
現在

車輌事故
労働災害
商品事故

は実施済み

活動項目 具体的取組計画 推進責任者 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

労働災害予防月間 4/1～4/30 労働災害予防啓蒙活動 安全確認、台車・ｶｺﾞﾃﾅｰ取扱指導、2人作業時の声かけ徹底 管理部 □

乗務員教育（駐車） 4/1～4/30 駐車時の基本ルールの再徹底 基本ﾙｰﾙ（ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰｷ、ｷﾞｱ入れ、歯止め）の再徹底（ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞへの掲示と毎朝礼PR） 所長 □

GW期間の安全、ﾏﾅｰ強化 4/29～5/8 GW期間安全啓蒙活動 充分な車間距離/子供注意(期間中朝礼での毎日PR) 管理部 □

春の全国交通安全運動 5/11～5/20 交通安全啓蒙活動 正門にて管理者による車輌の見送りと声掛け（推進ﾎﾟｽﾀｰ掲示によるPR) 所長 □

車輌点検強化月間 5/1～5/31 車輌安全点検強化活動 乗車前安全点検・グリル清掃徹底/梅雨対策の先取り 所長 □

新人・安全作業教育 5/1～6/15 新規工事業者教育 ﾕﾅｲﾄ基準の徹底　工事仕様・装備・ﾘｻｲｸﾙ・領収書等帳票類取扱 管理部 □

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用指導月間 6/1～6/30 正しいｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用ﾙｰﾙの再徹底 朝礼での指導徹底、出発時の管理者チェック体制 所長 □

食中毒予防対策強化月間 6/1～6/30 冷蔵庫3S活動 営業所及び自宅の冷蔵庫3S運動／手洗いうがい励行(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

全国安全衛生準備月間 6/1～6/30 夏期体調管理強化月間 睡眠充足・暴飲暴食防止等周知(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

全国安全週間（安全の日7/1） 7/1～7/7 環境・設備・行動の点検強化活動 朝礼伝達、ﾎﾟｽﾀｰ掲示による周知徹底及び巡回点検実施 管理部 □

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ安全教育 7/1～7/10 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ業務の基本指導と安全徹底 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ乗務員への基本動作指導を徹底／全従業員への構内安全確認徹底 管理部 □

繁忙期事故抑止朝礼 7/15～7/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　心（危険予知）技（ﾕﾅｲﾄ基準厳守）体（節制）の確認実施 所長 □

通勤災害予防月間 8/1～8/31 通勤災害　加害・被害事故予防啓蒙 通勤時の安全運転再徹底/交通ﾙｰﾙ･ﾏﾅｰの厳守/被害事故を想定し余裕を持つ 管理部 □

防災週間(防災の日9/1) 8/30～9/5 災害発生時対策活動 自衛消防体制による避難訓練実施及び非常口徹底確認 管理部 □

熱中症予防対策強化月間 8/1～8/31 熱中症予防運動 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸの配給／水分補給促進運動(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

秋の全国交通安全運動 9/21～9/30 交通安全啓蒙活動 本社交通安全講習会開催への参加と共有化(ﾎﾟｽﾀｰ掲示） 管理部 □

定期健康診断（成人病含む） 100%受診運動 回覧による健康診断100%受診徹底とﾁｪｯｸ 管理部 □

洗車強化週間 9/16～9/30 車輌3S強化 車輌ﾜｯｸｽ、車内清掃等3Sの強化(ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ含む) 所長 □

全国労働衛生週間 10/1～10/7 環境3Sの推進強化活動 職場ﾊﾟﾄﾛｰﾙ巡回点検実施 管理部 □

乗務員教育（安全運転） 10/1～10/31 「ヒヤリハット」ビジュアル研修① ドライブレコーダー画像によるヒヤリハット気づきの研修① 管理部 □

事務所･構内ｸﾘｰﾝ作戦 10/1～10/31 環境3S活動の再確認 営業所担当者の自己申告による美化取り組み定着（事務所4S） 管理部 □

ライト早め点灯指導月間 11/1～11/30 危険回避の備え、心構え再徹底 11/1～3/末は、早めの（16:00）ライト点灯を実行 所長 □

秋の全国火災予防運動 11/9～11/15 防火体制強化活動 防火訓練実施と消防組織役割確認 管理部 □

冬期車両安全運行準備期間 11/21～11/30 積雪時・路面凍結時対策準備活動 ﾀｲﾔ・ﾁｪｰﾝ状態確認と早期手配／積雪時・凍結時の指示・連絡体制確認徹底　 管理部 □

