
（H25/2/25－1件発生） （H27/9/20－1件発生）

東ｽﾙｰ電柱接触 （大東ｾﾝﾀｰ～転落/骨折）

【センコーグループ安全品質方針・目標】 【会社安全方針・目標】

①車輌事故

センコー 63 3,117,368 0 0 0.00 達成 （中期安全目標）　　　車輌事故ゼロ　　　労働災害ゼロ　　　重大品質事故ゼロ

協力会社 74 ― 0 0 達成 　　　◎中期計画における具体的指標

合計 137 台 3117368ｋｍ 0件 0件 ― 　　　　H33年度　　　度数率（道路上の事故・休業４日以上） （1）目標

②労働災害 　　　※目標値設定根拠：単体のH28年度結果の半減値を総体の目標値とする 　　1）車輌事故　　　 ゼロ（協力会社含む） 重点目標：追突･退突事故「ゼロ」

①中計目標を達成する為の年次目標 　 【年次重点取り組み：H30年度地区訓練必須項目】　後退時の事故撲滅

　　車輌事故 H28年度実績 H30年度目標 H28年度比 　　2）労働災害 ゼロ 重点目標：墜落転落災害「ゼロ」

社員 139 288,352 0 0 0.00 達成 センコー㈱ 0.577 0.458 20.6％削減 　 【年次重点取り組み：H30年度地区訓練必須項目】　リフトと人が係る事故の撲滅

直ﾊﾟｰﾄ 10 12,629 0 0 0.00 達成 グループ 0.369 0.333 9.7％削減 　　3）その他

派遣社員 12 26,371 0 0 0.00 達成 　 【年次重点取り組み：H30年度地区訓練必須項目】　後退時の事故撲滅 　　・点呼システムの完全運用 ・安全実力度評価　法遵守率100％

協力会社社員 74 ― 0 1 ― 未達 　　・残酒反応　　ゼロ

合計 235 人 327,352 0件 1件 ― 労働災害 H28年度実績 H30年度目標 H28年度比

センコー㈱ 1.444 1.146 20.6％削減 【会社品質方針・目標】

③残酒反応結果（車輌営業所のみ） 2件 達成状況 グループ 1.187 0.992 8.2％削減

未達 　 【年次重点取り組み：H30年度地区訓練必須項目】　リフトと人が係る事故の撲滅

④安全実力度評価結果（法令） 達成状況 ②その他

　　　　　・点呼システムの完全運用 ・残酒反応　　　ゼロ 　　1）重大品質事故　　　　ゼロ継続

　重点項目：   ﾊﾟﾚｯﾄ転倒の撲滅　

【主な未改善項目】 ③品質事故 重大品質事故ゼロ

　 　　2）物流品質事故

④CS活動 ・事故件数　 H29年度比10％削減　　60件⇒54件

達成状況 【センコーグループ環境方針・目標】  　★ＣＳ評価（各職場単位） H29年度下期トップ診断結果１％向上

目標 0件 結果 0件 達成 CO2排出量を中期目標５年間で8,310トン（年次平均1,662トン）以上の削減   　　※指摘事項の100％改善 H29年度比1％向上　　　96点⇒97点

目標 72件 結果 60件 達成 を目指すべく、H30年度はコンプライアンスと本来業務（生産性向上・効率化）とを　　 CS担当部長巡回結果達成率１％向上

連動させながら、下記事項に取り組んでいく。

【会社環境方針・目標】

達成状況 （H30年度環境目標）

目標 80点 結果 88点 達成 1.コンプライアンス　　　

目標 85点 結果 90点 達成 ・産廃ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付実績（4/1～3/31分）の行政報告（6/30締切）

達成状況 ・水銀使用製品産廃に対する措置追加

　(水銀製品産廃への対応可能業者と契約、ﾏﾆﾌｪｽﾄへの明記、分離保管と表示） （1）目　標

目標 6.09 ㎞/ℓ 結果 5.81 ㎞/ℓ 未達 ・業務用空調・冷蔵・冷凍機器点検（簡易:3ヶ月、定期:3年）

目標 結果 23.96 2.省電力 … 省エネ機器・省電力活動による電力使用量削減　　対前年　▲1.2% 　　　2）電力使用量削減 29年度比　▲1.5%

目標 80% 結果 81% 達成 3.省燃料 … 燃料消費量の削減        　 　　　　　　　　　　　　　　対前年　▲0.6% 　　　3）ﾄﾗｯｸ代替推進による燃費向上 29年度比　▲1.5%   (5.81km/ℓ ⇒  6.00km/ℓ)

