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京成トランジットバス株式会社 

代表取締役社長 藤本 剛弘 

 

運輸安全マネジメントに関する取り組みについて 

 

当社では、輸送の安全に関する基本的な方針その他輸送の安全に係る情報を下記のとおり公表しま

す。 

「運輸安全マネジメント」とは、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を、社長から現場

の運転者まで浸透させ、輸送の安全に関する計画の策定､実行､チェック、改善を活用し当社全体の安

全の確保・向上を継続的に行う仕組みです。 

記 

１．輸送の安全に関する基本的な方針 

社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを認識し、社内において輸送の安全の確保

に主導的な役割を果たします。また、事業所における安全に関する声に耳を傾けるなど現場の状況を

踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。 

当社は、輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善（Plan Do Check Act）を実施し、

輸送の安全性の向上に努めます。また、輸送の安全に関する情報について公表します。 

 

２．輸送の安全に関する目標及びその達成状況 

当社は、輸送の安全目標として、年度毎に事故減件目標を設定し、目標達成に努めております。 

２０１８年度は、目標事故※件数１５件（塩浜営業所９件、千鳥営業所６件）に対し、実績事故件数

２３件（塩浜営業所１１件、千鳥営業所１２件）となりました。 

 究極的には事故件数ゼロを目指しますが、２０１８年度も経験年数の浅い乗務員の事故の割合が高

いことから、２０１９年度も、①新入社員の実車研修内容の充実、引き続き②入社６ヶ月後のフォロ

ーアップ研修による安全意識の維持向上、③ドライブレコーダー映像を活用した研修による予測運転

の重要性の浸透、等の取り組みを行うことで、前年同期比事故件数約１０％減（目標件数：塩浜営業

所１０件、千鳥営業所１１件、計２１件）の目標を設定し、安全輸送に取り組んでまいります。 

 

※事故件数： 人身事故及び物損事故（私有地における軽微なものを除く）の内、警察および保険会社等の見解を基に

当社に責任があるものと社内で判断した件数。 

 



３．事故に関する統計 

   ２０１８年度中に発生した自動車事故報告規則第 2 条に該当する事故  0 件 

 

   上記の他、京成グループにて統一した基準による、軽微なものも全て含めた、走行キロ 10 万キロ 

当たりの事故件数を把握し、京成・バスグループ研修会にて情報共有を行い、事故の減件に努めて 

おります。 

 

４．安全管理規程（別紙１） 

当社は、「安全管理規程」を制定し、国土交通省へ届出をしております。 

（安全管理規程の主な内容） 

輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

 

５．輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置 

（１）各種会議の開催 

経営トップ・統括運行管理者・運転士等による、意見 及び 情報交換の場としての会議を定期的 

   に開催しました。会議で出された意見を基に、カーブミラーの設置や停止線の移動についての関係 

機関への要望等、走行環境改善による安全性向上を図っております。 

（２）貸切バス事業者安全性評価認定〔公益社団法人 日本バス協会 認定〕 

公益社団法人日本バス協会が、貸切バス事業者の安全性や安全の確保に向けた取り組み状況につ

いて審査を行い認定する制度において、令和元年６月２４日に「二ッ星」として認定を受けました。 

当社では過去に最高位の「三ッ星」認定を受けており、再度「三ッ星」を頂けるよう更なる安全

の実現に向け取り組んでまいります。 

（３）安全意識の維持・向上 

① 乗務員手帳の配布 

 毎年、安全運転のヒント（防衛運転十則ほか）が記載された「乗務員手帳」と共に、「社是」

「行動指針」「行動基準」を掲載した「従業員必携」を配布し、安全方針の浸透と安全意識の維

持・向上を図っています。また、会社の目標を踏まえた「私の目標」を各自が記入するページを

設け、主体性を持たせるようにしております。 

なお、２０１６年１２月に配布したものより、「輸送の安全に関する基本的な方針」「事故発生

時の対応」「車両故障（火災）等異常発生時の対応」の頁を改めて追加しました。 

② 安全標語入りカレンダーの配布 

  毎年、全社員へ配布し、安全意識の維持・向上を図っております。 

 



