
 

 

 

 

 

 

 

 

事事 業業 用用 自自 動動 車車 のの  

安安全全対対策策ににつついいてて 

国国 土土 交交 通通 省省  

自自動動車車局局安安全全政政策策課課 

講講演演１１ 



政府の交通安全対策と交通事故の発生状況

 

 

 

政府の交通安全対策（交通安全基本計画）

交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）
【目 的】交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図る （内閣府において政府全体をとりまとめ）
【体制等】①内閣府に中央交通安全対策会議を設置

② 同会議が交通安全基本計画を作成 （5カ年計画。現在は第１０次計画（H2８～H３２年度)）
③ 関係省庁は、交通安全業務計画を作成 （基本計画に基づく単年度毎の計画）
④ 政府が年次報告を国会に提出 （交通安全白書)

〔本部長〕 内閣府特命担当大臣(交通安全対策)
〔構成員〕 関係15事務次官等
〔庶 務〕

【対 策】 その時々の諸問題について対策を決定

交通対策本部
（中央交通安全対策会議決定により設置）

〔会長〕 内閣総理大臣
〔委員〕 内閣官房長官

国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣（交通安全対策担当）
内閣府特命担当大臣（金融担当）
内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策担当）
総務大臣

中央交通安全対策会議
(交通安全対策基本法第１４条により設置）

第１０次交通安全基本計画の目標 （計画期間：平成28年度～平成32年度）

内閣府政策統括官が総括、処理。
ただし、海上及び 航空交通の安全に関する事項に係るも
のは、総合政策局と共同処理。

法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣

交通安全基本計画
○ 陸・海・空の交通安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
○ 昭和46年度以降５年ごとに作成
○ 第10次計画は平成28年3月11日に中央交通安全対策会議で決定

【基 本 理 念】 ○ 交通事故のない社会を目指す。 ○ 「人優先」の交通安全思想を基本とする。
【道路交通の目標】①24時間死者数を2,500人以下とし、世界一安全な道路交通を実現

②死傷者数を50万人以下
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第9次交通安全基本計画の目標

〇平成27年までに24時間死者数を3,000人以下
〇平成27年までに死傷者数を70万人以下

平成２７年中の交通事故

【死者数】 4,117人・・・目標未達成
【死傷者数】 670,140人・・・目標達成

最近10年間の交通事故状況と第9次交通安全基本計画の達成状況

【平成28年の事故の傾向】
○交通事故死者数が67年ぶり4,000人を下回る（平成28年3,904人）
○死者の約5割は歩行者と自転車※
○死者の半数超は65歳以上の高齢者※ ○高齢者が加害者となる死亡事故が25％超で最多※
○歩行者死亡事故の約7割は夜間※
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事業用自動車の交通死亡事故件数

（人） （人）

事業用自動車の飲酒運転に係る
道路交通法違反取締件数
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事業用自動車の交通事故等発生状況

事故件数は中間目標を達成
死亡者数は中間目標に達せず減少が鈍化
最終目標達成に向けより一層の対策の周知徹底が必要

事業用自動車総合安全プラン２００９の達成状況

【平成３０年目標値】 【平成２７年】

事故件数 30,000件
（43,000件）

36,499件
（42,425件）

死亡者数 250人
（380人）

403人
（434人）

飲酒運転 ゼロ 102件
（126件）

※カッコ内は平成２５年の値
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事業用自動車の交通事故等
発生状況

○ 死者数半減
（目標：H30年250人）

内閣総理大臣談話要旨 （H2１.1）

事業用自動車総合安全プラン２００９の概要

運送のプロとして乗客の生命、顧客の財産を預かるバス・タクシー・トラック等の事業用自動車は、一たび事故が発生する
と社会的影響を及ぼす可能性が大きいことから、より高度な安全性を求められている。
また、上記の政府全体の事故削減目標を踏まえ、取組を進めているところであるが、このような状況を鑑み、事業用自動
車の事故による死者数半減等を目標とした「事業用自動車総合安全プラン2009」を策定し、同プランのもと、事業用自
動車の事故防止対策を進めている。

■ 平成30年を目途に、交通事故死者数を半減させ、これを2,500人以下とし、世界一安全な道路交通の実現を目指す。

事業用自動車総合安全ﾌﾟﾗﾝ2009

○事故件数半減
（目標：H30年3万件）

○飲酒運転ゼロ ○ 危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無

事業用自動車総合安全ﾌﾟﾗﾝ2009 重点施策

【事故件数】
56,305件 → 36,499件
【死亡者数】

517人 → 403人
【飲酒運転】

287件 → 102件

・緊張感の維持とﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙとしての自覚と誇りの再啓発
・運輸安全マネジメントの更なる実効性向上
・保安指導を担う指導的人材の育成 等

・運転者の日常的飲酒に対する指導・管理
・遠隔地でのアルコールチェックの更なる実効性向上
・啓発活動推進等による危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ等薬物の使用禁止の徹底 等

・悪質事業者の徹底した排除
・市場メカニズムの更なる強化 等

・衝突被害軽減ブレーキ等のより一層の普及加速
・次世代運行記録計の確立、ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ等の普及加速
・更なる先進安全技術（ASV）の開発・実用化の加速 等

１ ．安全体質の更なる強化

２ ． コンプライアンスの徹底

６ ． 道路交通環境の改善

３ ． 飲酒運転の根絶・危険ドラッグ等
薬物使用による運行の絶無

４ ． より先進的なＩＴ・安全技術の活用

・事故発生割合の高い区間等への集中的な交通事故対策
・地域の協力を得ながら、生活道路における交通安全対策 等

・運転者教育の強化、担い手の確保及び育成
・事故調査機能の強化
・運転者の体調急変に伴う事故防止対策の浸透・徹底
・高速・貸切バスの安全・安心の確保
・訪日旅行の安全品質の確保、積極的な発信

５ ． 運行の現場を含めた関係者一丸となった
行動、構造的な課題への対処

（平成２０年）→（平成２７年）

（参考）安全プラン２００９の目標値
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事業用自動車事故調査委員会の
公表・調査案件について

 



事故調査の流れ

事業用自動車事故調査委員会について

要因分析、再発防止策（案）の作成・審議

特別重要調査対象事故 重要調査対象事故

報告書（再発防止策に関する意見）の提出

事業用自動車事故調査委員会

外部委託

○ 社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事故の背景にある組織的・構造的
問題の更なる解明を図るなど、より高度かつ複合的な事故要因の調査分析と、客観性がありより
質の高い再発防止策の提言を得ることが求められているところ。

○ 平成２６年６月、（公財）交通事故総合分析センターを事務局として、各分野の専門家
から構成される「事業用自動車事故調査委員会」を設置。
○ 平成２８年末現在、１７件について議決・公表し、１５件について調査を実施してい
る。

経緯

事故発生

国土交通省自動車局 警察庁

事業用自動車事故調査委員会委員名簿

酒井 一博 公益財団法人
大原記念労働科学研究所 所長

安部 誠治 関西大学社会安全学部 教授

今井 猛嘉 法政大学法科大学院 教授、弁護士

小田切優子 東京医科大学 講師

春日 伸予 芝浦工業大学工学部共通学群 教授

久保田 尚 埼玉大学工学部建設工学科 教授

水野 幸治 名古屋大学大学院工学研究科 教授

首藤 由紀 株式会社社会安全研究所
代表取締役 所長

協力国土交通省道路局 協力
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犬山市におけるタンクローリーの危険物漏洩事故（H28.2.17公表）

