
営業所の活動計画に入れる項目 実施時期目安

輸送安全 ・適性診断の受講・運転記録証明の取り寄せ計画 未受講者がいないように計画

輸送安全 ・運行管理者・整備管理者の法定講習の受講 各都道府県の開催時期
未受講者がいないように受講義務者の洗い出し・確認
未資格者の受講計画（資格取得推進）

輸送安全 ・協力会社との安全会議の計画（年２回） 半期に１回 協力会社の責任者を集め、事故防止会議。作業手順の確認

輸送安全 荷主との会議内容を社内・協力会社との共同会議に反映

安全衛生
品質

荷主の責任者に商品の取扱・事故事例等を題材に事故防止会議の講師をお願いす
る。

輸送安全 ・添乗指導の計画 年に１～２回

輸送安全 ・個人面談の計画 年に１～２回 健康診断・適性診断・運転記録証明書・添乗指導を踏まえて

安全衛生 ・健康診断の計画 年に１～２回 未受診もれがないように計画

輸送安全 ・実技研修の計画（オーバーハング・バック・等々） 年に１～２回

輸送安全
環境

・ディラーを呼んでエコドラ・日常点検研修の計画 年に１回 ディーラー等を講師として招き、乗務員事故防止会議を開催

安全衛生 ・メンタルヘルス関する教育計画 年に１回

安全衛生 ・消防計画による消防設備点検 年に２回

安全衛生 ・自衛消防（消火・避難）訓練 年に１回

安全衛生 ・転落事故防止教育 年に１回

安全衛生
品質

・経験未熟者と臨時要員（パート・アルバイト・派遣社員）
に対しての安全衛生・品質指導教育

随時

安全衛生
品質

・フォークリフトの初任運転者教育（見極め） 随時

安全衛生
品質

・フォークリフトの定期的実務指導教育 年に２回

品質
・盗難防止のため倉庫（社有／外傭）セキュリティー（施
錠・警備）を点検

事業部長・副部長を招いた安全会議の開催 年に１回

・荷主との安全会議の計画
 (荷主の現場担当者等を講師で招き、事故防止会議）

年に１～２回



　　　　　　　　　営業所

所長　 　 　 　　　　　　

営業所月間安全活動計画　（ＨＤ・グループ共通版）

*運転者事故防止会議（国交渉告示第1366号）　④貨物の正しい積載方法　４月５日（金）

＊中四国セキスイハイム合同パトロール

＊瀬戸内警察署による交通安全講習

＊添乗指導の実施

全国ドライバーコンテスト

　

