
牧野フライス

総務担当

三井 秀晃 ）

　　天候　（ ）　　 勤務時間 ～ 8時00分

　【守衛巡回確認表】　 異常の有無（○×）を確認する。　

扱印 扱印
事務棟

１F
事務棟

２F
工場棟

事務棟正面玄関 三井 三井 防犯 扉・窓の戸締り × 〇 ×

事務棟１Ｆ事務室 三井 門の施錠

事務棟通用口 三井 三井

部品工場通用口 三井 三井 節電 照明（通路・トイレ・食堂など） 〇 〇 ×

ユニット工場通用口 三井 三井 エアコン・換気扇など 〇 × ×

プレハブ　①　②

ゴミ置き場 三井 三井 環境 漏水 〇 〇 〇

裏門 三井 騒音 〇 〇 ×

正門 三井 三井 臭気 〇 〇 〇

油漏れ 〇 〇 〇

～

～ 防災 １．障害物の有無

～ 　避難口・廊下・階段など周辺 〇 〇 ×

～ 　消火器・非常警報設備・消火栓 〇 〇 〇

《特記事項》 ２．火気の有無

　ガス湯沸器など火気器具 〇 〇 〇

　灰皿・吸殻入れ・喫煙場所 〇 〇 〇

　工事中の火気使用場所

４回目

5時00分 5時30分

フロントフィールド警備保障株式会社

巡
　
回

守衛日誌
平成25年1月11日(金) 守衛氏名（

１回目

２回目

３回目

0時00分 0時38分

20時00分

： ：

・写真5参照。

： ：

20時32分

20時30分 ・写真7 / 10参照。

22時28分 5時19分

21時45分 5時18分

0時12分 5時04分 ・写真3 / 6参照。

0時26分 5時11分 ・写真1 / 12参照。

1月11日  19時00分 1月12日

0時41分 4時34分

20時35分 4時55分 ・写真4 / 11参照。

0時01分

備考（異常時の内容など）

晴れ

・組立:米山さん/昭和産業:櫻田さんが勝山から
   荷物を置きに23時31分に戻ってきました。
   23時42分に帰宅しました。

場　　所 施錠時刻 開錠時刻 確　認　事　項

ﾌﾛﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ
担 当 守 衛



【稼働日巡回順路時系列】

No
施錠・解錠

ｾｷｭﾘﾃｨON・
OFF

No
施錠・解錠

ｾｷｭﾘﾃｨON・
OFF

1 施錠 32 ON

2 施錠 33 ｾｷｭﾘﾃｨOFF

3 施錠 34 開錠

4 施錠 35 開錠

5 施錠 36 部品工場　③シャッターBOX 開錠

6 施錠 37 部品工場　④シャッターBOX 開錠

7 開錠 38 部品工場　⑤シャッターBOX 開錠

8 施錠 39 開錠

9 事務棟１F事務室　左側入口 施錠 40 ユニット工場　入口 ｾｷｭﾘﾃｨOFF

10 事務棟１F事務室　右側入口 ｾｷｭﾘﾃｨON 41 ユニット工場　⑥シャッターBOX 開錠

11 事務棟２Fダムウェーダー電源 OFF 42 ユニット工場　⑦シャッターBOX 開錠

12 部品工場　①シャッターBOX 施錠 43 ユニット工場　⑧シャッターBOX 開錠

13 部品工場　②シャッターBOX 施錠 44 開錠

14 部品工場　③シャッターBOX 施錠 45 ユニット工場　⑨シャッターBOX 開錠

15 部品工場　④シャッターBOX 施錠 46 ユニット工場　⑩シャッターBOX 開錠

16 部品工場　⑤シャッターBOX 施錠 47 ユニット工場　⑪シャッターBOX 開錠

17 ｾｷｭﾘﾃｨON 48 開錠

18 ユニット工場　⑥シャッターBOX 施錠 49 開錠

19 ユニット工場　⑦シャッターBOX 施錠 50 守衛室入口（３回目巡回終了） 開錠

20 ユニット工場　⑧シャッターBOX 施錠 51

21 ユニット工場　⑨シャッターBOX 施錠 52

22 ユニット工場　⑩シャッターBOX 施錠 53

23 ユニット工場　⑪シャッターBOX 施錠 54

24 ｾｷｭﾘﾃｨON 55

25 守衛室入口（２回目巡回終了） 開錠 56

26 ｾｷｭﾘﾃｨON 57

27 ｾｷｭﾘﾃｨOFF 58

