2016年度

安全レポート

（2016年2月～2017年1月）

安全の日・安全週間活動報告
活

月

動

内

容

・安全啓発室設置
2月
～
1月

・安全の日式典
・安全統括管理者による事業所の巡視（サンダードルフィン）
・安全講習会
・パブリックスペース安全点検パトロール

安全管理小委員会活動報告
活

月
２月

動

内

容

・安全マネジメントシステム「安全方針」「安全目標」の作成と提出
・パブリックスペース（人工地盤）安全点検パトロール
・安全点検実施と報告

３月

・ミーツポート安全点検パトロール
・安全点検実施と報告

４月

・黄色いビル安全点検パトロール
・安全点検実施と報告

５月

・安全マネジメントシステム実施報告書（第1四半期）の作成と提出
・東京ドーム内圧(コンコース、飲食＆物販部店舗）安全点検パトロール
・安全点検実施と報告

６月

・東京ドーム内圧(コンコース、飲食＆物販部店舗、バックヤード）安全点検パトロール
・安全点検実施と報告
・熱中症に関する注意喚起

７月

・アトラクションズ・ラクーアガーデンエリア安全点検パトロール
・安全点検実施と報告
・全国労働安全週間

8月

・安全マネジメントシステム実施報告書（第2四半期）の作成と提出
・安全点検実施と報告
・熱中症に関する注意喚起
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安全管理小委員会活動報告
活

月
９月

動

内

容

・パブリックスペース安全点検パトロール
・安全点検実施と報告
・感染症プログラム制定
・感染症に関する注意喚起
・全国労働衛生週間
・第１プラザ安全点検パトロール

１０月
・安全点検実施と報告
１１月 ・安全マネジメントシステム実施報告書（第3四半期）の作成と提出
・第２プラザ安全点検パトロール
・安全点検実施と報告
・インフルエンザ・ノロウイルスに関する注意喚起
12月

・後楽園ホールビル安全点検パトロール
・安全点検実施と報告
・インフルエンザ・ノロウイルスに関する注意喚起

1月

・安全マネジメントシステム実施報告書（第4四半期）の作成と提出
・東京ドーム外周安全点検パトロール
・安全点検実施と報告
・インフルエンザ・ノロウイルスに関する注意喚起

東京ドームシティ アトラクションズ活動報告
月
２月

３月

４月

活

動

内

容

安全講習会／舞姫事故講習会 4回／安全定期監査／運転者講習会 3回／始業点検モニタリング 4回／他社
視察 2回／アルバイトオリエンテーション 5回／エグゼクティブトレーナー研修／障がい者差別解消法セ
ミナー受講／緊急時対応訓練 39回

ジュウオウランド安全性評価／運転者講習会 3回／運転管理者勉強会 2回／始業点検モニタリング 1回／
ゾーンアルバイト エグゼクティブトレーナー認定試験／アルバイトオリエンテーション 6回／新入契約社
員フォローアップ／障がい者差別解消法説明会 21回／緊急時対応訓練 36回

オペレーションモニタリング 2回／始業点検モニタリング 2回／遊戯施設の運行管理者・運転者等講習会
受講／ヘルメット・安全帯講習会／乗車規定および乗車時ご案内ツール等 導入･改訂（障がい者に関する規
定含む）／障がい者差別解消法勉強会／ゾーンアルバイト スマイルトレーナー研修 2回／新入社員ORT・
実習／サービスモニタリング 2回／アルバイトオリエンテーション 4回／緊急時対応訓練 40回
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東京ドームシティ アトラクションズ活動報告
月
５月

６月

７月

活

動

内

容

始業点検モニタリング 2回／救命講習会／障がい者関連施設視察／障がい者関連セミナー受講／安全講習
会／運転者講習会 3回／スマイルトレーナー研修／エグゼクティブトレーナー研修／アルバイトオリエン
テーション 4回／中央安全推進大会聴講／緊急時対応訓練 32回

安全集会／社員安全研修 2回／ヒューマンエラー研修／始業点検モニタリング／救命講習会／
ASOBono！安全性評価／運転者講習会／舞姫事故講習会 5回／ヘルメット・安全帯講習会／ホイスト講
習会／防災館・防災体験学習施設視察／新入社員ORT／同業他社視察 2回／運行管理者勉強会／エグゼク
ティブトレーナー認定試験／スマイルトレーナー認定試験／アルバイトオリエンテーション 6回／サービ
スモニタリング 4回／緊急時対応訓練 31回
始業点検モニタリング 5回／月次点検モニタリング／オペレーションモニタリング 59回／キッズハッ
カー安全性評価／夏期限定お化け屋敷安全性評価／わくわく！ウォーターガーデン安全性評価／夏期イベ
ント安全性評価／運行管理者勉強会／救命講習会／運転者講習会／舞姫事故講習会 3回／ホイスト講習会
／障がい者差別解消法関連セミナー受講／新入社員交流会／サービスモニタリング 6回／トレーナー認定
式／お客様対応講習会／アルバイトオリエンテーション 9回／他社視察／他社視察受入れ／緊急時対応訓
練 43回

8月
始業点検モニタリング 2回／オペレーションモニタリング 84回／舞姫事故講習会／サービスモニタリン
グ 3回／アルバイトオリエンテーション 2回／他社視察受入れ／緊急時対応訓練 30回

