
2022年4月1日

 ①　追突事故撲滅 →→→→  　 安全車間距離　車両2台分確保

 ②　バック事故撲滅 →→→→  　 目視確認・目視できない場合は下車確認の徹底

 ③　労災事故撲滅 →→→→  　 安全作業マニュアルの厳守 (点検・更新） 

 ④　コロナ感染抑止 →→→→ 　　職場に感染リスクを持ち込ませない行動継続

　【　抑止目標　】 前年度実績 今年度目標

車輌事故 8件 3件

労働災害 2件 0件

フォークリフト事故 2件 0件

  連結式ナット回転指示インジケーター（大型車両）の装着

　　　　　情報の連絡体制を確立し、所内において必要な情報を伝達、共有すること。

　　　　　教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。 　該当者への睡眠時無呼吸症候群対策実施（ＳＡＳスクリーニング検査の積極的活用）

　安全巡回時の営業所安全会議参加にて行動点検と修正点の指導（半期毎実施）

月別 月別重点実施事項 実施者 対象者 月別 月別重点実施事項 実施者 対象者

① 巡回 職場安全巡回（現状の把握と課題の点検指導） 統括管理者 委員 ① 巡回 職場安全巡回（現状の把握と課題の点検指導） 統括管理者 委員

② 運動 春の全国交通安全運動（4月6日～15日） 実行委員長 委員 ② 巡回 3大重点取組、3大ゼロチャレンジの下期取組強化 実行委員長 全員

③ 整備 運行管理者、整備管理者選任変更等　確認 整備管理者 乗務員 ③ 運動/安全衛生 実行委員長 全員

④ 会議等 定例安全衛生会議（①5S強化月間 ②ヒヤリハットの情報共有) 安全衛生管理者 委員 ④ 会議等 安全衛生管理者 委員

⑤ 会議・教育 職場安全会議(運転する場合の心構え) 委員 乗務員 ⑤ 会議・教育 委員 乗務員

① 運動 3大重点取組、3大ゼロチャレンジを踏まえた強化月間 安全衛生管理者 所長 ① 運動 委員 乗務員

② 整備 洗車計画推進・小キズのチェック 安全衛生管理者 委員 ② 整備 委員 乗務員

③ 法令関連 運転者適正診断実施（3年定期） 委員 乗務員 ③ 整備 委員 乗務員

④ 会議等 定例安全衛生会議（①定期健康診断等の結果に対する対策 ②ヒヤリハットの情報共有) 安全衛生管理者 委員 ④ 会議等 安全衛生管理者 委員

⑤ 会議・教育 職場安全会議(安全を確保するために遵守すべき基本的事項) 委員 乗務員 ⑤ 会議・教育 委員 乗務員

① 運動 雨季安全運転走行、歩行者への配慮運転、体調管理指導 安全衛生管理者 全員 ① 運動/安全衛生 安全衛生管理者 全員

② 衛生管理 定期健康診断実施→所見者への注意喚起 委員 乗務員 ② 運動 委員 乗務員

③ 整備 ハザードマップメンテナンス 委員 乗務員 ③ 巡回 実行委員長 全員

④ 会議等 定例安全衛生会議(①資格や特別教育が必要な作業の抜け漏れの有無 ②ヒヤリハットの情報共有) 安全衛生管理者 委員 ④ 会議等 安全衛生管理者 委員

⑤ 会議・教育 職場安全会議(トラックの構造上の特性) 委員 乗務員 ⑤ 会議・教育 委員 乗務員

① 運動 夏休み子供の飛び出し注意　　 実行委員長 全員 ① 運動/安全衛生 安全衛生管理者 全員

② 運動/安全衛生 全国安全週間（7月1日～7月7日） 実行委員長 全員 ② 運動 グループ安全衛生標語募集 安全衛生推進室 全員

③ 衛生管理 自己管理(熱中症、食中毒防止対策)  委員 乗務員 ③ 全般 車輌整備強化、自己管理強化、冬場対策指導 委員 乗務員

④ 会議等 定例安全衛生会議（①熱中症予防対策 ②ヒヤリハットの情報共有) 安全衛生管理者 委員 ④ 会議等 安全衛生管理者 委員

⑤ 会議・教育 職場安全会議(貨物の正しい積載方法) 委員 乗務員 ⑤ 会議・教育 委員 乗務員

① 運動 夏の交通事故防止運動 安全衛生管理者 全員 ① 巡回 実行委員長 乗務員

② 衛生管理 自己管理(熱中症、食中毒防止対策)、ヒヤリハットの総点検 委員 乗務員 ② 衛生管理 風邪・インフルエンザ予防（手洗い・うがいの励行） 委員 乗務員