【事故概要】

愛知県犬山市の国道４１号交差点付近にて、信号待ちをしていた車両にタンクローリーが追突して、９台が絡む
多重事故が発生した。この事故により、９名が軽傷を負った。

事故当時、追突したタンクローリーには危険物１６ＫＬを積載しており、衝突により６ＫＬが路上に漏洩した。漏れ
たガソリンによる火災及び爆発等は起きていない。

【原因】

タンク車の運転者が、疲労と睡眠不足で集中力が低下している状態におい
て、休憩場所を探しながら走行していたことにより、赤信号で停止しようと減速
していた乗用車に気付くのが遅れ、追突したと考えられる。同運転者は睡眠
不足により、疲労が残っていたことを点呼の際に申告しなかった。このため、
運行管理者が疲労の度合いを把握できていないまま運行の可否を決定して
いたことも、結果として事故につながった可能性が考えられる。

【再発防止策】

運行管理者は、運転者に輸送の安全を委ねていることを認識し、点呼におい
て運転者の健康状態を把握し、安全な運転が可能か否かを判断する。

長距離運行の場合に、休憩場所について適切な情報を提供する。

運転者が疲労を自覚したまま運転することは、事故を起こす危険性が高いこ
とから、事業者は、運転者に対して休息期間において疲労を十分回復させる
ように努めることを指導する。また、運転者が点呼において疲労状態を報告
しやすいように職場環境を整備する。
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東京都大田区における乗合バス衝突事故（H28.5.27公表）

【事故概要】

東京都大田区の都道421号線の丁字路交差点において、乗合バスが乗客21名を乗せて走行中、道路左側の電
柱に衝突した。 この事故により、乗合バスの乗客1名が重傷を負い、18名が軽傷を負った。

【原因】

事故は乗合バスの運転者が眠気を催していた状態で運転を継続したため、居眠り
運転の状態となり、道路左側歩道上の電柱に衝突して発生したものと考えられ
る。

運転者は中等度のＳＡＳ※と診断を受けており、運転中に強い眠気に襲われた原
因の一つにはＳＡＳの症状が現れた可能性が考えられる。同運転者は、事故の半
年前に病院で検査を受けようとしたが、検査に時間がかかるため、医師による診
察や検査を受けずに放置していた。また、その状況を事業者に報告していないた
め、事業者が診察を受けさせる等の対応ができていなかったことも、ＳＡＳの症状
が現れたことにつながった可能性が考えられる。（※ 睡眠時無呼吸症候群）

【再発防止策】

事業者は、運転者に対し、運転中、眠気により安全運行をすることができない恐れがある場合は、直ちに、車両
を安全な場所に停止させ、体調異常により車両を緊急停止させたことを説明し、運行管理者に対し、速やかに状
況を報告するよう指導することが必要である。
事業者は、運転者に輸送の安全を委ねていること認識し、点呼において疾病、疲労等について報告させ、安全に
運行できる状態かを的確に判断することが重要である。

事業者は、運転者が仮にＳＡＳと診断された場合でも、適切に
治療を行うことにより安全な運転を続けることが可能であるこ
とを理解した上で、ＳＡＳの早期発見、早期治療につながる取
り組みを積極的に進めることが事故防止には重要である。
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トラクタ・タンクセミトレーラの横転事故（H28.12.13公表）

【事故概要】
平成２７年４月１７ 日５時０８分頃、静岡県富士宮市の国道５２号において、トラクタ・タンクセミトレーラが灯油等を積載
して走行中、下り勾配の左カーブにおいて横転し、電柱及び照明用ポールに衝突して約２m下の山林の斜面に転落し
た。この事故により運転者が死亡した。また、タンクセミトレーラのタンクが損傷し、積載していた灯油等が斜面および斜
面下の河川に漏洩した。

【原因】
・運転者が十分な減速をしないまま下り勾配の左カーブに進入したため、
車両の安定性を失って横転し、路面を滑走して道路脇約2m下の斜面
に転落したものと考えられる。
・事業者は、運転者に対してタンクセミトレーラの運転特性等の教育を行
っていなかったこと、運行経路の選択を運転者任せにしていたこと、運
行に注意を要する場所等の必要な運行指示や、適性診断結果の指摘
事項を踏まえた指導を行っていなかったことなどが、事故につながった
背景にあると考えられる。

【再発防止策】
★運行管理者は、運転者に輸送の安全を委ねていることを認識し、過積載とならないような運行計画を作成するととも
に、適切な運行経路の選択並びに当該経路における道路及び交通の状況等、安全な運行に必要な指示を行う必要
がある。

★事業者は、運転者に対し適性診断を受診させるだけでなく、診断結果における注意点を的確に伝達し、このことを日
常的に自覚させ、改善させるよう個別に指導を行う必要がある。

★事業者は、運転者に対し制限速度の遵守を徹底させ、ドライブレコーダーの映像を活用した危険予知訓練や事故事
例を用いた教育を行うなど、走行速度、積み荷の種類、積み荷の積載状態等が及ぼす走行安定性への影響につい
て指導し、理解させることが重要である。

★特に、タンクセミトレーラは重心が高く、走行に伴い重心が移動しやすいこともあるため、走行速度について十分な注
意が必要なことを理解させることが重要である。
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山陽道八本松トンネルにおける多重事故

【事故情報】

平成２８年３月１７日（木）午前７時３０分頃、広島県東広島市の山陽自動車道八本松トンネル内の下り線において、トラック
が運行中、渋滞の最後尾に停止中の軽自動車他数台の車両に追突、当該トラックは炎上し、追突された車両が横転して出火、
合計５台が炎上した。

この事故で、２名が死亡、７１名負傷した模様。

広島方面

岡山方面

八本松トンネル

ＮＮＮ（日本テレビ系）３月１８日より

【国土交通省の対応】

事故を起こした事業者「ゴーイチマルエキスライン(株)」に特別監査を実施（３月１８日、２２日）
自動車局長から（公社）全日本トラック協会に対して貨物自動車運送事業の安全確保の徹底を要請（ ３月１８日）

事業用自動車事故調査委員会へ調査を要請（３月２３日） 9
 

 

 

山陽道八本松トンネル事故を起こした事業者に対する監査について

特別監査の概要

• 実施日等
平成２８年３月１８日（金）、２２日（火）
特別監査を実施

• 監査で確認された事項

○乗務時間等告示の未遵守

○点呼の一部未実施

○乗務記録の記載不備

○健康診断の未受診

○運行指示書を作成・携行させていなかった。

○運転者に対する指導監督の一部不適切

○適性診断（初任）の未受診

等

事業者の概要

• 事業者名
ゴーイチマルエキスライン（株）

• 住 所

埼玉県川口市

• 事業許可
平成５年９月

• 車両数
６６両

• 営業所数
３営業所（本社、八潮、栃木）

• 行政処分歴
栃木営業所
平成２８年３月２３日 車両停止 ７０日車

※他営業所の処分歴は無し
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健康起因事故の対策強化について
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健康起因事故の事故報告件数の推移
○国土交通省では自動車事故報告規則において、事故又は運行を中断した事案を事故として報告するよう義務
付け。平成２１年に報告対象の内容を明確化するとともに、報告の徹底を事業者に周知。事故報告規則に基づ
く報告件数は、近年５,０００件強で推移。

