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会社概要会社概要

従業員数：従業員数：8383名名((グループ全体グループ全体391391名名))

営業所営業所・事業所・事業所：：1515ヶ所ヶ所((金沢、群馬、北海道、仙台、名古屋、関西、四国、九州等金沢、群馬、北海道、仙台、名古屋、関西、四国、九州等))

創創 業業：：19531953年年((昭和昭和2828年年)4)4月月22日日

資本金：資本金：9,0609,060万万円円

社名社名：：千代田運輸株式会社千代田運輸株式会社

事業内容：事業内容： ・・ 各種自動車の陸送請負事業各種自動車の陸送請負事業

・一般貨物自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業

・・ 倉庫業など倉庫業など

所在地所在地：：東京都日野市日野台東京都日野市日野台11丁目丁目2121番地番地11

車両台数車両台数：：5353台台((関連会社関連会社7373台台 合計合計126126台台))
フォークリフト台数フォークリフト台数：：3232台台

協力会社：協力会社：1717社社((協力会加入会社協力会加入会社)) 他全国多数他全国多数

URL:http://www.chiyodaunyu.co.jpURL:http://www.chiyodaunyu.co.jp



主な業務内容主な業務内容

■■ 生産物流部生産物流部 貨物輸送（工場間輸送・一般貨物輸送）、引越業務貨物輸送（工場間輸送・一般貨物輸送）、引越業務、物流管理業務、物流管理業務

■■ 商品車物流部商品車物流部 商品車輸送（自走・積載車輸送・船舶輸送）商品車輸送（自走・積載車輸送・船舶輸送）

■■ 部品物流部部品物流部 自動車部品保管、加工、中継輸送、順序納入自動車部品保管、加工、中継輸送、順序納入

（商業複合施設内）（商業複合施設内）



基本方針・経営理念・企業姿勢基本方針・経営理念・企業姿勢

｢｢基本方針基本方針｣｣
①安全の確保と品質向上を事業活動の基本とする①安全の確保と品質向上を事業活動の基本とする
②日野グループの物流・サービスの中核企業を目指す②日野グループの物流・サービスの中核企業を目指す
③大型４社のカーキャリアトップ企業を目指す③大型４社のカーキャリアトップ企業を目指す
④地域に貢献する新たな物流・サービスを提供する④地域に貢献する新たな物流・サービスを提供する
⑤成長・発展について常に考え、創造力ある企業を目指す⑤成長・発展について常に考え、創造力ある企業を目指す

｢｢経営理念経営理念｣｣
御縁を大切に、物流サービスを通じ広く社会に貢献し、御縁を大切に、物流サービスを通じ広く社会に貢献し、
環境に優しく豊かな社会の実現を目指す環境に優しく豊かな社会の実現を目指す

｢｢企業姿勢企業姿勢｣｣
①お客様の満足の追求①お客様の満足の追求
②人命の尊重②人命の尊重
③法の遵守と公正な行動③法の遵守と公正な行動
④働く喜びの実現④働く喜びの実現
⑤環境保護の推進⑤環境保護の推進



各認定・認証取得各認定・認証取得
①環境マネジメントシステム①環境マネジメントシステム

ISO14001ISO14001
②品質マネジメントシステム②品質マネジメントシステム

ISO9001ISO9001
③安全性優良事業所認定③安全性優良事業所認定

(G(Gマークマーク))

※※ ISO39001 ISO39001 道路交通安全マネジメントシステム認証取得活動中道路交通安全マネジメントシステム認証取得活動中
20142014年年33月認証取得予定月認証取得予定

20022002年年33月認証取得月認証取得 20020077年年1212月認証取得月認証取得

（本社・（本社・CLCCLC羽村・日高・金沢・羽村・日高・金沢・CLCCLC日野）日野）

20042004年年11月初回取得月初回取得

（（CLCCLC羽村）羽村） （本社・金沢）（本社・金沢）



安全活動安全活動推進体制推進体制



輸送の安全に関する計画輸送の安全に関する計画//安全確保に関する取組み安全確保に関する取組み

安全衛生活動計画安全衛生活動計画

スローガン：基本ルールの徹底でゼロ災を達成しよう！スローガン：基本ルールの徹底でゼロ災を達成しよう！

基本方針基本方針

11 企業の社会的責任に応える企業の社会的責任に応える

｢｢各種法令、エチケット、マナー等各種法令、エチケット、マナー等『『企業コンプライアンス企業コンプライアンス』』を確立し多様化する社会のニーズに応えるを確立し多様化する社会のニーズに応える｣｣

22 環境に配慮したエコドライブ運転の励行環境に配慮したエコドライブ運転の励行

｢｢エコドライブ研修の継続実施とエコドライブ運転は安全に通じるエコドライブ研修の継続実施とエコドライブ運転は安全に通じる｣｣

33 乗務員とのコミニュケーションの推進による運転マナーのレベルアップ乗務員とのコミニュケーションの推進による運転マナーのレベルアップ

｢｢SFRSFR・ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ解析結果の活用による運行状態の把握と具体的な指導・ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ解析結果の活用による運行状態の把握と具体的な指導｣｣