＊年末年始交通安全運動　12月15日～

＊中四国セキスイハイム合同パトロール

年末年始輸送安全総点検　　　～1/10

＊2020年安全祈願（成田山岡山分院）1月4日

[　管理　Ｎｏ．品安管　ＴＭ　０３－０４　] NIPPON KONPO UNYU SOKO Co.,LTD

＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）①プロドライバーとしての心構え　　1月10日

＊各営業所役職者会議

＊25期上期　交通・商品・労災事故評価の落し込み

＊各営業所役職者会議

*荷主との安全会議開催

*新人社員に対する安全教育等の推進

*作業前準備運動推進

*4Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】

＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号　　⑤過積載の危険性　　５月2日（木）

*24期下期　交通・商品・労災事故の落し込み

＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑥危険物運搬の留意事項　　6月7日

*協力会社安全会議の開催

＊各営業所役職者会議

＊各営業所役職者会議

＊各営業所役職者会議

＊各種方針に基づく安全活動推進計画

＊先進的ハード対策の推進

＊冬季労働災害事象　防止教育推進

＊繁忙期前業務事前教育

*期末繁忙期における適正労務管理

　　　　　　　　　　　　運行管理の推進

＊3Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】

*2020年 各基本方針のブレークダウン

＊連休明け無事故運動【1/6～1/19】

＊協力会社と合同安全会議開催の推進

（輸送トラブル、荷積み予防及び

　　　　　　　　　　　　品質向上取組）

＊営業所内ドライバー・フオークリフト

　技能向上推進

＊安全パトロール強化月間

＊年末無事故・無災害運動　12/10～31日

＊車両・倉庫・事務所3Ｓ活動

＊インフルエンザ予防接種

＊エコドラ推進教育展開

＊作業標準書の見直し

*職場の安全アイデア募集

*冬季対応 車両・倉庫設備点検・行動確認

＊構内・出先・外部拠点巡視

＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑧危険の予測及び回避　　8月2日

*第1回健康診断　従業員全員

*運行管理者一般講習

*運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑩生理的・心理的への対処方法　　10月4日

*メンタルヘルス受診（従業員全員）

＊ヒヤリハット収集とＫＹＴトレーニング

＊挨拶運動実施

＊個人面談実施の推進

＊2Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】

*早めのライト点灯運動

＊上期事故の振り返り・対策の再展開

＊連休明け無事故運動【8/16～8/31日】

＊点呼立会の強化推進

＊設備・車両総点検

＊安全衛生・運行管理研修

*安全衛生・運行管理研修

＊ＭＹＫ運動推進

3

*連休明け無事故運動　5/6～5/19

*協力会社との合同安全会議開催

*運転技能大会への参加促進

*熱中症対策アイデア募集

*熱中症対策展開

*危険箇所の見える化推進

*作業標準書の見直し

*1Ｑ労働時間確認[超勤時間・改善基準]

*熱中症対策展開

9

7

全国労働安全週間準備月間　　6/1～30日

月

10

月

11

月

・緊急事態想定訓練の実施

年末年始無災害運動　　　　　12/15～
12

月

年末年始輸送安全総点検　　　12/10～

秋季全国火災予防運動　　　11/7～13日

月

月

2

全国労働安全週間　　　　　　　　7/1～7日

全国労働衛生週間準備月間　　9/1～30日

月

生活習慣予防月間

4

月

5

月

8

月

営業所目標と安全活動計画

1

春の全国交通安全運動　　4月6日～15日

6

月

月

危険物安全週間　　　　　　　6月第二週

*デイラーによるエコドラ・日常点検研修（岡山日野自動車）

㈱中国物流サービス  具 体 的 重 点 実 施 項 目

*安全衛生会議（淳風会産業医）

2019年度　安全活動推進計画 （4～3月）

代表取締役 安全統括管理者

全国行事予定/グループイベント予定 日梱イベント 日梱品質安全管理部活動

*中四国セキスイハイム合同パトロール

*中四国セキスイハイム合同パトロール

*運転者事故防止会議（国交渉告示第1366号）　⑦適切な運行経路等　　7月5日

*中四国セキスイハイム様安全会議開催

*各営業所役職者会議

＊グループ主催のドライバーズコンテストへの参加

*作業標準書の作成・見直し改訂

*個人面談の実施

*添乗指導の実施

*運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑨運転者の運転適性に応じた安全運転　　9月6日

＊各営業所役職者会議

＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑪健康管理の重要性　　11月1日

＊各営業所役職者会議

＊岡山県警主催　チャレンジ200日挑戦

＊年度末交通安全運動　3月1日～3月31日

＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）②関係法令の遵守すべき項目　　2月7日

＊中四国セキスイハイム合同パトロール

＊各営業所役職者会議

＊各営業所役職者会議

＊各営業所役職者会議

＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑫安全性の向上を図る為の措置を備える事業用自動車の適切な運転方法　