○健康起因事故とは、運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなったものをいう（自動車事故
報告規則）。健康起因事故に対する事業者の意識の高まり等を反映し、平成２６年における報告件数は大幅に
増加。

（件数）

全事故報告件数および健康起因事故件数の推移

（件数）
（件数）

健康起因事故の報告件数の内訳
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健康起因事故の疾病別の内訳（平成２３～２７年）

健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳
（平成２３～２７年）

健康起因事故を起こした運転者の疾病別内訳
（平成２３～２７年）

○過去５年間で健康起因事故を起こした運転者８８５人のうち脳疾患が１９％、 心臓疾患が１６％を占める。
○うち、死亡した運転者１９２人の疾病別内訳は、心臓疾患が５３％、脳疾患が１４％を占める。

計８８５人 計１９２人
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16%

消化器系疾患
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諸症状等）

321人
36%

不明

149人
17%

 

 

 

事業用自動車における運転者の健康管理に関する取組み

（１）健康診断の義務付け、健康状態の把握、疾病等のある乗務員の乗務禁止
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条、旅客自動車運送事業運輸規則第２１条及び第４８条 等）

自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握（労働安全衛生法に基づく健康診断による把握）に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、

又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
※把握方法：雇入時の健康診断及び１年に１回の定期健康診断

（２）運行管理者による点呼実施（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条、旅客自動車運送事業運輸規則第２４条 等）
自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、運行毎に対面により点呼を行い、疾病、疲労その他の理由により安全な運転

をすることができないおそれの有無等について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければ
ならない。

（３）運行管理者の講習（貨物自動車運送事業郵送安全規則第２３条、旅客自動車運送事業運輸規則第４８条の４ 等）

２年に１回の受講を義務付け。健康管理の把握の重要性や法令上の義務についての講習を実施。

（１）「事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル」（平成２２年７月公表、平成２６年４月改訂）
健康状態の把握、点呼時の運行管理者の判断や対処、乗務中の注意事項や対処について、具体的方策を整理したガイドラインを作成し、４つのスクリーニン
グ検査 （脳ドック、SASに関する検査、人間ドック、心疾患に関する検査）の受診を推奨。

（２）「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル～SAS対策の必要性と活用～」
（平成１９年６月公表、平成２７年８月改訂）

睡眠時無呼吸症候群（SAS）の早期発見・治療の重要性と注意事項について、関係者の理解を増進。スクリーニング検査の受診及び適切な治療の普及を図る。

○Gマーク（貨物自動車運送事業安全性評価事業）及びセーフティバス制度
（貸切バス事業者安全評価委員会）の認定に当たり、健康管理・把握の状況を確認。

１．法令上の義務

２．健康管理に関するマニュアルの策定・改訂

３．事業者による取組みの支援、推進

※
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「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の概要

健康管理マニュアルの主な内容

【主要疾病に関するスクリーニング検査】

○ 人間ドック
○ 脳ドック （ＭＲＩとＭＲＡを用いた簡易検査もある）
○ 睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）スクリーニング検査

○ 心疾患に係る検査 （ホルター心電図検査等）

１．運転者の健康状態の把握

定期健康診断による疾病の把握

一定の病気等に係る外見上の前兆や自覚症状等
による疾病の把握

脳・心臓・消化器系疾患や睡眠障害等の主要疾
病に関するスクリーニング検査（推奨）

※ ～ において異常所見等がある場合には、
医師の診断や面接指導、必要に応じて所見に応じ
た検査を受診させ、医師の意見を聴取

２．就業上の措置の決定

医師の意見を踏まえ就業上の措置の決定

医師等による改善指導

３．判断目安に基づく乗務前・中の判断・対処

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

就業上における判断と対処の流れ
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健康管理マニュアルにおいて推奨しているスクリーニング検査

○ 事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル（平成２６年４月改訂）において、脳・心臓・消化器系疾患や

睡眠障害等の主要疾病に関するスクリーニング検査について受診を推奨している。

○ また、業界団体においても、脳疾患や心疾患、睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）などの主要疾病のスクリーニン

グ検査の受診に対する補助を実施している。

ＳＡＳに関する検査

パルスオキシメトリ検査 フローセンサ検査

人間ドック

◆ 生活習慣病の予防や疾病の早期把握などを目的
とした総合的な健康診断

脳ＭＲＩ画像 脳ＭＲA画像

脳ドック

◆ MRIやMRA、CTなどの画像検査により、無症候
又は未発達の脳血管疾患を発見

◆ MRIとMRAの２項目だけを行う簡易検査もある

ＭＲＩ検査

◆ 睡眠時の血中酸素量や呼吸数をモニタリングし、
ＳＡＳの早期発見に寄与する

心疾患に関する検査

◆ ホルター心電図検査等を含む必要な心電図検査
の受診を推奨
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事業用自動車健康起因事故対策協議会の設置について

○健康起因事故の抑止対策として、スクリーニング検査をより効果的なものとして普及させるため、産学官の幅広い
関係者から構成される協議会を設置し、最新の検査機器・新たな検査方法等について情報共有するとともに、検
査の普及方策について検討する。

○第1回事業用自動車健康起因事故対策協議会を平成２７年９月１７日（木）開催。

趣旨・目的

事業用自動車健康起因事故対策協議会名簿

○酒井 一博 （公財）大原記念労働科学研究所 所長

○水町 重範 （一社）運転従事者脳MRI健診支援機構代表理事

○大平 貴之 （一社）運転従事者脳MRI健診支援機構 理事

○山科 章 東京医科大学 主任教授

○大久保 孝義 帝京大学医学部 主任教授

○谷川 武 順天堂大学大学院医学研究科 主任教授（NPO法人
睡眠健康研究所 理事）

○作本 貞子 NPO法人 ヘルスケアネットワーク 副理事長

○上田 信一 （一財）運輸・交通SAS対策支援センター 常務理事

○勝又 泰二 （独）自動車事故対策機構 理事（事故防止担当）

○石川 正 （公財）交通事故総合分析センター 理事長

○石川 博敏 自動車安全運転センター 顧問

○梶原 景博 （公社）日本バス協会 理事長

○神谷 俊広 （一社）全国ハイヤー・タクシー連合会 理事長

○廣瀬 正順 （一社）全国個人タクシー協会 専務理事

○福本 秀爾 （公社）全日本トラック協会 理事長

〇金子 茂浩 神奈川中央交通(株) 常務取締役

〇坂本 克己 日本タクシー(株)・大阪運輸倉庫(株)・北港観光バス(株)

代表取締役会長

〇秋田 進 日本通運(株) 取締役常務執行役員

協議会体制

スクリーニング検査の全面的な普及

健康管理に関する
取組状況の把握

国土交通省

各事業者への啓発・
PR

運送業界

最新の検査・機器に
関する情報の提供

医療関係者
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第一 「疾病運転」の防止措置の明記

道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部改正法の概要①

事業者は、事業用自動車のドライバーが疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転（「疾病運転」）の防止
のために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないことを法律上明記。

