
検討内容 回数 

１．パイロット事業の合意形成 

２．パイロット事業についての今後の進め方 

３．守秘義務契約の説明（情報の扱いの留意点） 

４．スケジュール調整（検討会、現場訪問日程を全て調整） 

５．質疑応答 

６．これまでの改善取組状況のヒアリング 

第１回 

検討会 

第２回 

検討会 

１．現場実態の共有化 

２．問題・課題の共有化 

３．改善方策の提起と意見交換 

４．改善に向けた取組スケジュール 

５．取組の役割分担 

第３回 

検討会 

１．改善成果のまとめ 

２．報告書案について意見交換 

３．今後の課題の検討 

① 参加者は対象集団及び本業務を実施する企画提案者の担当者を基本とするが、地方協議会事務局の参加を求
めたい。 

② 検討会は３回以上開催する。 

③ 運営にあたっては、問題解決のための統一認識と当事者意識を持たせるため、限られた時間で効果的な結論
が出るよう工夫する。 

④ 検討会資料と開催報告書を作成する。 

説明書 

3.(4)検討会の開催 

検討会の検討概要 

実施予定時期 

平成29年 

5～6月頃 

平成29年 

6～7月頃 

平成29年 

10～12月頃 

留意点 

○ 第１回事業場訪問における詳細な実態把握に向け
て、下地を整えるイメージである。 

○ 第１回事業場訪問による実態調査、自己チェックリ
ストの記載内容等から実態把握、問題・課題を分析し、
改善に向けた取組方策を検討する。 

○ 取組方策では、実施主体の責任分担、スケジュー
ル、定期的な進捗管理などについて検討する。 

○ 第２回事業場訪問により、改善への取組実態、具
体的な成果についてヒアリングを実施し、パイロット
事業の評価、成功・失敗の要因分析、課題を検討し、
報告書案とする。報告書案は対象集団から合意を得
るものとする。 

 2.7検討会の開催① 資料２－２
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 2.8 事業場に対する指導・助言等① 

検討内容 回数 

１．詳細な実態調査 

２．自己チェックリストを補充する調査 

３．運転日報等による情報収集 

４．改善方策等に関する意見交換 

５．積込み・取卸し現場の視察 

６．附帯作業内容の現場視察 等 

第１回 

事業場訪問 

第２回 

事業場訪問 

１．実証実験の取組内容と改善成果の把握 

２．運転日報等による情報収集 

３．改善効果の把握 

４．パートナーシップ構築状況とその効果 

５．実証実験での失敗、困難な事項等の聞き取り 

６．実証実験結果の要因分析に向けたヒアリング 

７．今後の改善方策、取組予定内容等の意見交換 

○ 対象集団の事業場を２回以上訪問する。事業場訪問の際には、現場の実態を把握し、実態調査の要因分析等を踏まえ、実
態調査、指導・助言を実施する。 

①実証実験を実施するにあたっての対象集団への指導・助言 

②把握した実態と分析結果を基礎にして、長時間労働の抑制のための指導・助言 

③改善方策の提案 

④改善方策の実施状況の確認と指導・助言。なお、指導・助言にあたっては、どういった目線・ポイントでチェックし、指
導・助言していくのか工夫する。 

仕様書 

3.(4)事業場に対
する指導・助言等 

事業場訪問による指導・助言 

実施予定時期 

平成29年 

5～6月頃 

平成29年 

8月頃 

留意点 

○実証実験の実施に向けて、実態把握に向けた調
査を実施する。実態調査結果を踏まえ、問題及び
その原因を分析し、有効な対応策を検討する。 

○有効な改善方策についても、複数の代替案を用
意し、第２回検討会で十分な検討を実施する。 

○ 改善成果の取りまとめに向けた現場調査を実施
する。 

○ 実証実験の取組に際して、進捗状況、取組のボ
トルネック箇所等を確認し、助言指導を実施する。 

○ 実証実験が完了しても、改善方策の取組を継続

してもらうため、今後の取組課題、改善方策、
ロードマップについても検討する。 
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 資料２－２ 別紙  

平成２９年度山口県パイロット事業（国土交通省委託事業） 

 

■事業受託者 

日本ＰＭＩコンサルティング株式会社（担当：小坂 真弘） 

〒102-0075 東京都千代田区三番町６番地 三番町 KB-6 ビル 6階 

TEL:03-3556-6180／FAX:03-3556-6265／携帯:090-4660-1516 

E-mail:m-kosaka@pmic.co.jp 

 

■パイロット事業 

○第１回検討会 

日時：平成２９年５月２９日（月）１３：３０～１４：００ 

場所：積水ハウス株式会社 山口工場（山口市鋳銭司） 

内容：・パイロット事業の説明（概要、進め方） 

・次回以降の日程調整 

参加予定：積水ハウス株式会社、センコー株式会社、山陽センコー運輸株式会社、 

中国運輸局山口運輸支局 

 

○第１回事業場訪問（発荷主） 

日時：平成２９年５月２９日（月）１４：００～１６：３０ 

場所：積水ハウス株式会社 山口工場（山口市鋳銭司） 

内容：・業務ヒアリング 

・パイロット事業に向けた意見交換 

・積込み場所の現場視察 

参加予定：積水ハウス株式会社、センコー株式会社、山陽センコー運輸株式会社、 

中国運輸局山口運輸支局 

 

○第１回事業場訪問（着荷主） 

日時：平成２９年５月３１日（水）１３：００～ 

場所：積水ハウス株式会社 九州物流センター（福岡県三井郡大刀洗町） 

内容：・パイロット事業の説明 

・業務実態、業務上の問題点など 

・積卸し場所の現場視察（１５～３０分程度） 

・今後の進め方の説明 

・今後の訪問等の日程調整 

参加予定：積水ハウス株式会社、積和建設九州株式会社 
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