年末年始無災害運動 12/15～1/15 年末繁忙期事故防止活動 終業点検表のﾁｪｯｸ強化と防止ﾎﾟｽﾀｰ&のぼり掲示 管理部 □

繁忙期事故抑止朝礼 12/16～12/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　仕事は明るく元気に（挨拶・体調確認実行） 所長 □

年末年始無災害運動 12/15～1/15 年始無災害強化活動 声掛け運動、巡回強化実施と防止ﾎﾟｽﾀｰ&のぼり掲示 管理部 □

乗務員教育（安全運転） 1/4～1/31 「ヒヤリハット」ビジュアル研修② ドライブレコーダー画像によるヒヤリハット気づきの研修② 管理部 □

ﾊﾞｯｸ時の安全確認指導月間 2/1～2/28 ﾊﾞｯｸ時ﾙｰﾙの再徹底 下車確認100%実行、助手下車確認指導 所長 □

乗務員教育（基本の心構え） 2/1～2/28 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・助手が身に着けるべき心得 マナーモラル・接客・丁寧な荷扱い・遅れ電話の指導教育 所長 □

春の繁忙期事故抑止 2/1～2/28 同種事故抑止活動（商品・家屋） 昨年春、今年末の繁忙期の事故事例・対策の共有化を巡回指導 管理部 □

春の全国火災予防運動 3/1～3/7 防火設備総点検 建物消防設備総点検実施と火災防止ﾎﾟｽﾀｰ掲示 管理部 □

乗務員教育（ﾄﾗｯｸの特性） 3/1～3/31 ﾄﾗｯｸの構造上の特性（視界・死角） 車間距離（2ｔ＝4ｍ、4ｔ＝5ｍ）、巻き込み防止の指導教育 管理部 □

繁忙期事故抑止朝礼 3/12～3/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　事前の計画と準備（搬入経路確認と打合せ実行） 所長 □

毎日 朝礼時事故撲滅｢目の準備体操｣実行 ①目の筋肉の準備体操　②焦点を絞る　③目で円を描く　目の準備体操を実行 所長

毎月第一旬 安全運転乗務員教育指導 安全教育年間計画に基づき毎月指導 所長

毎月15日 営業所自主点検 月中での監査項目自主点検 所長

毎月15日 営業所安全衛生委員会 定例委員会 委員会

毎月月末 月末営業所監査 本部ﾒﾝﾊﾞｰによる巡回点検&指導 月末監査担当

第二週金曜日 ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体安全衛生委員会 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内各社責任者による検討会 本社安全衛生推進室

品質向上・労災交通事故ゼロ活動 側乗による個別研修 管理部

2016/5/2

社長 統括責任者 安全管理者 事務局
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【安全衛生活動方針】