対 象
事業者

バス・タクシー事業者（道路運送法２７条）
トラック事業者（貨物自動車運送事業法１７条）

【事業者に課せられる義務】

第二 検討条項

疾病運転についても省令に規定

その他の輸送の安全（及び旅客の利便）の確保に
必要な省令規定事項の遵守

過労運転の防止措置

貸切バスについて、不適切契約等により運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害のおそれ

背景

政府は、貸切バス事業者の増加状況、法令順守状況、事故の発生状況等を勘案し、貸切バスの運行の安全の確保を実質的
に行うための方策を検討

施行期日：第一は、平成２９年１月１６日。第二は、平成２８年１２月１６日（公布日）

改正前

改正後

その他の輸送の安全（及び旅客の利便）の確保に
必要な省令規定事項の遵守

過労運転の防止措置

法律上明記

違
反
し
た
場
合
は
是
正
命
令

疾病運転の防止措置

※「衆議院法制局」HPより作成
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道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部改正法の概要②

第192回国会 国土交通委員会 第7号（抜粋）
（平成28年12月2日（金曜日））

運転者への健康起因事故対策に関する件（案）

政府は、運転者の健康に起因する体調急変等による事故を未然に防止するため、道路運送法及び貨物自動
車運送事業法の一部を改正する法律の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を
期すべきである。

一 脳ドック、心臓ドックなど、広く健康起因事故対策に必要なスクリーニング検査について、医学的知見を踏ま
えた調査研究を実施し、疾病運転により安全な運転ができないおそれがある状態の明確化を図った上で、検
査の結果に応じて事業者として取るべき対応を含んだガイドラインを作成すること。

二 右ガイドライン作成後、当該ガイドラインの活用を促進することによって、事業者による自主的なスクリーニン
グ検査の導入拡大に取り組むこと。

三 これらの対応を行った後、スクリーニング検査の普及状況、事業者負担・事業者支援の見通し、業界を取り
巻く社会情勢などを適切に見極めた上で、更に必要となる措置を検討すること。

四 道路運送事業者が疾病運転の防止のための措置を講ずる際、障害者がタクシー運転者等として広く従事し
ている現状を踏まえ、これらの者の職業選択の幅を狭めることがないよう事業者への指導等に努めること。

五 本法施行後三年を目途に、疾病運転の防止措置の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、その結
果に基づいて所要の措置を講ずること。
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最近の施策の状況について

 



平成１９年、「中型免許」が追加、普通免許で運転できる範囲が縮小。
域内輸送を担う小型車のうち、車両総重量が５トンを超えるものが増加。
普通免許しか取得できない高卒直後のドライバーの勤務や採用に制約。

＜背景＞

「貨物自動車に係る現在の貨物自動車に係る運転免許制度のあり方に関する有識者検討
会」（平成２５年９月～２６年７月）において、より安全で、かつ、我が国国内で運転されてい
る自動車の実態に即した運転免許制度の在り方について検討を行い、報告書を策定。

報告書の内容を踏まえ、車両総重量３．５ｔ～７．５ｔの車両を１８歳から運転することが可能
となる「準中型自動車免許」の創設を含む改正道路交通法が平成２７年６月１１日に成立。

都道府県警の免許システムの改修、教習内容・時間の検討、教習所における準備等を行っ
た上で、平成２９年３月１２日に施行。

＜警察庁における対応＞

車両重量：２，９００ｋｇ
最大積載量：２，０００ｋｇ
車両総重量：５，０１０ｋｇ
（CNGトラック）

車両重量：３，２２０ｋｇ
最大積載量：２，０００ｋｇ
車両総重量：５，３８５ｋｇ
（ハイブリッドトラック）

＜普通免許で運転できない２ｔトラックの例＞

準中型免許制度について
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① 「トラックを運転する場合の心構え」 交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる

② 「トラックの運行の安全を確保するために

遵守すべき基本的事項」

③ 「トラックの構造上の特性」 トレーラを運転する際に留意すべき事項及び貨物の特性を理解した運転を理解させる。トレーラにより、
コンテナを運搬する事業者にあっては、コンテナロックの重要性を理解させる

④ 「貨物の正しい積載方法」 軸重違反を防止するための積載方法を理解させる

⑤ 「過積載の危険性」 法令に基づき荷主が遵守すべき事項、運転者等が受ける過積載に対する罰則、処分及び措置を理解させる

⑥ 「危険物を運搬する場合に留意すべき事項」 該当する事業者にあってはタンクローリーを運転する際に留意すべき事項を指導する

危険物に該当する貨物および運搬前の安全確認について理解させる

⑦ 「適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況」

⑧ 「危険の予測及び回避並びに緊急時における

対応方法」

⑨ 「運転者の運転適性に応じた安全運転」 適性診断の結果に基づく個々の運転者の運動行動の特性を自覚させる

⑩ 「交通事故に関わる運転者の生理的及び

心理的要因及びこれらへの対処方法」

⑪ 「健康管理の重要性」 ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理の重要性を理解させる

⑫ 「安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車

の適切な運転方法」【新設】

貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針の改正概要

○「一般的な指導及び監督の内容」

規定に基づく日常点検の実施及び適切な運転姿勢での運転の重要性を、それを怠ったことによる事故が発生した
際に事業者及び運転者が受ける罰則、処分及び措置及び交通事故が加害者等に与える心理的影響を説明すること
により確認させる

医薬品の使用等による眠気及び飲酒の生理的要因による事故の可能性を理解させる
規定に基づき運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準を理解させる

題目 改正後の追加内容

－（改正なし）

注意喚起手法として指差呼称及び安全呼称を活用する。降雪が運転に与える影響、緊急時における適切な
対応を理解させる

第１章 一般的な指導及び監督の指針【改正事項】

安全性の向上を図るための装置を使用した場合の適切な運転方法を理解させる

上記事項を実施するための期間 上記内容について運転者に対する指導・監督を一年ごとに実施する旨を規定

○「初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間」
一般的な指導及び監督内容を実施

上記内容を座学および実車を用いることにより実施 15時間以上
【新設】

20時間以上
※積載方法、日常点検および車高等のトラックの構造上の特性に関しては実車を用いて指導

現行：６時間以上
（座学のみ）

実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導

第２章 特定の運転者に対する特別な指導の指針【改正事項】 （平成28年4月1日公布、平成29年3月12日施行）
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軽井沢スキーバス事故を受けた
国土交通省の対応

 

 

 

平成28年1月15日(金)午前1時55分頃、長野県軽井沢町の国道18号線碓氷バイパス入山峠付近において、貸切バ
ス（乗員乗客41名）が反対車線を越えて、道路右側に転落、乗員乗客15名（乗客13名・乗員２名）が死亡、乗客26
名が重軽傷（骨折等の重傷17名・軽傷９名）を負う重大な事故が発生。

