10月 11月12月 3月2月1月10月09月8月7月6月5月4月実施事項 11月12月

トップ点検 トップ点検

　　トレーラー輸送部会
　　定例トップ層安全点検

1. 実施場所

2. 重点チェックポイント

３. 所見

九号地 多階式倉庫内及びトレーラーヤード内

１　連結時、３mルールの徹底
Ⅱ　４Sの確認
Ⅲ　バック走行時、安全確認の励行

・　倉庫の４S・連結時の３mルール・トレーラー連結時のシャクリに関しては良好
　　でした。
・　倉庫内の防火シャッター下に貨物も置かれておらず過去のパトロール結果が反映
　　されており良かった。
・　保管されているボードは４段積で保管されており高積みになっていないが、置場
　　のサイド（曲がり角）の歩行帯がある部分に関しては雛壇にして死角が発生しな
　　いような置き方も検討して頂きたい。
・　トラクターの昇降に関しては、両手でしっかりと取っ手を持ち後ろ向きに昇降さ
　　れており良かった。
・　連結作業は、ゆっくり・しっかりと実施されていた。また、連結後に幌の膨らみ
　　等のトレーラーの一回り点検も実施されており良かった。

2012 年　11月度　トレーラー輸送部会 議事録

会議名称
主　　題

開催日
場　所
時　間

2012 年11 月26日（木）
九号地 第１会議室
13:30～15:00