９月

月次点検モニタリング 2回／始業点検モニタリング 6回／オペレーションモニタリング 49回／運転者講
習会／舞姫事故講習会／お化け屋敷安全性確認／自営消防審査会出場／サービスモニタリング／シアターG
ロッソ研修 2回／アルバイトオリエンテーション 4回／他社視察 2回／緊急時対応訓練 41回

始業点検モニタリング 7回／月次点検モニタリング／運転者講習会／ヒューマンエラー研修／救命講習会
１０月 2回／舞姫事故講習会 4回／防犯講習会／オペレーションモニタリング 76回／ハロウィンイベント安全性
評価／他社安全体感訓練視察 2回／ゾーンアルバイト スマイルトレーナー研修 3回／お客様対応研修／
運行管理者勉強会／シアターGロッソ研修 2回／社員トレーナー研修／サービスレベルアップ研修／アル
バイトオリエンテーション 5回／ホスピタリティ手話講習会 3回／専門セミナー受講／サービスモニタリ
ング／緊急時対応訓練 44回
１１月 始業点検モニタリング 5回／月次点検モニタリング／救命講習会／他社安全体感訓練視察 2回／イベント
安全性評価 2回／オペレーションモニタリング 62回／運転者講習会 3回／舞姫事故講習会 3回／運行管
理者勉強会／ヒューマンエラー研修／防災館・防災体験学習施設視察／マスタートレーナー研修／スマイ
ルトレーナー研修／ホスピタリティ手話講習会 4回／障がい者関連施設視察 2回／インフォメーション研
修／契約社員専門セミナー受講／アルバイトオリエンテーション 4回／緊急時対応訓練 47回
12月

１月

始業点検モニタリング 8回／月次点検モニタリング／救命講習会／他社安全体感訓練視察 2回／オペレー
ションモニタリング 77回／運転者講習会 6回／舞姫事故講習会 4回／アトラクションリスクアセスメン
ト 4回／ホイスト講習会／遊戯施設安全管理講習会／スマイルトレーナー認定試験／マスタートレーナー
認定試験／スマイルトレーナー復帰研修／トレーナー認定式／Ｇロッソ研修 2回／インフォメーション研
修／サービスレベルアップ研修／契約社員専門セミナー受講／ホスピタリティ手話講習会 5回／アルバイ
トオリエンテーション 4回／緊急時対応訓練 38回
安全の日・哀悼式（1月30日）／安全講習会／始業点検モニタリング 8回／オペレーションモニタリング
72回／運転者講習会／舞姫事故講習会 5回／イベント安全性評価／サービス介助講習会／救命講習会／防
災講習会／インフォメーション研修／異動者オリエンテーション／ホスピタリティ手話講習会 3回／契約
社員専門セミナー受講／アルバイトオリエンテーション 3回／他社視察受入れ／緊急時対応訓練 43回
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防犯・防災その他の活動報告
活

月
2月

動

内

容

・救命講習会
・千代田区帰宅困難者訓練視察
・同業他社帰宅困難者対策訓練視察・参加
・テロ対処合同訓練

3月

・救命講習会
・標的型攻撃メールへの注意喚起
・コンプライアンス教育プログラム「 第22回

4月

防犯･防災対策講座 」

・救命講習会
・人間ドック、婦人健康診断、家族健康診断、子宮がん検診
・ガバナンス委員会設置

5月

・救命講習会
・防災eラーニング
・伊勢志摩サミット開催に伴う特別警戒
・東京ドームシティ合同防災訓練
・定期健康診断・生活習慣病健診

6月

・救命講習会
・コンプライアンス教育プログラム「 第23回

7月

防犯･防災対策講座 」

・救命講習会
・内部統制システム構築の基本方針改定

8月

・救命講習会
・スピークアップカード配布
・電気器具等による火災防止のための点検
・家族と安否確認訓練

9月

・救命講習会
・同業他社帰宅困難者対策訓練視察
・自衛消防技術審査会出場
・大腸がん検診
・コンプライアンス教育プログラム「 第24回

防犯･防災対策講座 」
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防犯・防災その他の活動報告
活

月
10月

動

内

容

・全国労働衛生週間
・救命講習会
・防犯講習会
・インサイダーリスクに関する注意喚起
・詐欺の撲滅に向けた注意喚起
・リスクに関するeラーニング
・ストレスマネジメント検査
・インフルエンザ予防接種

11月

・救命講習会
・盗難リスクに関する注意喚起
・乳がんセミナー
・東京ドームシティ総合防災訓練
・感染症リスクに関する注意喚起

12月

・救命講習会
・盗難リスクに関する注意喚起
・感染症リスクに関する注意喚起
・工事および作業における安全遵守事項改訂
・コンプライアンス教育プログラム「第25回

1月

防犯･防災対策講座」

・普通救命(AED)講習
・同業他社防災訓練カンファレンス視察
・防災講習会
・リスクに関するeラーニング
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自衛消防隊活動報告
月

活

動

内

容

・アトラクションズ自衛消防隊（地震・火災・緊急時対応訓練等）
1月
～
2月

※既出

・東京ドームホテル自衛消防隊（総合防災・部門別・夜間訓練等）
・後楽園ホールビル自衛消防隊（応急手当・救出搬送・オリロー訓練等）
・黄色いビル自衛消防隊（各営業所別防災訓練等）

467回
859回
4回
19回

・東京ドームファシリティーズ（夜間訓練等）

4回

・ラクーア自衛消防隊（各営業所別防災訓練等）

4回
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