バスは、スキー客を乗せ、東京を出発し、長野県の斑尾高原に向かっていた。

事故概要

軽井沢スキーバス事故の発生直後の国土交通省の対応

事故発生直後の国土交通省の対応

事故直後、国土交通大臣を本部長とする対策本部を設置（これまで17回開催）

被害者相談窓口（本省・地方運輸局）において、被害者の方々からの相談・

要望に対応

貸切バス事業者「(株)イーエスピー」に特別監査を実施（１/15, 16, 17, 29）

事業用自動車事故調査委員会へ調査を要請（１/15）

石井大臣（1/16）、山本副大臣（１/15）が現地を視察

全国の貸切バス事業者に対し、街頭監査・集中監査を開始（１/19以降）

軽井沢スキーバス事故対策検討委員会開催（１/29から６/３まで10回開催）

貸切バス事業者「(株)イーエスピー」に事業許可取消処分を実施（２／19）

「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」とりまとめ（６／３）

改正道路運送法公布（12/16）、施行（12/20）（＊許可更新制H29/4/1施行）

＜特別監査で判明した主な違反＞

始業点呼の未実施

運行指示書の記載不備

運転者の健康診断の未受診

運賃の下限割れ 等

●事故車両の損傷状況

※運輸支局職員撮影

●事故直前の運行経路

軽井沢駅

※現場付近

＜バス事業者概要＞

● 事業者名：(株)イーエスピー
（東京都羽村市富士見平）

● 許可年月日：平成26年4月18日

● 保有車両数：12台

● 事故車両：三菱製大型バス
初度登録年度：平成14年10月 21  



軽井沢スキーバス事故対策検討委員会について

【委員】

山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科教授（委員長） 酒井 一博 （公財）大原記念労働科学研究所所長（委員長代理）
安部 誠治 関西大学社会安全学部教授 稲垣 敏之 筑波大学副学長・理事
住野 敏彦 全日本交通運輸産業労働組合協議会議長 上杉 雅彦 （公社）日本バス協会会長
松田 英三 運輸審議会委員 植竹 孝史 （一社）全国旅行業協会東京都支部運営委員
三浦 雅生 弁護士 加藤 博和 名古屋大学大学院環境学研究科准教授
水野 幸治 名古屋大学大学院工学研究科教授 興津 泰則 （一社）日本旅行業協会国内・訪日旅行推進部長
村木 美貴 千葉大学大学院工学研究科教授 河野 康子 （一社）全国消費者団体連絡会事務局長

平成２８年１月１５日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、二度とこのような悲惨な事故を

起こさないよう、徹底的な再発防止策について、検討する。

設置の趣旨

規制緩和後の貸切バス事業者の大幅な増加と監査要員体制、人口減少・高齢化に伴うバス運転手の不足等の

構造的な問題を踏まえつつ、以下の再発防止策について検討する。

○事業参入の際の安全確保に関するチェックの強化

○監査の実効性の向上（事業参入後の安全確保についてのチェックの強化）

○運転者の運転技術のチェックの強化

○運賃制度の遵守等、旅行業者を含めた安全確保のための対策の強化

○衝突被害軽減ブレーキ等、ハード面での安全対策の強化 など

検討事項

平成２８年１月２２日 委員会設置
平成２８年１月２９日 第１回委員会開催
平成２８年３月２９日 第７回委員会開催。「中間整理」についてとりまとめ
平成２８年６月３日 第１０回委員会開催。「総合的な対策」についてとりまとめ

スケジュール
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軽井沢スキーバス事故対策検討委員会

「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」

（平成28年6月3日）

 



軽井沢スキーバス事故対策検討委員会
安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策（平成28年6月3日） 概要

平成28年１月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、再発防止策について徹底的に検討し、総合的な対策をとりまとめ。

①ガイドラインの策定
②導入促進に向けた支援等

①実質的な下限割れ運賃防止等の取引環境の適正化
②利用者に対する安全情報の「見える化」
③ランドオペレーター等に対する規制の在り方の検討

①国の監査・審査業務の見直し
②事業者団体の自浄作用の強化
③民間指定機関による適正化事業の活用

①違反事項の早期是正と処分の厳格化等
②許可更新制の導入等による不適格者の排除
③不適格者の安易な再参入の阻止

①運転者の技量チェックの強化
②運行管理の強化
③車両整備の強化
④事業用設備の強化
⑤その他、貸切バス事業の適正化のための各種負担の強化

（１）貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化

（２）法令違反の早期是正、不適格者の排除等

（３）監査等の実効性の向上

（４）旅行業者、利用者等との関係強化

（５）ハード面の安全対策による事故防止の促進

今回のような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに、

○ 国は貸切バスの安全運行に関する遵守事項を強化し、その徹底を図ること。
○ 国は貸切バス事業者のルール違反を早期に是正させるとともに、不適格者を排除すること。
○ バス事業者、旅行業者は安全確保を最優先に据え、両業界等は協力・連携してルール遵守の環境整備を推進すること。

基本思想

総合的な対策
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軽井沢スキーバス事故を受けた対策の進捗状況について

（平成29年2月13日）

 



軽井沢スキーバス事故対策検討委員会
安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策 進捗概要（平成28年12月20日）

平成28年１月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、再発防止策について同年６月に総合的な対策をとりまとめたところ。

・ ドライバー異常時対応システムの研究・開発促進
・ 車体へのＡＳＶ搭載状況表示

・ 車体構造の強化
・ デジタル式運行記録計等の導入支援

・ 下限割れ運賃を防止するための通報窓口の設置
・ 旅行業界・貸切バス業界の共同で、手数料等に関する第三者委員会の設置

・ 安全情報の国への報告義務付け

・ 適正化機関の活用による監査の重点化

・ 法令違反の是正指示後３０日以内の是正状況確認監査の実施
・ 複数回にわたり法令違反を是正しない事業者の事業停止・事業許可取消

・ 輸送の安全に関わる処分量定の引上げ
・ 使用停止車両割合の引上げ

・ 悪質性や事故の重大性等を勘案した事業許可取消等（一発取消し）の導入
・ 運行管理者に対する行政処分基準の強化

・ 事業許可の更新制の導入
・ 輸送の安全確保命令に違反した者に対する罰則の強化

・ 事業許可・運行管理者資格・整備管理者資格の欠格事由の拡充

・ 初任運転者等に対する指導監督内容の拡充
・ ドライブレコーダーによる映像の記録・保存義務付け等

・ 運行管理者の資格要件の強化
・ 運行管理者の必要選任数引上げ

・ 夜間・長距離運行時の乗務途中点呼義務付け
・ 補助席へのシートベルトの装着義務化

（１）貸切バス事業者、運行管理者等
の遵守事項の強化

（２）法令違反の早期是正、
不適格者の排除等

（３）監査等の実効性の向上

（４）旅行業者、利用者等との

関係強化

（５）ハード面の安全対策による
事故防止の促進

総合的な対策 主な実施項目

２２／２７項目
実施済み

２０／２１項目
実施済み

５／１０項目
実施済み

１８／２０項目
実施済み

１３／１５項目
実施済み

未実施のランドオペレーターへの規制、事業参入・許可更新時の「安全投資計画」作成義務付け等についても逐次実施に移していく。

全体 ： ７１／８５項目 実施済み
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（１）－１ 初任運転者等に対する指導監督内容の拡充