（12月6日開催）

＊メンタルヘルスの教育

・安全大会　　1/11

・連休明け無事故運動　　1/6～1/19日

＊健康診断2回目（運転者）

＊各営業所役職者会議

*中四国セキスイハイム合同パトロール

＊運転記録証明書取り寄せ（運転者全員及び一部管理者）

車両火災予防運動　　　　　　3/1～7日

春季全国火災予防運動　　　　3/1～7日

全国労働衛生週間　　　　　10/1～7日

踏切り事故防止週間　　　　11/1～10日

*中四国セキスイハイム合同パトロール

年末年始無災害運動　　　　　～1/15

＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　③トラックの構造上の特性　　3月6日

自動車点検整備推進運動強化月間　　～10/31日

・連休明け無事故運動　8/16～8/31

・秋季防火総点検

・秋の防火運動

世界禁煙月間

交通・安全ポスター募集

夏季労働災害防止強調運動　　　　7/1～31日

全国フオークリフト運転競技大会

秋の全国交通安全運動　　　　9/21～30日

*危険個所の確認・是正

*日常的運行ルートの危険箇所洗い出し

*挨拶運動実施

・ＡＮＳ運転技能競技大会

5/18～19日　主催　中越テック

自動車点検整備推進運動強化月間　　9/1～

＊出先・外部拠点巡視

2019年4月1日

・連休明け無事故運動　　5/6～5/19日

道路防災週間　　　　　　　　　8/25～31日

防災週間　　　　　　　　　　　8/30～9/5日

＊豪雨・暴風雨時対応設備点検・行動確認

*フォローアップ教育実施

     自責重大事故 （自動車事故報告規則に定められる事故）        ０件   

     自責事故         （平成30年 0件）              0件以下 

輸送安全 安全衛生 

 重大・死亡労働災害             ０件                    
 休業労働災害        （平成30年1件）       0件以下               
 不休労働災害        （平成30年0件）     0件以下                     

品質 環境 

  高額商品事故  （平成30年 0件から100％削減）   0件以下  
  一般商品事故   平成30年度比  50%削減        5件以下   1.営業トラックの車種別燃費の向上（2018年全車平均6.3km/L→6.96km/）10% 

   
 2.事務所内外のエネルギー資源の節約（確実な消灯・ゴミの発生抑制・電気器具OFF)       



　　　　　　　　　営業所

所長　 　 　 　　　　　　

営業所月間安全活動計画　（ＨＤ・グループ共通版）

*運転者事故防止会議（国交渉告示第1366号）　④貨物の正しい積載方法　４月５日（金）

＊中四国セキスイハイム合同パトロール

＊瀬戸内警察署による交通安全講習

＊添乗指導の実施

全国ドライバーコンテスト

　

＊年末年始交通安全運動　12月15日～

＊中四国セキスイハイム合同パトロール

年末年始輸送安全総点検　　　～1/10

＊2020年安全祈願（成田山岡山分院）1月4日

[　管理　Ｎｏ．品安管　ＴＭ　０３－０４　] NIPPON KONPO UNYU SOKO Co.,LTD

㈱中国物流サービス  具 体 的 重 点 実 施 項 目

2019年度　安全活動推進計画 （4～3月）

代表取締役 安全統括管理者

2019年4月1日

*危険個所の確認・是正

*日常的運行ルートの危険箇所洗い出し

営業所目標と安全活動計画

全国行事予定/グループイベント予定 日梱イベント 日梱品質安全管理部活動

*24期下期　交通・商品・労災事故の落し込み

*安全衛生会議（淳風会産業医）

月

*挨拶運動実施 *デイラーによるエコドラ・日常点検研修（岡山日野自動車）

*各営業所役職者会議

*中四国セキスイハイム合同パトロール

4
春の全国交通安全運動　　4月6日～15日

＊グループ主催のドライバーズコンテストへの参加

交通・安全ポスター募集

5
世界禁煙月間 ・ＡＮＳ運転技能競技大会 *連休明け無事故運動　5/6～5/19 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号　　⑤過積載の危険性　　５月2日（木）

5/18～19日　主催　中越テック *協力会社との合同安全会議開催

・連休明け無事故運動　　5/6～5/19日 *運転技能大会への参加促進 *個人面談の実施

*熱中症対策アイデア募集 *作業標準書の作成・見直し改訂

＊各営業所役職者会議

6
全国労働安全週間準備月間　　6/1～30日 *熱中症対策展開 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑥危険物運搬の留意事項　　6月7日

危険物安全週間　　　　　　　6月第二週 *危険箇所の見える化推進 *協力会社安全会議の開催

月

月

*作業標準書の見直し ＊各営業所役職者会議

*1Ｑ労働時間確認[超勤時間・改善基準]

7
全国労働安全週間　　　　　　　　7/1～7日 ・緊急事態想定訓練の実施 *熱中症対策展開 *運転者事故防止会議（国交渉告示第1366号）　⑦適切な運行経路等　　7月5日

