
１）  ルールを順守・徹底させ、取引先からの信用を著しく失墜させる違反行為は断じて許されない事を全社員再認識する
２）  声掛けによる「コミュニケーション活動」を展開し、安全を含めた現場の諸問題を明確し解決する
３）　パトロール・安全衛生委員会を通じて、各営業所の安全衛生活動を支援する
４）　現場⇔事務所（営業所）、営業所⇔本社、上司⇔部下、同僚間の「報告・連絡・相談」を徹底し、トラブル発生後の
　　　速やかな報告を遵守すると共に、情報の共有化を図る
5）　本社主催の勉強会を推進し教育記録を残す 2020年1月28日修正
６）　健康な心と体の実現に向けて、従業員の健康維持・増進の取組みを強化する 2019年12月1日作成

入社式（4/6）

社・滝野 社・滝野

進捗確認

経営者巡回

高砂；EPS職場

改善進捗確認改善進捗確認

交通安全情報配信

進捗確認 進捗確認

交通安全情報配信 交通安全情報配信 交通安全情報配信

改善進捗確認

5S委員会 5S委員会 5S委員会

各営業所の安全衛生会議及び安全パトロール（高砂・明石・岡山営業所）

中掃除（6/17） 中掃除（9/16）

本社及び外注事業部安全衛生会議（毎月）

・・PDCAチェック表進捗確認は今川氏と
要調整（高砂、明石）⇒パトロール時

・社、滝野営業所と要調整

5S委員会

指摘事項改善 指摘事項改善 指摘事項改善

社営業所誤出荷防止会議（毎月）

高砂営業所

５S活動発表会５S活動発表会

交通安全情報配信

5S委員会

定例ミーティング（毎月）

本社

HH抽出＆集計（毎月）

ES安全協議会

（7/16）

進捗確認

年末年始無災害運動主　要　行　事

健
康
管
理

始業前（日々）

②健康診断受診と受診状況の確認（受診状況・診断結
果のフォロー、二次検診受診状況）

ハラスメ
ント行為
の防止

本社従業員の健康管理を日々、及び
定期的に行うと共に、各営業所の健
康診断受診状況及び二次受診状況
を把握して指導を行い、全従業員の
健康管理に努める

高砂・明石・岡山

・安全運転管理者講習テキスト等も活用する交通安全情報配信

山梨

秋季火災予防運動春季火災予防運動

本社・高砂 滝野・社

山梨

安全祈願

年始会（1/6）

小集団活動支援

・一般健診

・特殊健診
③各営業所のストレスチェックの実施及び職場環境改
善活動の支援を行う

５Sパトロール ５Sパトロール ５Sパトロール ５Sパトロール

5S委員会

①ハラスメント防止意識を浸透させるためハラスメント
に関する情報を発信する

②ハラスメント発生時、速やかな対応を行い改善に努
める

①日々の体調チェックを行う（始業前）

小集団活動支援

5Sパトロール（毎月）

５S活動発表会

進捗確認 進捗確認 進捗確認 進捗確認

②社営業所誤出荷再発防止策として、ワンポイントシー
ト等を作成し、メンバーへの教育を支援すると共に５S
活動及び小集団活動の支援を行う

・交通安全情報発信を定期的に行い、安全運転意識を
向上させる

経営者巡回

ストレスチェック

産業医による職場パトロール

全国労働衛生週間

安全衛生大会

全国安全週間

（9/22）

全国安全週間準備月間

全国労働衛生週間準備月間

(6/1～6/30）

（7/1～7/7） 秋の全国交通安全運動

(9/21～9/30） （10/1～10/7）
国内行事

北陸・高砂

中掃除（3/17） 中掃除（6/17）

令和２年　株式会社浜田工務店　環境安全衛生・品質・交通安全　年間管理計画 

重点課題

交通事
故の減

少

品質トラ
ブルの
減少

労
働
災
害
・
F
L
ト
ラ
ブ
ル
の
減
少

５月 ６月

進捗確認

７月 ８月 ９月 １０月目標 主　な　取　組 １月 ２月 ３月 ４月

1）請負部門の安全衛生活動を支援
し、労働災害、フォークリフト事故の減
少に努める

安全祈願（1/17） （4/16）