『より良き環境を目指して

みんなで考えて
みんなで助け合って
みんなで努力して

災害ゼロに到達しよう 執念を持って!!』

□従業員の疲労やｽﾄﾚｽを軽減し、活き活きとした職場作り
に努めます。

□間口ｸﾞﾙｰﾌﾟ安全運転宣言三ｶ条を実践し、交通事故の低減

活動に努めます。
□商品の搬入・搬出及び設置工事時に於ける労働災害の未然

西神営業所

【安全衛生活動方針】

『より良き環境を目指して

みんなで考えて
みんなで助け合って
みんなで努力して

災害ゼロに到達しよう 執念を持って!!』

□従業員の疲労やｽﾄﾚｽを軽減し、活き活きとした職場作り
に努めます。

□間口ｸﾞﾙｰﾌﾟ安全運転宣言三ｶ条を実践し、交通事故の低減

活動に努めます。
□商品の搬入・搬出及び設置工事時に於ける労働災害の未然

【企業理念】

私たち全従業員は、いつもお客様の『笑顔』が
見られることを 最大の喜びと

して活動します。
顧客満足

お客様第一、
お客様大事の心

従業員満足
働き甲斐・夢・

幸せを感じる企業
を目指す

社会満足
法令遵守・業績向上

に努め、社会の発展
に貢献する

企業理念
心と技術を磨き続け、

『安心と信頼』
を共創する



現在

車輌事故
労働災害
商品事故

は実施済み

活動項目 具体的取組計画 推進責任者 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

労働災害予防月間 4/1～4/30 労働災害予防啓蒙活動 安全確認、台車・ｶｺﾞﾃﾅｰ取扱指導、2人作業時の声かけ徹底 管理部 □

乗務員教育（駐車） 4/1～4/30 駐車時の基本ルールの再徹底 基本ﾙｰﾙ（ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰｷ、ｷﾞｱ入れ、歯止め）の再徹底（ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞへの掲示と毎朝礼PR） 所長 □

GW期間の安全、ﾏﾅｰ強化 4/29～5/8 GW期間安全啓蒙活動 充分な車間距離/子供注意(期間中朝礼での毎日PR) 管理部 □

春の全国交通安全運動 5/11～5/20 交通安全啓蒙活動 正門にて管理者による車輌の見送りと声掛け（推進ﾎﾟｽﾀｰ掲示によるPR) 所長 □

車輌点検強化月間 5/1～5/31 車輌安全点検強化活動 乗車前安全点検・グリル清掃徹底/梅雨対策の先取り 所長 □

新人・安全作業教育 5/1～6/15 新規工事業者教育 ﾕﾅｲﾄ基準の徹底　工事仕様・装備・ﾘｻｲｸﾙ・領収書等帳票類取扱 管理部 □

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用指導月間 6/1～6/30 正しいｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用ﾙｰﾙの再徹底 朝礼での指導徹底、出発時の管理者チェック体制 所長 □

食中毒予防対策強化月間 6/1～6/30 冷蔵庫3S活動 営業所及び自宅の冷蔵庫3S運動／手洗いうがい励行(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

全国安全衛生準備月間 6/1～6/30 夏期体調管理強化月間 睡眠充足・暴飲暴食防止等周知(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

全国安全週間（安全の日7/1） 7/1～7/7 環境・設備・行動の点検強化活動 朝礼伝達、ﾎﾟｽﾀｰ掲示による周知徹底及び巡回点検実施 管理部 □

事務所周りｸﾘｰﾝ週間 7/1～7/10 事務所・倉庫周りの3S取組 事務所・倉庫周り・駐車場の清掃点検実施 所長 □

繁忙期事故抑止朝礼 7/15～7/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　心（危険予知）技（ﾕﾅｲﾄ基準厳守）体（節制）の確認実施 所長 □

通勤災害予防月間 8/1～8/31 通勤災害　加害・被害事故予防啓蒙 通勤時の安全運転再徹底/交通ﾙｰﾙ･ﾏﾅｰの厳守/被害事故を想定し余裕を持つ 管理部 □

防災週間(防災の日9/1) 8/30～9/5 災害発生時対策活動 自衛消防体制による避難訓練実施及び非常口徹底確認 管理部 □

熱中症予防対策強化月間 8/1～8/31 熱中症予防運動 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸの配給／水分補給促進運動(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

秋の全国交通安全運動 9/21～9/30 交通安全啓蒙活動 本社交通安全講習会開催への参加と共有化(ﾎﾟｽﾀｰ掲示） 管理部 □

定期健康診断（成人病含む） 100%受診運動 回覧による健康診断100%受診徹底とﾁｪｯｸ 管理部 □

洗車強化週間 9/16～9/30 車輌3S強化 車輌ﾜｯｸｽ、車内清掃等3Sの強化(ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ含む) 所長 □

全国労働衛生週間 10/1～10/7 環境3Sの推進強化活動 職場ﾊﾟﾄﾛｰﾙ巡回点検実施 管理部 □

乗務員教育（安全運転） 10/1～10/31 「ヒヤリハット」ビジュアル研修① ドライブレコーダー画像によるヒヤリハット気づきの研修① 管理部 □

事務所･構内ｸﾘｰﾝ作戦 10/1～10/31 環境3S活動の再確認 営業所担当者の自己申告による美化取り組み定着（事務所4S） 管理部 □

ライト早め点灯指導月間 11/1～11/30 危険回避の備え、心構え再徹底 11/1～3/末は、早めの（16:00）ライト点灯を実行 所長 □

秋の全国火災予防運動 11/9～11/15 防火体制強化活動 防火訓練実施と消防組織役割確認 管理部 □

冬期車両安全運行準備期間 11/21～11/30 積雪時・路面凍結時対策準備活動 ﾀｲﾔ・ﾁｪｰﾝ状態確認と早期手配／積雪時・凍結時の指示・連絡体制確認徹底　 管理部 □