44 各種乗務員研修の継続実施による安全意識のレベルアップ各種乗務員研修の継続実施による安全意識のレベルアップ

｢｢安全は全てに優先する意識を中心とした研修を推進し、真のﾌﾟﾛﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを育成安全は全てに優先する意識を中心とした研修を推進し、真のﾌﾟﾛﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを育成｣｣

55 輸送品質向上会議及び各社・各部職場安全会議の輸送品質向上会議及び各社・各部職場安全会議の
継続実施による安全情報の共有継続実施による安全情報の共有

｢｢管理者及び乗務員全員が安全意識を共有し、安全への取組活動を積極的に推進する管理者及び乗務員全員が安全意識を共有し、安全への取組活動を積極的に推進する｣｣



重点活動計画重点活動計画

実 施 項 目
月　間　活　動　計　画

5月

◎

4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

 1 運輸安全マネジメントの継続推進

 2 安全衛生事故防止対策委員会(安全会議)

 3 無事故マラソンの実施

 4 春・秋の交通安全運動強化月間

 5 オールチヨダ代替研修会(本社主催)

 6 年末年始交通安全キャンペーン

 7 路上パトロール

 8 構内パトロール

 9 輸送品質向上会議

10 新人・中堅乗務員研修

11 地方関連会社現地研修

12 職場安全会議(含むフォークリフト)

13 定期健康診断

14 エコドライブ研修

15 安全運転研修

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎5/25 ◎2/25

◎

◎ ◎

1回/週

1回/週

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

((各部署が現場に適した具体的な施策で安全意識の浸透を図る各部署が現場に適した具体的な施策で安全意識の浸透を図る))

輸送の安全に関する計画輸送の安全に関する計画//安全確保に関する取組み安全確保に関する取組み



輸送品質向上会議輸送品質向上会議

管理者を対象に毎月実施。グループ会社と連携



オール千代田安全大会オール千代田安全大会



フォークリフト講習会フォークリフト講習会

フォークリフトの操作方法、安全確認方法を徹底。



エコドライブ研修エコドライブ研修

日野自動車お客様テクニカルセンターのご協力を得て実施

平成19年6月から平成25年10月まで

延べ52回、503名受講



安全運転講習安全運転講習

日野自動車お客様テクニカルセンターのご協力を得て実施



トヨタ・ドライビングスクールトヨタ・ドライビングスクール



新人・中堅乗務員研修新人・中堅乗務員研修

・中堅乗務員研修・中堅乗務員研修
中堅乗務員に対し、あらためて「基本」を再確認させる研修会。中堅乗務員に対し、あらためて「基本」を再確認させる研修会。
ルールの徹底とルールの徹底と モラルの向上を図ります。モラルの向上を図ります。

・新人乗務員研修・新人乗務員研修
新入社の乗務員を対象に、「輸送業務」を一から新入社の乗務員を対象に、「輸送業務」を一から勉強勉強します。します。
また、商品の製造過程を見学し、輸送を担当する責任感を養います。また、商品の製造過程を見学し、輸送を担当する責任感を養います。