○ 初任運転者等に対する指導監督の内容拡充

・ 初任運転者（直近１年間に乗務経験のない車種区分（※）の貸切バスを運転する者を含む。）に対する最低２０時間の実技訓練を義務付け、

技量を確保。

※ 大型車を運転していた者が中型車を運転する場合など、それまで運転していた車種よりも小型の車種を運転する場合を除く。

・ ドライブレコーダーで記録された映像等を活用した指導・監督を義務付けることで、運転者の技量の低下を防止しつつ、事故・ヒヤリハット事例の

共有等により運転者の技量を更に向上。

合わせて、初任運転者等に対する実技訓練以外の指導及び監督の実施時間を６時間以上から１０時間以上に延長する。

・ 事故惹起運転者に対しても最低２０時間の実技訓練を義務付け、技量が低下した状態で運転を継続することを防止。

・ その他、ASV装置を備える事業用自動車の適切な運転方法等について、指導内容として明示し、指導を徹底。

○ 新たに雇い入れた全ての運転者に対する適性診断の受診、特別な指導監督の実施を義務付け

初任運転者等に対する指導監督内容の拡充 Ｈ２８．１２～

• 実際に運転する自動車で実施。

• 実際に運行する可能性の高い経路を踏まえ、市街地、坂道、
隘路、高速道路等において実施。

• 日中だけでなく、夜間の運転についても実施。

• ドライブレコーダーの映像で運転者に自身の運転内容を確
認させつつ実施。

• 事故惹起運転者に対しては、事故時のドライブレコーダーの
記録を確認させた上で実施。

【 実技訓練のポイント 】 【 ドライブレコーダーを活用した指導・監督の内容 】
① 映像を活用して普段の運行状況を確認。

② 映像により運転者に自身の運転状況・特性を把握させ、是正。

③ 事故・ヒヤリハットや好事例を共有し、指導。

①

②

③

• 適切な車間距離を保った運行
• 法令遵守の確保
• 急ハンドル・急ブレーキの危険性の再認識
• 安全運転状況の把握及び評価
• 個々の運転者の不安全な運転特性の是正
• 運行経路において生じたヒヤリ・ハット体験の共有、危険予知
• 危険回避、緊急時対応の事例の共有
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（１）－２ ドライブレコーダー装着義務付けに係るスケジュール

① 平成２９年１２月１日より、新車について、ドライブレコーダーの装着及び記録の保存を義務づける。

② 平成３１年１２月１日より、既販車についても①の内容を義務づける。

③ 平成２９年１２月１日において既に装着されているドライブレコーダーであって一定の要件を満たすものは、

平成３６年１１月３０日までの間、これを使用してもよい。

ドライブレコーダーによる映像の記録・保存義務付け等 Ｈ２９．１２～

Ｈ28.12 Ｈ29.12 Ｈ31.12 Ｈ36.11

①新車に
ドライブレコーダーの
装着を義務づけ

②既販車に
ドライブレコーダーの
装着を義務づけ

• ドライブレコーダーの記録を利用した指導及び監督を義務づけ
• 初任運転者等に対する実技訓練以外指導及び監督の実施時間の延長

ドライブレコーダー関連以外の
指導及び監督を義務づけ

ドライブレコーダーが装着されていない自動車の運転者に関しては、
ドライブレコーダーの記録を利用した指導及び監督の適用を除外

③既存のドライブレコーダーへの
猶予期間を終了
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○ 夜間・長距離の運行時に乗務途中点呼の実施を義務付け

・ 乗務途中点呼の実施が義務付けられる場合
・・・ 一運行の実車運行（※１）距離が100kmを超え、

夜間運行（※２）を行う場合
※１ 旅客の乗車の有無に関わらず、旅客の乗車が可能として設定した

区間の運行（回送運行を除く）
※２ 実車運行の開始時刻又は終了時刻が午前２時～午前４時の間に

ある運行・当該時刻をまたぐ運行

・ 乗務途中点呼における確認事項
・・・ 疾病・疲労の状況等運転者の体調、

車両の状況、運行経路の状況 等

（１）－３ 貸切バス事業者、運行管理者の遵守事項の強化

○ 運行管理者資格者証の取得要件を試験合格に限定
（現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能）

運行管理者の資格要件の強化

実
務

試験
合格 資格者証

-----------
-----------
----------

最低

２人
最低

１人

H29.11.30まで
営業所

H29.12.1から
営業所

Ｈ２８．１２～

夜間・長距離運行時の
乗務途中点呼義務付け

○ 運行管理者の必要選任数の引上げ
・営業所ごとに最低２名、

２０両ごとに１名（１００両以上分については３０両ごとに１名）

例） 車両数 １～３９両の営業所 ・・・・・ ２名
車両数４０～５９両の営業所 ・・・・・ ３名 等

○ これまで座席ベルトの設置義務が除外されていた補助
座席について、座席ベルト及び座席ベルト取付装置の
備付けを義務付け

○ 補助座席の座席ベルト及び座席ベルト取付装置につい
て、一定の基準への適合を義務付け

補助席へのシートベルト
装着義務化

Ｈ２９．１１～

車両総重量１２ｔ超のバス ： 新 型 車 Ｈ２９．１１
継続生産車 Ｈ３０．１１

上記以外の自動車 ： 新 型 車 Ｈ３１．１１
継続生産車 Ｈ３３．１１

運行管理者の
必要選任数引上げ

Ｈ２９．１２～

Ｈ２８．１２～
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○運転者の労務・健康管理の改善のため、自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度を改正。
健康管理に関する違反事案について、厚生労働省との相互通報の対象に追加

（１）－４ 運転者の健康管理に関する違反の相互通報

○ 地方運輸局、運輸支局等

監査において確認された
・労働基準法、
・最低賃金法、
・改善基準告示（労働省告示「自動車運転者
の労働時間等の改善のための基準」） 等

に重大な違反の疑いがあると認められるも
のについて通報

≪通報事案≫

○ 労働基準監督機関

臨検監督の結果、運行管理に関する規定
に重大な違反の疑いがあると認められた
ものについて通報

労働安全衛生法に基づく健康診断の未受診を新たに追加

28

Ｈ２８．８～

国土交通省 厚生労働省

通報を端緒とした監査を実施し、
違反内容に応じた行政処分を実施

通報を受けた事案について、
事業場に対する監督指導等を実施

・ 運転者の拘束時間、
休息期間、休日 等
に係る違反

・ 最低賃金に係る違反

 

 

 

●●●
●

～～～
～～～

（２）－１ 見直し後の一般監査の概要
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死傷事故の発生等監視リスト

○国の監査において法令違反が確認された場合、直ちに是正を指示。また、３０日以内に是正状況確認のため再監査。
○指摘事項を複数回にわたり是正・改善しない事業者については事業許可取消を含む厳正な処分。
○ さらに、民間指定機関の巡回指導により悪質事業者を洗い出し、国の監査対象を重点化。

民間指定機関からの通報

・ 運行管理者不在、
・ 運転者全員の健康診断未実施 等

未改善×

輸送の安全に関わる
重大な違反がある場合

法令違反がある場合

国の一般監査 （直ちに是正指示）

未改善×改善○ 未改善× 改善○

改善○

一般監査から３０日以内に
違反の是正状況を確認

改善確認の一般監査改善確認の特別監査

事業許可取消
３日間の事業停止

を付加

指摘事項確認監査
民間指定機関の
巡回指導

法令違反の疑い
・ 運行管理者不在、
・ 健康診断未実施 等

監査における
指摘事項が未改善

 