夏季労働災害防止強調運動　　　　7/1～31日 ＊出先・外部拠点巡視 *中四国セキスイハイム様安全会議開催

月

＊豪雨・暴風雨時対応設備点検・行動確認＊各営業所役職者会議

*フォローアップ教育実施 *中四国セキスイハイム合同パトロール

＊安全衛生・運行管理研修

8
道路防災週間　　　　　　　　　8/25～31日 ・連休明け無事故運動　8/16～8/31 ＊連休明け無事故運動【8/16～8/31日】＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑧危険の予測及び回避　　8月2日

防災週間　　　　　　　　　　　8/30～9/5日 ＊点呼立会の強化推進 *第1回健康診断　従業員全員

月

＊設備・車両総点検 *運行管理者一般講習

*安全衛生・運行管理研修 *添乗指導の実施

＊各営業所役職者会議

＊岡山県警主催　チャレンジ200日挑戦

9
全国労働衛生週間準備月間　　9/1～30日 ＊ＭＹＫ運動推進 *運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑨運転者の運転適性に応じた安全運転　　9月6日

自動車点検整備推進運動強化月間　　9/1～ ＊ヒヤリハット収集とＫＹＴトレーニング

月

秋の全国交通安全運動　　　　9/21～30日 ＊挨拶運動実施 ＊各営業所役職者会議

＊個人面談実施の推進

＊2Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】

全国フオークリフト運転競技大会

10
自動車点検整備推進運動強化月間　　～10/31日 *早めのライト点灯運動 *運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑩生理的・心理的への対処方法　　10月4日

全国労働衛生週間　　　　　10/1～7日 ＊上期事故の振り返り・対策の再展開

月

＊エコドラ推進教育展開 *メンタルヘルス受診（従業員全員）

＊作業標準書の見直し ＊各営業所役職者会議

*職場の安全アイデア募集

11
踏切り事故防止週間　　　　11/1～10日 ・秋季防火総点検 *冬季対応 車両・倉庫設備点検・行動確認＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑪健康管理の重要性　　11月1日

秋季全国火災予防運動　　　11/7～13日 ・秋の防火運動 ＊25期上期　交通・商品・労災事故評価の落し込み

月

＊構内・出先・外部拠点巡視 ＊各営業所役職者会議

＊営業所内ドライバー・フオークリフト *荷主との安全会議開催

　技能向上推進 *中四国セキスイハイム合同パトロール

＊安全パトロール強化月間

12
年末年始輸送安全総点検　　　12/10～ ＊年末無事故・無災害運動　12/10～31日 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑫安全性の向上を図る為の措置を備える事業用自動車の適切な運転方法　

年末年始無災害運動　　　　　12/15～ ＊車両・倉庫・事務所3Ｓ活動 （12月6日開催）

月

＊インフルエンザ予防接種 ＊メンタルヘルスの教育

＊3Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】

＊各営業所役職者会議

1
・安全大会　　1/11 *2020年 各基本方針のブレークダウン ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）①プロドライバーとしての心構え　　1月10日

年末年始無災害運動　　　　　～1/15 ・連休明け無事故運動　　1/6～1/19日 ＊連休明け無事故運動【1/6～1/19】

月

＊協力会社と合同安全会議開催の推進 ＊各営業所役職者会議

（輸送トラブル、荷積み予防及び

　　　　　　　　　　　　品質向上取組）

2
生活習慣予防月間 ＊各種方針に基づく安全活動推進計画 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）②関係法令の遵守すべき項目　　2月7日

＊先進的ハード対策の推進 ＊健康診断2回目（運転者）

月

＊冬季労働災害事象　防止教育推進 ＊中四国セキスイハイム合同パトロール

＊繁忙期前業務事前教育 ＊各営業所役職者会議

3
春季全国火災予防運動　　　　3/1～7日 *期末繁忙期における適正労務管理 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　③トラックの構造上の特性　　3月6日

車両火災予防運動　　　　　　3/1～7日 　　　　　　　　　　　　運行管理の推進＊年度末交通安全運動　3月1日～3月31日

*新人社員に対する安全教育等の推進 ＊運転記録証明書取り寄せ（運転者全員及び一部管理者）

月

*作業前準備運動推進 *中四国セキスイハイム合同パトロール

*4Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】＊各営業所役職者会議

     自責重大事故 （自動車事故報告規則に定められる事故）        ０件   

     自責事故         （平成30年 0件）              0件以下 

輸送安全 安全衛生 

 重大・死亡労働災害             ０件                    
 休業労働災害        （平成30年1件）       0件以下               
 不休労働災害        （平成30年0件）     0件以下                     