年末年始無災害運動 12/15～1/15 年末繁忙期事故防止活動 終業点検表のﾁｪｯｸ強化と防止ﾎﾟｽﾀｰ&のぼり掲示 管理部 □

繁忙期事故抑止朝礼 12/16～12/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　仕事は明るく元気に（挨拶・体調確認実行） 所長 □

年末年始無災害運動 12/15～1/15 年始無災害強化活動 声掛け運動、巡回強化実施と防止ﾎﾟｽﾀｰ&のぼり掲示 管理部 □

乗務員教育（安全運転） 1/4～1/31 「ヒヤリハット」ビジュアル研修② ドライブレコーダー画像によるヒヤリハット気づきの研修② 管理部 □

ﾊﾞｯｸ時の安全確認指導月間 2/1～2/28 ﾊﾞｯｸ時ﾙｰﾙの再徹底 下車確認100%実行、助手下車確認指導 所長 □

乗務員教育（基本の心構え） 2/1～2/28 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・助手が身に着けるべき心得 マナーモラル・接客・丁寧な荷扱い・遅れ電話の指導教育 所長 □

春の繁忙期事故抑止 2/1～2/28 同種事故抑止活動（商品・家屋） 昨年春、今年末の繁忙期の事故事例・対策の共有化を巡回指導 管理部 □

春の全国火災予防運動 3/1～3/7 防火設備総点検 建物消防設備総点検実施と火災防止ﾎﾟｽﾀｰ掲示 管理部 □

乗務員教育（ﾄﾗｯｸの特性） 3/1～3/31 ﾄﾗｯｸの構造上の特性（視界・死角） 車間距離（2ｔ＝4ｍ、4ｔ＝5ｍ）、巻き込み防止の指導教育 管理部 □

繁忙期事故抑止朝礼 3/12～3/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　事前の計画と準備（搬入経路確認と打合せ実行） 所長 □

毎日 朝礼時事故撲滅｢目の準備体操｣実行 ①目の筋肉の準備体操　②焦点を絞る　③目で円を描く　目の準備体操を実行 所長

毎月第一旬 安全運転乗務員教育指導 安全教育年間計画に基づき毎月指導 所長

毎月15日 営業所自主点検 月中での監査項目自主点検 所長

毎月15日 営業所安全衛生委員会 定例委員会 委員会

毎月月末 月末営業所監査 本部ﾒﾝﾊﾞｰによる巡回点検&指導 月末監査担当

第二週金曜日 ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体安全衛生委員会 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内各社責任者による検討会 本社安全衛生推進室

品質向上・労災交通事故ゼロ活動 側乗による個別研修 管理部

11月度

12月度

1月度

2月度

3月度

定期行事

5月度

6月度

7月度

8月度

9月度

10月度

4 14 2

年間行事

4月度

0 1 0
0 0 0

平成26年度 平成27年度 平成28年度
実績 実績 目標 実績

2016/5/2

社長 統括責任者 安全管理者 事務局

事故抑止目標

【安全衛生活動方針】

『より良き環境を目指して

みんなで考えて
みんなで助け合って
みんなで努力して

災害ゼロに到達しよう 執念を持って!!』

□従業員の疲労やｽﾄﾚｽを軽減し、活き活きとした職場作り
に努めます。

□間口ｸﾞﾙｰﾌﾟ安全運転宣言三ｶ条を実践し、交通事故の低減

活動に努めます。
□商品の搬入・搬出及び設置工事時に於ける労働災害の未然

【企業理念】

私たち全従業員は、いつもお客様の『笑顔』が
見られることを 最大の喜びと

して活動します。
顧客満足

お客様第一、
お客様大事の心

従業員満足
働き甲斐・夢・

幸せを感じる企業
を目指す

社会満足
法令遵守・業績向上

に努め、社会の発展
に貢献する

企業理念
心と技術を磨き続け、

『安心と信頼』
を共創する

阪神営業所



現在

車輌事故
労働災害
商品事故

は実施済み

活動項目 具体的取組計画 推進責任者 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

労働災害予防月間 4/1～4/30 労働災害予防啓蒙活動 安全確認、台車・ｶｺﾞﾃﾅｰ取扱指導、2人作業時の声かけ徹底 管理部 □

乗務員教育（駐車） 4/1～4/30 駐車時の基本ルールの再徹底 基本ﾙｰﾙ（ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰｷ、ｷﾞｱ入れ、歯止め）の再徹底（ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞへの掲示と毎朝礼PR） 所長 □