【本省】 １人増員 【運輸局、運輸支局】 ６１人増員

〇貸切バス監査指導のための体制強化 ５４人
【運輸局】 自動車監査官 ９人

（東北１人、関東３人、中部１人、近畿２人、中国１人、九州１人）

【運輸支局】 運輸企画専門官 監査担当４５人
札幌２人、宮城２人、福島１人、茨城２人、栃木２人、群馬１人、埼玉２人、千葉２人、
東京４人、神奈川３人、山梨１人、新潟１人、石川１人、長野２人、静岡１人、愛知２人、
京都１人、大阪３人、兵庫２人、岡山１人、広島２人、山口１人、香川１人、福岡３人、
熊本１人、鹿児島１人）

○貸切バス事業者の財務審査の助言等のための体制強化 １人
【本省】 専門官 １人

○貸切バスにおける事業許可の更新制導入に伴う体制強化 ７人
【運輸局】 自動車交通部旅客（第一）課係長 ７人

（東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、九州（各運輸局１人））

（２）－２ 監査・審査に係る体制強化
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○平成２９年度から、関東運輸局に貸切バスの監査指導に特化した「次席自動車監査官」を新設。
○あわせて、監査・審査関係で６８人の増強を実施。

組織関係

【運輸局、運輸支局】 ６機関増強

〇貸切バス監査指導のための体制強化 ６人
【運輸局】 「次席自動車監査官」の設置 ＜関東運輸局＞

【運輸支局】 「首席運輸企画専門官」（監査担当）の設置
＜５支局（茨城、埼玉、千葉、東京※、大阪※）＞ ※東京及び大阪は、２名体制へ増強

定員関係

 

 

 

「点呼」、「過労」、「指導監督」は運行管理の３本柱であり、輸送の安全に関し特に重要な事項を引き上げ。
（考え方）
・悪質、重要事項（運賃・料金関係違反、記録類の改ざん、虚偽届出）等の違反については、60日車（現行の1.5 ~ 6倍）
・輸送の安全に密接な事項（過労運転、健康診断未受診、点呼未実施）等の違反については、40日車（現行の2 ~ 4倍）
・運転者に対する指導監督（教育）の違反については、40日車（現行の4倍） ・点呼の記録・保存に係る違反については、40日車（現行の4倍）等

▷乗務時間等告示遵守違反（運輸規則第21条）

・未遵守5件以下 警 告
・未遵守6件以上15件以下 10日車
・未遵守16件以上 20日車
・未遵守31件以上3名以上等 30日事業停止

▷ 健康状態の把握義務違反（運輸規則第21条）
・把握不適切50％未満 警 告
・把握不適切50％以上 10日車

▷ 点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）
（点呼が必要な回数100回に対して）
・未実施19件以下 警 告
・未実施20件以上49件以下 10日車
・未実施50件以上 20日車

・一部不適切 警 告
・全て不適切 10日車

▷ 乗務時間等告示遵守違反（運転者の過労運転）

・未遵守5件以下 警 告
・未遵守6件以上15件以下 20日車
・未遵守16件以上 40日車
・未遵守31件以上3名以上等 30日事業停止

▷ 疾病、疲労等のおそれのある乗務
・未受診者 1名 警 告
・未受診者 2名 20日車
・未受診者 3名以上 40日車

▷ 点呼の実施義務違反
・未実施※１ 40日車
・不適切※２ 20日車
・軽微な違反※３ 警 告

※1 未 実 施 ：点呼を全く未実施、補助者の要件不足の点呼、対面で行わなければならな
い点呼を電話等で実施

※2 不 適 切 ：点呼を一部未実施（健康状態の未確認、アルコール検知器による飲酒未確
認、日常点検未確認）

※3 軽微な違反：一部不適切以外のもの（指示事項不足（安全標語の未伝達等））

《改正前》 《改正後》

・拘束時間
➢最大1日16時間
・運転時間
➣2日を平均して、

1日9時間以内
・連続運転時間
➢4時間以内 等

（２）－３ 行政処分量定の厳罰化➀

「総合的な対策」講ずべき事項
○輸送の安全に特に関わる事項の違反を中心に処分量定を引き上げるとともに、処分量定の算出方法をより実効的なものにする。

輸送の安全に関わる処分量定の引き上げ ① Ｈ２８．１２～
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（２）－４ 行政処分量定の厳罰化➁

▷各種記録の改ざん・不実記載、未保存
（運輸規則第3条他）

・改ざん・不実記載 30日車
・全て保存無し 10日車

▷ 適性診断受診義務違反（運輸規則第38条）
・受診なし１名 警 告
・受診なし２名 以上 10日車

▷ 運転者に対する特別な指導・監督違反
（運輸規則第38条）

・一部不適切 警 告
(実施項目50％以上100％未満)
・大部分不適切 10日車
(実施項目50％未満)

▷ 運行に関する状況把握等のための体制整備違反

（運輸規則第21条の2） 10日車

▷ 輸送の安全確保命令等各種の命令違反

（法第27条第3項等） 60日車

▷ 各種記録の改ざん・不実記載、未保存（点呼の例）

・改ざん・不実記載 60日車
・記録無し又は記録の保存無し 40日車

▷ 適性診断受診義務違反

・受診なし１名 20日車
・受診なし２名 以上 40日車

▷ 運転者に対する特別な指導・監督違反

・一部不適切 20日車
・大部分不適切 40日車

▷ 運行に関する状況把握等のための体制整備違反
（バス運行中、運行管理者は異常気象、運転者の体調変化

が発生した場合、電話等により運行中止の指示等を行う） 40日車

▷ 輸送の安全確保命令等各種の命令違反
許可取消

《改正前》 《改正後》

事故惹起運転者に対する特別な指導の内容
・事故の実例の分析を行い、事故原因となった運転行動の問題点を理解させる。
・危険予知訓練の手法を用いて、運転者自らが考えるよう指導する。
・実際に事業用自動車を運転させ、安全な運転方法を添乗により指導する。 等

・専用の機器を使用したテスト
・カウンセラーによる指導助言

安全運転態度
危険感受性
処置判断
速度見越反応
視覚機能 等

輸送の安全に関わる処分量定の引き上げ ② Ｈ２８．１２～
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運送引受書の交付、保存

• 未交付15件以下 警 告
16件以上 10日車

• 記載不備 警 告

• 一部保存無し 警 告

• 全て保存無し 10日車

（２）－５ 行政処分量定の厳罰化➂

運送引受書の交付、保存

• 未交付 60日車

• 記載不備 警 告

• 保存義務違反 60日車

運行指示書の交付、保存

• 作成なし5件以下 警 告

6件以上 10日車

16件以上 20日車

• 記載不備 警 告

• 保存無し 警 告

運行指示書の交付、保存

• 作成、指示又は携行義務違反 30日車

• 記載不備 警 告

• 保存義務違反 30日車

6

運運送引受書送
引受書

運送引受書

・申込者
・運送を引き受ける者
・申し込み募集人数
・車両数
・配車日時
・旅行の日程
・交替運転者の有無
・ガイドの有無
・運賃、料金金額 等

上記のとおり運送を引き
受けます。
平成◯年◯月◯日

運運送引受書送
引受書

運行指示書

・運行開始、終了の場所、
日時
・運行経由地の発車・到着
日時
・乗客が乗車する区間
・運行に際して注意する場所
・乗務員の休憩地点、休憩
時間
・乗務員の運転、交替の地点
・運送契約者 等