⑥ 事故再発防止講習会の実施

・・・・事故惹起乗務員が事故状況を説明し
反省と横展開を図る

事故惹起乗務員が事故状況を説明し反省と横展開を図る

事故再発防止講習会事故再発防止講習会



健康管理健康管理

アルコールチェックアルコールチェック

血圧計血圧計 塩熱飴塩熱飴

USBカメラ

出発前に血圧測定を実施

始業点呼、終業点呼時に測定
2004年9月～

熱中対策に塩熱飴を配布



◆◆ 安全パトロールの実施安全パトロールの実施 （構内及び路上）（構内及び路上）

トラックの輪止めの確認トラックの輪止めの確認

＜貨物トラック＞＜貨物トラック＞

ヘルメット着用の確認ヘルメット着用の確認

物流環境の整備物流環境の整備
■徹底した安全パトロールによる指導の実施■徹底した安全パトロールによる指導の実施



輸送必携アイテム３点セット輸送必携アイテム３点セット ((ネームプレート、シートカバー、反射板ネームプレート、シートカバー、反射板))の装着指導の装着指導

シートカバー

ネームプレート 反射板

後方反射板後方反射板

側面反射板側面反射板

物流環境の整備物流環境の整備

＜商品自動車＞＜商品自動車＞■徹底した安全パトロールによる指導の実施■徹底した安全パトロールによる指導の実施



立哨活動立哨活動（東京都トラック協会・自社）（東京都トラック協会・自社）

加盟団体との共同パトロール加盟団体との共同パトロール（車両物流サービス会社（車両物流サービス会社1111社会）社会）

物流環境の整備物流環境の整備



フォークリフトの安全対策フォークリフトの安全対策

①セイフティレコーダの搭載①セイフティレコーダの搭載



フォークリフトの安全対策フォークリフトの安全対策

②タイヤへの白ペイントの塗布②タイヤへの白ペイントの塗布

速度の速度の｢｢見える化見える化｣｣



車両荷台上の安全対策（キャリアカー）車両荷台上の安全対策（キャリアカー）

②荷台端部分に滑り止めの塗布②荷台端部分に滑り止めの塗布①ガードロープの設置①ガードロープの設置



構内の安全対策構内の安全対策

パレット高さ制限線の設置パレット高さ制限線の設置

定期的な構内パトロールを実施



荷主との連携による荷役労働災害防止対策荷主との連携による荷役労働災害防止対策

『『55秒秒1010cmcmルールルール』』
①出荷車両置場にて周囲の安全確認を行う①出荷車両置場にて周囲の安全確認を行う

②出荷車両の確認②出荷車両の確認

③③E/GE/G始動前にホーンを鳴らし周囲に始動前にホーンを鳴らし周囲にE/GE/G始動を知らせる始動を知らせる

④④E/GE/G始動後始動後””55秒間以上秒間以上””待ち、周囲の安全確認を行い待ち、周囲の安全確認を行い

再度ホーンを鳴らし周囲に発進を知らせる再度ホーンを鳴らし周囲に発進を知らせる ⑤車両を⑤車両を10cm10cm移動させ、停止し、進行方向に移動させ、停止し、進行方向に
間違いがないか確認する間違いがないか確認する

10cm10cm

(1)(1)構内安全確保ルールの順守構内安全確保ルールの順守



荷主との連携による荷役労働災害防止対策荷主との連携による荷役労働災害防止対策

(1)(1)構内安全確保ルールの順守構内安全確保ルールの順守

Ⅰ『フォークリフト関係』

①シートベルトの装着

②ライトオン

③指指し呼称の励行

④統一ヘルメットの着帽

⑤ヘルメットのアゴ紐着用
後方ヨシ
！



Ⅱ『トラック関係』

①輪止めの装着（待機駐車時も輪止め装着）

②ウイングキャッチの固定

③ウイングインターロック装着車

④構内ライトオン

⑤シートベルトの装着 （クリップ等で緩めず、しっかり装着）

（構内移動の短い距離でも必ず装着）

⑥アイドリングストップ

⑦構内速度、一方通行、一時停止の遵守

④ 構内ライトオン① 輪止めの装着

⑤ シートベルトの装着

⑦構内走行ルールの遵守

We catch your needs! since  1953

私は安全運転をしています

橋本正美
No.3043

② ウィングキャッチの固定

③ ウィングインターロック装着車

⑥ アイドリングストップ

荷主との連携による荷役労働災害防止対策荷主との連携による荷役労働災害防止対策

(1)(1)構内安全確保ルールの順守構内安全確保ルールの順守



Ⅲ『その他』

①携帯電話の通話禁止（車両及びフォークリフト運転中）

②指定場所以外の駐車禁止

③指定場所以外の喫煙禁止

（工場内では自車キャビン内でも喫煙禁止）

④ゴミの持込み禁止

⑤構内走行中の飲食禁止

④工場へゴミを持込まない

②駐車は指定の場所へ
①運転中は通話しない

③喫煙は指定の場所で

⑤構内走行中は飲食禁止

荷主との連携による荷役労働災害防止対策荷主との連携による荷役労働災害防止対策

(1)(1)構内安全確保ルールの順守構内安全確保ルールの順守



(3)(3)荷主からのトラブル情報展開の徹底荷主からのトラブル情報展開の徹底

(2)(2)物流定例会の参加物流定例会の参加

荷主との連携による荷役労働災害防止対策荷主との連携による荷役労働災害防止対策

各ドライバーが日付、サイン、コメントを記入し、周知徹底を図る



■結び■結び

・安全は日々の安全活動と基本作業の積み重ね・安全は日々の安全活動と基本作業の積み重ね
によって獲得できるのだと考えています。によって獲得できるのだと考えています。
今後も「安全の確保」と「輸送品質の向上」を企業今後も「安全の確保」と「輸送品質の向上」を企業

活動の基本とし、社会的責任を果たしていくと活動の基本とし、社会的責任を果たしていくと
共に、信頼される企業を目指してまいる所存です。共に、信頼される企業を目指してまいる所存です。

｢｢ゼロ災ゼロ災｣｣は達成可能と管理者が信じる事は達成可能と管理者が信じる事
管理者が諦めてはいけない！管理者が諦めてはいけない！
安全活動は安全活動は｢｢継続こそ力なり！継続こそ力なり！｣｣



ご清聴ご清聴頂き誠に有難う御座いました。頂き誠に有難う御座いました。

We catch your needs! since  1953

私は安全運転をしています

橋本正美
No.3043