品質 環境 

  高額商品事故  （平成30年 0件から100％削減）   0件以下  
  一般商品事故   平成30年度比  50%削減        5件以下   1.営業トラックの車種別燃費の向上（2018年全車平均6.3km/L→6.96km/）10% 

   
 2.事務所内外のエネルギー資源の節約（確実な消灯・ゴミの発生抑制・電気器具OFF)       



　　　　　　　　　営業所

所長　 　 　 　　　　　　

営業所月間安全活動計画　（ＨＤ・グループ共通版）

*運転者事故防止会議（国交渉告示第1366号）　④貨物の正しい積載方法　４月５日（金）

＊中四国セキスイハイム合同パトロール

＊瀬戸内警察署による交通安全講習

＊添乗指導の実施

全国ドライバーコンテスト

　

＊年末年始交通安全運動　12月15日～

＊中四国セキスイハイム合同パトロール

年末年始輸送安全総点検　　　～1/10

＊2020年安全祈願（成田山岡山分院）1月4日

[　管理　Ｎｏ．品安管　ＴＭ　０３－０４　] NIPPON KONPO UNYU SOKO Co.,LTD

㈱中国物流サービス  具 体 的 重 点 実 施 項 目

2019年度　安全活動推進計画 （4～3月）

代表取締役 安全統括管理者

2019年4月1日

*危険個所の確認・是正

*日常的運行ルートの危険箇所洗い出し

営業所目標と安全活動計画

全国行事予定/グループイベント予定 日梱イベント 日梱品質安全管理部活動

*24期下期　交通・商品・労災事故の落し込み

*安全衛生会議（淳風会産業医）

月

*挨拶運動実施 *デイラーによるエコドラ・日常点検研修（岡山日野自動車）

*各営業所役職者会議

*中四国セキスイハイム合同パトロール

4
春の全国交通安全運動　　4月6日～15日

＊グループ主催のドライバーズコンテストへの参加

交通・安全ポスター募集

5
世界禁煙月間 ・ＡＮＳ運転技能競技大会 *連休明け無事故運動　5/6～5/19 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号　　⑤過積載の危険性　　５月2日（木）

5/18～19日　主催　中越テック *協力会社との合同安全会議開催

・連休明け無事故運動　　5/6～5/19日 *運転技能大会への参加促進 *個人面談の実施

*熱中症対策アイデア募集 *作業標準書の作成・見直し改訂

＊各営業所役職者会議

6
全国労働安全週間準備月間　　6/1～30日 *熱中症対策展開 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑥危険物運搬の留意事項　　6月7日

危険物安全週間　　　　　　　6月第二週 *危険箇所の見える化推進 *協力会社安全会議の開催

月

月

*作業標準書の見直し ＊各営業所役職者会議

*1Ｑ労働時間確認[超勤時間・改善基準]

7
全国労働安全週間　　　　　　　　7/1～7日 ・緊急事態想定訓練の実施 *熱中症対策展開 *運転者事故防止会議（国交渉告示第1366号）　⑦適切な運行経路等　　7月5日

夏季労働災害防止強調運動　　　　7/1～31日 ＊出先・外部拠点巡視 *中四国セキスイハイム様安全会議開催

月

＊豪雨・暴風雨時対応設備点検・行動確認＊各営業所役職者会議

*フォローアップ教育実施 *中四国セキスイハイム合同パトロール

＊安全衛生・運行管理研修

8
道路防災週間　　　　　　　　　8/25～31日 ・連休明け無事故運動　8/16～8/31 ＊連休明け無事故運動【8/16～8/31日】＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑧危険の予測及び回避　　8月2日

防災週間　　　　　　　　　　　8/30～9/5日 ＊点呼立会の強化推進 *第1回健康診断　従業員全員

月

＊設備・車両総点検 *運行管理者一般講習

*安全衛生・運行管理研修 *添乗指導の実施

＊各営業所役職者会議

＊岡山県警主催　チャレンジ200日挑戦

9
全国労働衛生週間準備月間　　9/1～30日 ＊ＭＹＫ運動推進 *運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑨運転者の運転適性に応じた安全運転　　9月6日