③ 「セーフティドライバーズちば」への参加 

「セーフティドライバーズちば 2018」（無事故・無違反運動）へ、全社員（59 ﾁｰﾑ 295 名）が 

参加し、安全意識の向上・徹底に努めました。 

   ④ 運転記録証明書の提出 

法令違反抑止 及び 安全意識向上の為に、社長を含む全員が運転記録証明書の提出を実施して 

おり、今後も継続して参ります。 

   ⑤ ベストマナー向上（ＢＭＫ）推進運動 

     京成グループ全体で、お客様満足度の更なる向上を目指して取り組む、ＢＭＫ推進運動に参加 

しております。年２回（春・秋）の強調月間においては、京成グループのバス各社が、運転士の 

運転操作・安全関心・接客態度・マイク活用について、統一した添乗用紙によって相互に評価を 

行っております。当社では、年間を通じてこの添乗用紙を活用し、結果を運転士にフィードバッ 

クすることで、安全・接客水準の向上に努めております。 

   ⑥ ３Ｓ（Smile・Safety・Saving energy）運動 

     京成グループのバス各社では、「安心（Smile）」「安全（Safety）」「省エネ（Saving energy）」 

をキーワードに、社員の意識の向上を図ることを目的とし、これらの項目を中心とした社員の模 

範的な服務に対してポイントを付与し、１年間の累積ポイントに応じて表彰を行っております。 

   ⑦ その他 

交通安全運動等への積極的な取り組み、経営トップ・役職員による職場巡視、飲酒運転撲滅の 

    為の厳正な点呼等を実施しており、今後も継続して参ります。 

（４）ハードウェアの改良 

①  ドライブレコーダー 

２０１３年度以降、導入を進めている他、映像の一部を教育・研修に活用しております。 

なお、「サラウンドアイ」設置車両は当該映像もドライブレコーダーに録画するよう改良を行い

ました。 

◇ ２０１８年度末時点：合計 142 両導入済み（全車両に占める導入率 100%） 

②  「ANBH（ｵｰﾄ･ﾆｭｰﾄﾗﾙ･ﾌﾞﾚｰｷ･ﾎｰﾙﾄﾞ：乗降中の車両動きだし防止）」等の「停車補助装置」等に

より、中扉が開いた状態のまま、不意にブレーキペダルの踏み外れなどで車両が動き出すことを

防止する装置を導入しております。 

◇ ２０１８年度末時点：合計 50 両導入済み（一般路線タイプ車両に占める導入率 42.0%） 

   ③ 衝突軽減ブレーキ 

     高精度ミリ波レーダーで前車との車間距離を監視し、衝突の恐れがある場合、警報音で注意を 

促し、衝突の可能性が高い場合はブレーキ制御で速度を低減し、被害を最小限に抑える装置を 

導入しております。 

◇ ２０１８年度末時点：合計 18 両導入済み（高速・観光タイプ車両に占める導入率 78.3%） 



   ④ 車線逸脱防止装置 

     車線を逸脱すると、運転士に表示で伝えると共に警報を鳴らす装置を導入しております。 

◇ ２０１８年度末時点：合計 18 両導入済み（高速・観光タイプ車両に占める導入率 78.3%） 

⑤ サラウンドアイ 

車両の前後左右４つのカメラ映像を合成し、上から俯瞰した映像を運転士が確認できる装置を

導入しております。なお、２０１８年度下期に導入した車両より、車両左側面の巻き込み事故防

止に特化した「左側面カメラ」に変更して設置を行いました。 

◇ ２０１８年度末時点：合計 31 両導入済み（全車両に占める導入率 21.8%） 

   ⑥ その他 

デジタルタコグラフを全車に装備している他、一部の車両に、車外注意喚起装置（安全くん）、

バックアイカメラ、ＭＣＡ無線、ＩＰ無線、ＬＥＤ前照灯、デイライト、ミラーヒーター、バス

ロケーションシステム等を装備しております。 

（５）健康起因事故の予防 

① 睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査 

全運転士を対象に実施しております。 

② 脳ＭＲＩ検査 

定期健康診断の結果を元に、一部の運転士を対象に実施しております。 

   ③ 乱用薬物検査 

     毎年、全社員を対象に実施し、薬物に起因する事故の予防を行うと共に、薬物に関する意識を 

高め乱用を抑止しております。 

④ その他 

産業医による健康診断結果の確認 及び 健康診断時の問診票の申告内容を踏まえ、注意を要す 

ると判断した社員について、所属長が面談を行い、健康状態の把握に努めております。 

 

６．輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制 

当社の輸送の安全に係る情報の伝達体制、組織体制は別紙２「輸送の安全に関する組織体制及び

指揮命令系統 組織図」のとおりです。 

 

７．輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況 

当社では、輸送の安全に関する目標を達成するため、運転士及び運行管理者を対象とした教育及

び研修を行っております。 

一方、役員を含めた管理者がターミナル等の輸送現場をこまめに巡視するとともに、営業中の 

バスに添乗することにより、運転士の日々の安全運転状況を確認し、個別指導に活かしております。 

 