④本社５S委員会を１回/２ヶ月開催し、日々の掃除や５
Sパトロール及び経営者巡回時の指摘事項の改善進捗
状況をメンバーで共有する

改善進捗確認 改善進捗確認

高砂；KL職場

社・滝野

中掃除（3/17）

③各営業所の安全衛生会議及び安全パトロールに参
加し、各営業所の安全活動の支援を行う

3）本社安全衛生活動を活性化し,３Ｓ
活動・  ＨＨ活動を展開する。尚、外注
事業部も別途安全衛生会議を毎月開
催し、記録（議事録・教育記録）を残
す

全社会議（2/28）

ES安全協議会 ES安全協議会

進捗確認

（10/15）

工事安全パトロール（毎月）

全社会議（5/29）

備　　　考

ES安全協議会

（納会）

滝野営業所

全社会議（11/27）

ES安全協議会

１１月 １２月

高砂；塩ビ職場

社・滝野

進捗確認進捗確認

改善進捗確認

・PDCAチェック表進捗確認は今川氏と
要調整（高砂、明石）⇒パトロール時

・安全大会は本社を含めた各営業所から可
能な限り発表して貰う様早目に段取りを行う

ハラスメント通信

（第5回）

ハラスメント通信

（第6回）

ハラスメント通信

（第7回）

ハラスメント通信

（第8回）

都度対応

・パトロール日程は未定

（11/9～11/15）

ハラスメントを発生させないために、
社員のハラスメント防止意識を高める

集計表見直し

小集団活動支援 小集団活動支援 小集団活動支援

実　施　項　目

2）ESWORKS事業部定例ミーティン
グ、及び安全衛生協議会を開催し、
労働災害防止に努める

②労災・事故（FL事故含む）減少に向けて、各営業所と
協働して取り組む為に、労災・FL事故発生後の対策実
施状況をPDCAチェック表で確認する。結果については
全社会議で報告して共有化する

④各営業所のFL作業計画書更新時期を確認すると共
に、必要に応じて更新・改定の支援を行う

⑤データ集計に於いては各営業所と齟齬がないか確認
を行い、集計結果を次年に反映させる

①本社安全衛生会議を毎月開催し、安全衛生シートや
災害事例、安全勉強会等でメンバーの安全意識を向上
させる

②HH活動を推進し、抽出されたHHに対しては確実に対
策を実施し、その結果をメンバー及び経営者に周知す
る

交通安全に関する情報を発信し、交
通安全意識を向上させながら交通事
故防止を図る

①報告書の原因分析・対策を吟味し、対策実施状況を
PDCAチェック表で確認する

品質異常発生を減少させるため、各
営業所と協働して対策を推進して行く

本社行事

①各営業所の課題に応じた安全研修会を実施し教育
記録を残す（高砂各職場・明石・岡山・社・滝野営業所）

①毎月の定例ミーティングの場で、工事案件、工事進
捗状況の確認を行い、工事安全管理上の課題を明確
にすると共に安全意識の向上を図る（災害事例、安全
衛生シート紹介等）

②安全衛生協議会を計画通りに開催し、協力会社との
交流を深めながら安全活動を支援する

③５Sパトロール（4回/年）＆経営者巡回（2回/年）を計
画通りに実施し、３S状態を維持しながら５S活動を推進
する

(12/1～1/15）

明石 明石岡山

（交通安全） （交通安全）

浜田社安全の日

（5/29）

・安全勉強会内容及び日程は必要に応じて
都度支援して行く

明石営業所

データ集計・纏め＆確認

（3/1～3/7）

春の全国交通安全運動

（4/6～4/15）

データ集計＆確認 データ集計＆確認 データ集計＆確認

・明石営業所の見直し時期を変更する　　（2
回/年⇒1回/年）

全社会議（8/28）

中掃除（9/16）

納会（12/28）

岡山

大掃除（12/25）

明石

令和２年 株式会社 浜田工務店安全スローガン

「 ルールを守る・守らせる 一人ひとりが安全意識

注意しあえる大切な仲間 ヨシ！！」
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