自動車点検整備推進運動強化月間　　9/1～ ＊ヒヤリハット収集とＫＹＴトレーニング

月

秋の全国交通安全運動　　　　9/21～30日 ＊挨拶運動実施 ＊各営業所役職者会議

＊個人面談実施の推進

＊2Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】

全国フオークリフト運転競技大会

10
自動車点検整備推進運動強化月間　　～10/31日 *早めのライト点灯運動 *運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑩生理的・心理的への対処方法　　10月4日

全国労働衛生週間　　　　　10/1～7日 ＊上期事故の振り返り・対策の再展開

月

＊エコドラ推進教育展開 *メンタルヘルス受診（従業員全員）

＊作業標準書の見直し ＊各営業所役職者会議

*職場の安全アイデア募集

11
踏切り事故防止週間　　　　11/1～10日 ・秋季防火総点検 *冬季対応 車両・倉庫設備点検・行動確認＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑪健康管理の重要性　　11月1日

秋季全国火災予防運動　　　11/7～13日 ・秋の防火運動 ＊25期上期　交通・商品・労災事故評価の落し込み

月

＊構内・出先・外部拠点巡視 ＊各営業所役職者会議

＊営業所内ドライバー・フオークリフト *荷主との安全会議開催

　技能向上推進 *中四国セキスイハイム合同パトロール

＊安全パトロール強化月間

12
年末年始輸送安全総点検　　　12/10～ ＊年末無事故・無災害運動　12/10～31日 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　⑫安全性の向上を図る為の措置を備える事業用自動車の適切な運転方法　

年末年始無災害運動　　　　　12/15～ ＊車両・倉庫・事務所3Ｓ活動 （12月6日開催）

月

＊インフルエンザ予防接種 ＊メンタルヘルスの教育

＊3Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】

＊各営業所役職者会議

1
・安全大会　　1/11 *2020年 各基本方針のブレークダウン ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）①プロドライバーとしての心構え　　1月10日

年末年始無災害運動　　　　　～1/15 ・連休明け無事故運動　　1/6～1/19日 ＊連休明け無事故運動【1/6～1/19】

月

＊協力会社と合同安全会議開催の推進 ＊各営業所役職者会議

（輸送トラブル、荷積み予防及び

　　　　　　　　　　　　品質向上取組）

2
生活習慣予防月間 ＊各種方針に基づく安全活動推進計画 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）②関係法令の遵守すべき項目　　2月7日

＊先進的ハード対策の推進 ＊健康診断2回目（運転者）

月

＊冬季労働災害事象　防止教育推進 ＊中四国セキスイハイム合同パトロール

＊繁忙期前業務事前教育 ＊各営業所役職者会議

3
春季全国火災予防運動　　　　3/1～7日 *期末繁忙期における適正労務管理 ＊運転者事故防止会議（国交省告示第1366号）　③トラックの構造上の特性　　3月6日

車両火災予防運動　　　　　　3/1～7日 　　　　　　　　　　　　運行管理の推進＊年度末交通安全運動　3月1日～3月31日

*新人社員に対する安全教育等の推進 ＊運転記録証明書取り寄せ（運転者全員及び一部管理者）

月

*作業前準備運動推進 *中四国セキスイハイム合同パトロール

*4Ｑ労働時間確認【超勤時間・改善基準】＊各営業所役職者会議

     自責重大事故 （自動車事故報告規則に定められる事故）        ０件   

     自責事故         （平成30年 0件）              0件以下 

輸送安全 安全衛生 

 重大・死亡労働災害             ０件                    
 休業労働災害        （平成30年1件）       0件以下               
 不休労働災害        （平成30年0件）     0件以下                     

品質 環境 

  高額商品事故  （平成30年 0件から100％削減）   0件以下  
  一般商品事故   平成30年度比  50%削減        5件以下   1.営業トラックの車種別燃費の向上（2018年全車平均6.3km/L→6.96km/）10% 

   
 2.事務所内外のエネルギー資源の節約（確実な消灯・ゴミの発生抑制・電気器具OFF)       