（１）研修開催状況 

① 新入運転士研修 

２０１８年度に運転士として新たに入社した５３名に対して、マニュアルを用いた座学研修の

他、バス車両を用いた実車研修を行いました。尚、２０１６年度より、実車研修期間を１週間程度

延長した他、事故多発箇所・車両特性を起因とした事故発生箇所・ヒヤリハットの多い箇所を現地

にて確認するカリキュラムと、ヒューマンエラー体感ソフト（ｼﾑ･ｴﾗｰ：鉄道総合技術研究所製）の

活用、を追加しております。 

② 運転士個人指導 

  管理者がバスに添乗し、その結果を基に、３ヶ月に１回以上、運転士への個人指導を実施して 

おります。 

③ ドライブレコーダー映像による研修 

２０１６年度の事故発生状況を踏まえ、２０１７年初頭より、勤続１年未満の運転士を対象とし、

ドライブレコーダーによる事故映像を用いた集合研修を行いました。 

④ 京成バス㈱安全運転訓練車研修 

  運転士の運転技量向上を目的に、京成バス株式会社の協力のもと「安全運転訓練車」による 

研修を行いました。（２０１８年度 36 名、累計 251 名） 

   ⑤ 「安全運転中央研修所」研修 

     茨城県にある「安全運転中央研修所」へ運転士を研修派遣し、安全意識の向上と事業用自動車 

の特性等の理解を深めました。（２０１８年度 24 名、累計 111 名） 

⑥ 飲酒運転防止インストラクター養成講座 

特定非営利活動法人アスク（ASK）が実施する、飲酒運転防止インストラクター研修に参加し、 

飲酒運転の予防に関する意識と知識の向上を図りました。（２０１８年度 4 名、累計 19 名） 

⑦ タイヤチェーン講習会 

冬季の積雪に備え、運転士にタイヤチェーン装着の講習会を実施しました。 

（２）各種訓練の実施 

① 重大事故・事件発生時の対応訓練 

  ２０１８年５月に、重大事故・事件等発生時の初動・連絡訓練として、乗合バスの車両火災を

想定した通報・連絡・指示訓練を実施しました。 

② バスジャック対応訓練 

２０１８年度は緊急事態発生時の対策として、１０月に警視庁の協力のもと京成バス株式会社

が主催したバスジャック対応訓練に役員を含む管理者が参加し、異常事態発生時の初動対応につ

いて再確認を致しました。 

 

 



８．輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じ

ようとする措置 

当社では、輸送の安全の確保状況を点検するため、内部監査を実施して常に適格な状況を維持 

するよう努めております。 

２０１７年度は運輸安全マネジメントに関する内部監査を実施し、運行部門の業務遂行状況や 

帳票類等の確認を行いました。また、内部監査の実施結果については、経営トップへの報告を行っ 

ております。２０１９年度についても引き続き実施して参ります。 

 

９.安全統括管理者に係る情報 

当社では、安全統括管理者として常務取締役 藤崎 英男を２０１５年７月１日付けで選任し、 

国土交通省へ届出をしております。 

（１）安全統括管理者の責務  「安全管理規程」第十条参照 

（２）２０１８年度の主な活動実績 

①意識の徹底… 安全に関る情報や注意喚起等の配信、社員研修、職場巡視、社員との懇談等、 

あらゆる機会を活用しての啓発活動 

②実施及び管理の体制の確立、維持…組織及び連絡体制に係る機能性の随時チェック 

③方針、重点施策、目標、及び計画の実施…安全管理規程の第三条（方針）、第四条（重点施策）、

第五条（目標）、第六条（計画）に定める各内容の実施 

④報告連絡体制の構築…安全管理規程第十三条（報告連絡体制）に定める内容の実施 

⑤措置…安全管理規程第十五条（内部監査）に定める、内部監査結果の経営トップへの報告と輸送の

安全を確保するための措置を実施 

（３）２０１８年度の主な活動計画 

①運輸安全マネジメントの定着化と安全管理体制の継続的な改善…社内におけるＰＤＣＡサイクルの

推進 

②事故防止対策… 事故減件目標の達成 

「プラス２秒の着座（車内）確認」を年度スローガンとした車内事故防止運動 

③教育・訓練の継続的見直し…より効果的な教育・訓練の模索 

④健康管理の徹底…脳ドック、ＳＡＳ等受診の継続 

 

１０. 一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者、運行管理者、整備

管理者に係る情報 

（１）運転者に関する情報（2019 年 3 月 31 日現在） 

正規雇用運転者数 ２５１人 



正規雇用以外運転者数 ３人 

正規雇用運転者の平均給与月額 バス運転者の平均給与月額の基準額と同額以上 

正規雇用運転者の平均勤続年数  ７．０年 

（２）運行管理者及び整備管理者に係る情報 （2019 年 3 月 31 日現在） 

運行管理者数 １７名 

運行管理者のうち他業務（運転士等）兼職者数 １４名 

運行管理補助者数 ２名 

運行管理補助者のうち他業務（運転士等）兼職者数 ２名 

整備管理者数 ３名 

整備管理者のうち他業務（運転士等）兼職者数 １名 

整備管理補助者数 １８名 

整備管理補助者のうち他業務（運転士等）兼職者数 １５名 

 

１１. 一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車に係る情報 

 

2019 年 3 月 31 日現在 大型 中型 小型 合計 

保有車両数 50 両 2 両 6 両 58 両 

保有車両最新車齢 1.3 0.4 3.1 0.4 

保有車両最古車齢 16.3 11.1 11.5 16.3 

保有車両平均車齢 7.3 5.8 5.4 7.1 

保有車両のうち 

ドライブレコーダー搭載車両数 
50 両 2 両 6 両 58 両 

保有車両のうち 

デジタル式運行記録計搭載車両 
50 両 2 両 6 両 58 両 

ＡＳＶ搭載車両 0 両 0 両 0 両 0 両 

主な運行態様 その他 
学校企業

等送迎 

学校企業

等送迎 
－ 

 

以 上 