GW期間の安全、ﾏﾅｰ強化 4/29～5/8 GW期間安全啓蒙活動 充分な車間距離/子供注意(期間中朝礼での毎日PR) 管理部 □

春の全国交通安全運動 5/11～5/20 交通安全啓蒙活動 正門にて管理者による車輌の見送りと声掛け（推進ﾎﾟｽﾀｰ掲示によるPR) 所長 □

車輌点検強化月間 5/1～5/31 車輌安全点検強化活動 乗車前安全点検・グリル清掃徹底/梅雨対策の先取り 所長 □

新人・安全作業教育 5/1～6/15 新規工事業者教育 ﾕﾅｲﾄ基準の徹底　工事仕様・装備・ﾘｻｲｸﾙ・領収書等帳票類取扱 管理部 □

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用指導月間 6/1～6/30 正しいｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ着用ﾙｰﾙの再徹底 朝礼での指導徹底、出発時の管理者チェック体制 所長 □

食中毒予防対策強化月間 6/1～6/30 冷蔵庫3S活動 営業所及び自宅の冷蔵庫3S運動／手洗いうがい励行(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

全国安全衛生準備月間 6/1～6/30 夏期体調管理強化月間 睡眠充足・暴飲暴食防止等周知(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

全国安全週間（安全の日7/1） 7/1～7/7 環境・設備・行動の点検強化活動 朝礼伝達、ﾎﾟｽﾀｰ掲示による周知徹底及び巡回点検実施 管理部 □

事務所周りｸﾘｰﾝ週間 7/1～7/10 事務所・倉庫周りの3S取組 事務所・倉庫周り・駐車場の清掃点検実施 所長 □

繁忙期事故抑止朝礼 7/15～7/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　心（危険予知）技（ﾕﾅｲﾄ基準厳守）体（節制）の確認実施 所長 □

通勤災害予防月間 8/1～8/31 通勤災害　加害・被害事故予防啓蒙 通勤時の安全運転再徹底/交通ﾙｰﾙ･ﾏﾅｰの厳守/被害事故を想定し余裕を持つ 管理部 □

防災週間(防災の日9/1) 8/30～9/5 災害発生時対策活動 自衛消防体制による避難訓練実施及び非常口徹底確認 管理部 □

熱中症予防対策強化月間 8/1～8/31 熱中症予防運動 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸの配給／水分補給促進運動(ﾎﾟｽﾀｰ掲示) 所長 □

秋の全国交通安全運動 9/21～9/30 交通安全啓蒙活動 本社交通安全講習会開催への参加と共有化(ﾎﾟｽﾀｰ掲示） 管理部 □

定期健康診断（成人病含む） 100%受診運動 回覧による健康診断100%受診徹底とﾁｪｯｸ 管理部 □

洗車強化週間 9/16～9/30 車輌3S強化 車輌ﾜｯｸｽ、車内清掃等3Sの強化(ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ含む) 所長 □

全国労働衛生週間 10/1～10/7 環境3Sの推進強化活動 職場ﾊﾟﾄﾛｰﾙ巡回点検実施 管理部 □

乗務員教育（安全運転） 10/1～10/31 「ヒヤリハット」ビジュアル研修① ドライブレコーダー画像によるヒヤリハット気づきの研修① 管理部 □

事務所･構内ｸﾘｰﾝ作戦 10/1～10/31 環境3S活動の再確認 営業所担当者の自己申告による美化取り組み定着（事務所4S） 管理部 □

ライト早め点灯指導月間 11/1～11/30 危険回避の備え、心構え再徹底 11/1～3/末は、早めの（16:00）ライト点灯を実行 所長 □

秋の全国火災予防運動 11/9～11/15 防火体制強化活動 防火訓練実施と消防組織役割確認 管理部 □

冬期車両安全運行準備期間 11/21～11/30 積雪時・路面凍結時対策準備活動 ﾀｲﾔ・ﾁｪｰﾝ状態確認と早期手配／積雪時・凍結時の指示・連絡体制確認徹底　 管理部 □