③ 巡回 管理者による側乗（運行状況のチェック及び個別指導） 実行委員長 乗務員 ③ 整備 次年度予算に基づく、グループ内車両台帳の更新 実行委員長 委員

④ 会議等 定例安全衛生会議（①過重労働対策 ②ヒヤリハットの情報共有） 安全衛生管理者 委員 ④ 会議等 安全衛生管理者 委員

⑤ 会議・教育 職場安全会議(過積載の危険性) 委員 乗務員 ⑤ 会議・教育 委員 乗務員

① 運動 秋の全国交通安全運動（9月21日～30日） 安全衛生管理者 全員 ① 全般 安全衛生管理者 委員

② 運動 3大 ゼロ チャレンジ 実行委員長 全員 ② 運動 実行委員長 委員

③ 衛生管理 個人面談によるワークケア 委員 乗務員 ③ 衛生管理 委員 乗務員

④ 会議等 定例安全衛生会議（①ストレスチェックの実施・相談支援 ②ヒヤリハットの情報共有） 安全衛生管理者 委員 ④ 会議等 安全衛生管理者 委員

⑤ 会議・教育 職場安全会議(危険物を運搬する場合に留意すべき事項) 委員 乗務員 ⑤ 会議・教育 委員 乗務員

2022年度　　間口ウエストロジ(株)　運輸安全衛生マネジメントへの取組み
間口ウエストロジ㈱

輸送安全

安全目標

 間口ウエストロジ(株)は、輸送の安全確保及び、社員自身の安全確保を最重要かつ  【 4大　ゼロ　チャレンジ 】

 最優先課題とする。経営陣・全従業員が一丸となり、社会的責任を負って"安全第一"

 の職場構築を目指す。

基本的

運営方針

 【 4大重点取り組み 】

　　　①　全ての業務に安全最優先を周知する

　　　②　個々に向き合ったマナ－モラルの推進と強化

　　　③　安全に関する法令及び関連法令の遵守

　　　④　PDCAを確実に実行し継続的な安全風土の向上を推進する

安全推進

会議

目標計画

数値

①　定例会議　（毎月、部内会議開催日　午前中）

　　　【参加対象者】　安全推進統括管理者、安全衛生管理者、実行委員長、委員

　　　【　概 　　要　】　間口グル－プパーソナル戦略会議、陸運事業部会議等の報告及び

                            取組み課題、事故発生状況、推進状況、指導状況等の共有化

　　   ※ 各委員長、委員については、別紙 組織図 を参照のこと。

その他

②　各委員による職場安全衛生会議　（毎月第一週開催）

【 輸送の安全に関する投資  】

　車両昇降ゲート使用時の周囲安全確保の為、全車両カラーコーン（パイロン）の常備

種目 種目

４月 １０月 全国労働衛生週間（10月1日～10月7日）

定例安全衛生会議（①下期安全管理体制確認 ②ヒヤリハットの情報共有)

職場安全会議(適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況)

【 安全意識向上  】

５月 １１月

冬タイヤ・チェーンの早期交換及び点検

洗車計画推進・小キズのチェック

ハザードマップメンテナンス

定例安全衛生会議（①メタボリック対策・睡眠に関する各種情報提供 ②ヒヤリハットの情報共有)

職場安全会議(危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法)

管理者による側乗（運行状況のチェック及び個別指導）

定例安全衛生会議（①5S強化月間 ②ヒヤリハットの情報共有)

職場安全会議(健康管理の重要性)

６月 １２月

年末年始無災害運動（12月1日～1月15日）

年末特別配送/変則配送に対する対策及び注意喚起

年末年始社内安全パトロール

定例安全衛生会議（①年末無災害運動 ②ヒヤリハットの情報共有）

職場安全会議(運転者の運転適性に応じた安全運転)

９月 ３月

R4年度分析による各職場検討会議実施、次年度職場重点課題策定

4大 ゼロ チャレンジ（達成状況の集約、振り返り）

個人面談によるワークケア

定例安全衛生会議（次年度社内安全マネジメント発表）

職場安全会議（安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法）

７月 １月

年末年始無災害運動（12月1日～1月15日）

定例安全衛生会議（①インフルエンザ対策 ②ヒヤリハットの情報共有)

職場安全会議(交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因、これらへの対処方法)

８月 ２月

ウエストロジ管理部 作成