⑧衛生活動 達成状況 4.資源循環 … 分別徹底による廃棄物減量とリサイクル率の向上 　　　4）リサイクル率の向上 29年度比　1.0%向上（81%　⇒　82%以上）

目標 75% 結果 81% 達成                     廃棄物量：対前年　▲1.0%　　 リサイクル率：対前年　+1.0% 　　　5）環境データ把握と精度UP、グリーン物流推進、エコマークつき用品の優先購入

目標 50% 結果 5.その他 … モーダルシフト、共同輸配送を中心としたグリーン物流推進

目標 24% 結果                 エコマークがついた事務用品、備品類の優先購入(グリーン購入）

目標 58% 結果 【会社衛生方針・目標】

2.リスクアセスメントの実施状況 達成状況 【センコーグループ衛生方針・目標】
1件 未達 全グループ会社における「健康マネジメント」充実を図り、全従業員の心身の健康を保ち、
0件 未達 元気で活気溢れる豊かな職場づくりを目指す。

コメント 1件 未達 （目標値） （1）目　標

勉強会を開き､上下期毎に1件以上の特定と完了を目標に活動を行う予定であったが､実施できなかった｡ Ｈ28実績 Ｈ30年度目標 Ｈ28年度比 　　　1）健康診断の100%受診

新年度は､安全担当が各営業所で指導し上下期毎に1件以上の目標達成を目指す｡ 55% 52.8% 4％削減 H30年度100％受診

3.支店長　振り返りコメント（マネジメントレビュー） Ｈ28実績 Ｈ30年度目標 Ｈ28年度比 　　　2）健やか活動＋10達成率

32% 30.2% 4％削減 H29年度比2％向上(83.0%)

Ｈ28実績 Ｈ30年度目標 Ｈ28年度比 　　　3）喫煙率

1.54日/人・年 1.42/人・年 8％削減 H29年度比1％削減

Ｈ28実績 Ｈ30年度目標 Ｈ28年度比
15.4% 13.2% 14％削減
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作成日　平成30年4月20日

平成30年度　阪神センコー運輸(株) 安全品質環境衛生管理 活動計画書
支店長承認

平成29年度の振り返り（H30年3月31日時点） 平成30年度　阪神センコー運輸(株)安全品質環境衛生指針及び目標

1.安全・品質・環境・衛生活動結果
「人間尊重」と「すべてに優先する安全」の精神のもと、安全のセンコーグループスタンダードを

確立し「車輌事故完全ゼロ」「労働災害完全ゼロ」「重大品質事故完全ゼロ」の職場を実現し

・事業所の各チーム毎　リスクアセスメント低減　1テーマ/半期実施
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　　　1）産業廃棄物のﾏﾆﾌｪｽﾄ(4/1～3/31分)交付と保存の実施 

『全てのお客様に満足して頂く』ことがサービスの基本であると再認識し、物流品質を永続的に向上させ
るために顧客ニーズの実現を目指した活動を確実に、迅速に行う。

従業員とその家族が日々心身の健康を保ち、元気で活力に溢れた豊かな職場から、確かな信
頼と満足を創造する『健康企業』を目指す。

2018年度は、コンプライアンスと本来業務(生産性向上・効率化）とを連携
させながら、目標事項に取組んで行く。

田
上

それぞれの職場が主体性を持って安全活動に取り組み『現場・現物・現実』を基盤に不安全状
態・不安全行動の根絶に向け安全活動を活発化させるため、管理者（所長）による点呼立会、
巡回時を活用し、さらに従業員とのコミュニケーションの向上をはかる。

プロドライバーとしての自覚を持ち、交通弱者へ『思いやり』のある運転行動を心がけ、エコ＆
セーフティーを念頭にマナークレーム『ゼロ』を実現する。