年末年始無災害運動 12/15～1/15 年末繁忙期事故防止活動 終業点検表のﾁｪｯｸ強化と防止ﾎﾟｽﾀｰ&のぼり掲示 管理部 □

繁忙期事故抑止朝礼 12/16～12/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　仕事は明るく元気に（挨拶・体調確認実行） 所長 □

年末年始無災害運動 12/15～1/15 年始無災害強化活動 声掛け運動、巡回強化実施と防止ﾎﾟｽﾀｰ&のぼり掲示 管理部 □

乗務員教育（安全運転） 1/4～1/31 「ヒヤリハット」ビジュアル研修② ドライブレコーダー画像によるヒヤリハット気づきの研修② 管理部 □

ﾊﾞｯｸ時の安全確認指導月間 2/1～2/28 ﾊﾞｯｸ時ﾙｰﾙの再徹底 下車確認100%実行、助手下車確認指導 所長 □

乗務員教育（基本の心構え） 2/1～2/28 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・助手が身に着けるべき心得 マナーモラル・接客・丁寧な荷扱い・遅れ電話の指導教育 所長 □

春の繁忙期事故抑止 2/1～2/28 同種事故抑止活動（商品・家屋） 昨年春、今年末の繁忙期の事故事例・対策の共有化を巡回指導 管理部 □

春の全国火災予防運動 3/1～3/7 防火設備総点検 建物消防設備総点検実施と火災防止ﾎﾟｽﾀｰ掲示 管理部 □

乗務員教育（ﾄﾗｯｸの特性） 3/1～3/31 ﾄﾗｯｸの構造上の特性（視界・死角） 車間距離（2ｔ＝4ｍ、4ｔ＝5ｍ）、巻き込み防止の指導教育 管理部 □

繁忙期事故抑止朝礼 3/12～3/31 事故抑止の備え、心構えの再徹底 ｢危険０から始めよう｣　事前の計画と準備（搬入経路確認と打合せ実行） 所長 □

毎日 朝礼時事故撲滅｢目の準備体操｣実行 ①目の筋肉の準備体操　②焦点を絞る　③目で円を描く　目の準備体操を実行 所長

毎月第一旬 安全運転乗務員教育指導 安全教育年間計画に基づき毎月指導 所長

毎月15日 営業所自主点検 月中での監査項目自主点検 所長

毎月15日 営業所安全衛生委員会 定例委員会 委員会

毎月月末 月末営業所監査 本部ﾒﾝﾊﾞｰによる巡回点検&指導 月末監査担当

第二週金曜日 ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体安全衛生委員会 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内各社責任者による検討会 本社安全衛生推進室

品質向上・労災交通事故ゼロ活動 側乗による個別研修 管理部

11月度

12月度

1月度

2月度

3月度

定期行事

5月度

6月度

7月度

8月度

9月度

10月度

1 2 1

年間行事

4月度

0 1 0
0 0 0

平成26年度 平成27年度 平成28年度
実績 実績 目標 実績

2016/5/2

社長 統括責任者 安全管理者 事務局

事故抑止目標

【安全衛生活動方針】

『より良き環境を目指して

みんなで考えて
みんなで助け合って
みんなで努力して

災害ゼロに到達しよう 執念を持って!!』

□従業員の疲労やｽﾄﾚｽを軽減し、活き活きとした職場作り
に努めます。

□間口ｸﾞﾙｰﾌﾟ安全運転宣言三ｶ条を実践し、交通事故の低減

活動に努めます。
□商品の搬入・搬出及び設置工事時に於ける労働災害の未然

【企業理念】

私たち全従業員は、いつもお客様の『笑顔』が
見られることを 最大の喜びと

して活動します。
顧客満足

お客様第一、
お客様大事の心

従業員満足
働き甲斐・夢・

幸せを感じる企業
を目指す

社会満足
法令遵守・業績向上

に努め、社会の発展
に貢献する

企業理念
心と技術を磨き続け、

『安心と信頼』
を共創する

播磨営業所