28 守衛室入口（３回目巡回開始） 施錠 59

29 開錠 60

30 事務棟１F事務室　右側入口 ｾｷｭﾘﾃｨOFF 61

31 事務棟１F事務室　左側入口 開錠 62

平成25年1月11日(金)

　　　　　時　　　　分

　　　　　時　　　　分

5時00分 　　　　　時　　　　分

4時55分 事務棟正面玄関 　　　　　時　　　　分

0時41分 事務棟１F　通用口 　　　　　時　　　　分

4時34分 事務棟１F　通用口 　　　　　時　　　　分

0時26分 ユニット工場　入口 　　　　　時　　　　分

0時38分 　　　　　時　　　　分

0時22分 　　　　　時　　　　分

0時22分 　　　　　時　　　　分

0時21分 　　　　　時　　　　分

0時22分 　　　　　時　　　　分

0時14分 裏門

0時18分 5時30分

0時10分 5時19分

0時12分 部品工場　入口 5時19分 正門

0時05分 5時18分

0時06分 5時18分

0時04分 5時17分

0時04分 5時18分 ゴミ置き場

0時01分 5時11分

0時03分 5時14分

0時00分 守衛室入口（２回目巡回開始） プレハブ　①　②

0時01分 5時11分

20時35分 事務棟正面玄関

20時32分 守衛室入口（１回目巡回終了）

21時45分 ゴミ置き場 部品工場　②シャッターBOX

22時28分 正門

20時30分 裏門 5時04分 部品工場　入口

プレハブ　①　② 部品工場　①シャッターBOX

時　　　間 場　　　　所 時　　　間 場　　　　所

20時00分 守衛室入口（１回目巡回開始） 5時03分 事務棟２Fダムウェーダー電源



巡回記録報告写真（稼働日）

写真2 / 事務棟2F食堂:西側の窓付近にヘアバンド
            が落ちていたので守衛室で預かってます。
            (可燃物ゴミ箱付近)

2013/1/11 20:06 撮影 2013/1/11 20:09 撮影 2013/1/11 20:14 撮影

写真4 / 部品工場:AE1扉の非常口ドアが開いて
            いたので閉めました。

写真5 / 部品工場:棚番F-8付近に障害物が
            あります。(白線から出ています)

写真6 / ユニット工場:コンプレッサー室の照明が
            点灯していたので消灯しました。

写真3 / 部品工場:No.26/27照明が点灯していた
            ので消灯しました。

2013/1/11 19:03 撮影 2013/1/11 20:04 撮影 2013/1/11 20:05 撮影

写真1 / 事務棟2F喫煙室の換気扇が作動していた
            ので停止しました。



巡回記録報告写真（稼働日）

2013/1/11 22:17 撮影 2013/1/11 22:34 撮影 2013/1/12 0:23 撮影

写真10 / ユニット工場:a-7/a-8通路の間
            「a71/a81/a82サブアーム2BOX部品棚」
              エアーホースから空気が漏れていた
              ので止めました。

写真11 / 社有車:フィールダードア未施錠だった
              ので施錠しました。
      (20時巡回時ではフィールダー使用中でした。)

写真12 / トラックヤード喫煙室の換気扇が
               作動していたので停止しました。

写真7 / ユニット工場:a-5/a-6通路の間
          「a51/a61工具置場」付近のエアーホース
            から空気が漏れていたので止めました。
            (マスキングテープ付けました。)

写真8 / ダンボール回収。 写真9 / ゴミ・ダンボール・木くず・鉄くず回収。

2013/1/11 20:19 撮影 2013/1/11 21:06 撮影 2013/1/11 21:36 撮影