○違反の悪質性や事故の重大性等、個別の事情を総合的に勘案
して、許可取消、運行管理者資格者証の返納命令を行うこと
ができる

「一発取消し」の導入 Ｈ２８．７～

○繰り返し法令違反を是正しない事業者が許可取消処分となった場合

・・・勤務する運行管理者全員に資格者証返納命令 等

運行管理者に対する行政処分基準の強化 Ｈ２８．１２～
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《改正前》 《改正後》

運賃料金届出違反（法第９条） 20日車 運賃料金届出違反（法第９条） 60日車

輸送の安全に関わる処分量定の引き上げ ③ Ｈ２８．１２～

 



○ 稼働率（現状約50％）を考慮し、

使用停止車両割合を全車両の８割に設定
※車両停止は営業所毎に行う

例えば、処分100日車のとき

・・・営業所当たり配置車両数
5両の場合 ・・・・・ 車両停止 ４両 ✕25日
10両の場合 ・・・・ 車両停止 ８両 ✕12日＋端数４両✕１日
30両の場合 ・・・・ 車両停止 24両✕ ４日＋端数４両✕１日

・ ８割の端数については切り捨てとする。
・ 処分逃れ防止のため、監査時点又は処分時点のいずれか多い方の
車両数をベースとして算出

日車配分方式のイメージ

配置車両数（台）

処分日車数
～
５

６
～
10

11
～
30

31
～
60

～３０日車 １ １ １ １

３１～６０ １ １ ２ ２

６１～１００ １ １ ３ ３

１０１～２００ １ ２ ３ ４

２０１～３００ １ ２ ３ ７

３０１日車～ １ ２ ３ ９

例えば、処分100日車のとき、
営業所当たり、配置車両数

5両の場合は、車両停止 1両✕100日
10両の場合は、車両停止 1両✕100日
30両の場合は、車両停止 3両✕ 33日＋端数1両✕1日

《改正前》 《改 正》

使用停止車両割合の引き上げ

※車両停止は営業所毎に行う

1両✕100日間停止 4両✕25日間停止

（例） 配置車両数 5両 処分100日車

Ｈ２８．１２～

「総合的な対策」講ずべき事項
○行政処分により使用を停止させる車両数の割合を引き上げる。

（２）－６ 行政処分量定の厳罰化➃
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所 見

守るべきルールをきちんと守る。当
たり前のことであるが、残念ながら1
年前はこれができていなかった。

今回の結果を見る限りは、運行前
のチェックリストの確認をはじめ安
全対策が徐々に浸透してきていると
感じるが、まだ違反は皆無となって
はいない。引き続きしっかりと安全
対策を実行していく。

国土交通省では、軽井沢スキーバス
事故を受け、緊急対策として貸切バス
を対象に街頭監査を実施した。
平成28年1月21日から3月中旬にか
けて、全国において計242台の貸切
バス車両を対象に街頭監査を実施し
た結果、うち86台（35.5％）の車両に
ついて法令違反が確認された。

（参 考）

街頭監査の実施結果

実施日
運輸局
（支局）

実施場所
実施結果

監査
車両数

指摘
車両数

指摘事項

平成28年12月9日(金) 関東（東京） 新宿都議会議事堂前 7 0 ―

12月16日（金） 北陸信越（石川） 兼六園 8 0 ―

12月20日（火） 近畿（大阪） ＪＲ新大阪駅南口 2 0 ―

12月26日（月） 沖縄 那覇空港 8 0 ―

平成29年1月11日（水）

東北（宮城） 仙台空港 2 0 ―

近畿（大阪） 天王寺公園 6 0 ―

中国（山口） 宇部空港 4 3
車内表示（運転者名）なし：1件
運行指示書記載漏れ：2件

沖縄 那覇空港 8 0 ―

1月12日（木） 近畿（京都） ＪＲ京都駅南口 4 0 ―

1月13日（金）

北海道（札幌）
観光バス都心部待機場

（札幌市）
3 1 車内表示（登録番号）相違：1件

東北（秋田） 秋田空港 2 0 ―

東北（青森） JR新青森駅 1 0 ―

関東（東京） 新宿都議会議事堂前 12 0 ―

北陸信越（長野）
軽井沢プリンスホテル

スキー場等
2 0 ―

中部（愛知）
名鉄バスセンター
名古屋駅西口

4 1 運行指示書記載漏れ：1件

近畿（兵庫） ＪＲ三ノ宮駅東口 2 0 ―

中国（広島） 広島平和記念公園 2 1 車外表示（貸切）なし：1件

四国（香川） 高松空港 6 0 ―

四国（高知） 桂浜公園 0 0 ―

四国（愛媛） ＪＲ松山駅 1 0 ―

四国（徳島） 徳島空港 1 0 ―

九州（福岡） JR博多駅 3 0 ―

1月19日（木） 東北（福島） JR福島駅 2 1 運行指示書記載漏れ：1件

1月20日（金） 東北（山形） 山形空港 1 0 ―

1月31日（火） 北陸信越（長野） 駒ヶ根高原スキー場等 6 0 ―

合計 25箇所 97 7

【1月末日までの集計結果】

（２）-７ 新監査・処分制度施行（平成28年12月1日）以降の街頭監査結果

法令違反指摘率 7.2％ 35  



適正化機関
国の監査の補完等のため巡回指導を実施

（３）－１ 適正化機関の活用

○ 貸切バス事業者に対する
巡回指導の実施

○ 下記の事項に該当する事業者

• 死亡事故、社会的影響の大きい事故
• 悪質違反（酒気帯び、過労運転等）
• 公安委員会、労働局等からの通報
• 新規事業者

○ 重大事故に結びつく違反により、
継続的に監視すべき事業者

• 過労運転に係る違反
• 運転者の指導・監督の未実施
• 下限割れ運賃による運行
• 法令違反を繰り返す事業者 等

• 全国約4,500者を対象に原則年に1回巡回指
導を実施（ただし一定の要件を満たす安全
優良事業者及び国が監査を実施する事業者
については運輸局と調整）。

• 貸切バス事業者への巡回指導を行うことに
より、国の監査機能を補完するとともに、
自主的改善を促進。

• 適正化事業の実施に必要な経費に充てるた
め、貸切バス事業者から負担金を徴収。

○国は悪質事業者に対して重点的に監査を行うこととし、これを可能とするため、適正化機関を活用することによ
り、すべての貸切バス事業者をチェックして悪質事業者を洗い出す。

Ｈ２９ 夏頃～
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○ 適正化機関からの通報事業者

• 法令違反の疑い、改善の未実施 等

悪質事業者
の通報

運輸局・支局
悪質事業者等に対する監査を重点的に実施

改善状況の継続的な確認
（監視対象事業者を除く）許可取消を含む行政処分等の実施

改善状況の確認
（監視対象事業者）

 

 

 

営業所 巡回指導員 事業費（年間） 負担金の額

北海道 377所 6人 0.6億円

１両あたりで試算
すると
2万円／年

１営業所あたりで
試算すると
14万円／年

東 北 608所 9人 0.9億円

関 東 1,865所 28人 2.4億円

北 信 423所 6人 0.6億円

中 部 554所 8人 0.8億円

近 畿 667所 10人 1.0億円

中 国 447所 6人 0.6億円

四 国 201所 3人 0.4億円

九 州 633所 9人 0.9億円

沖 縄 71所 2人 0.3億円

合 計 5,846所 87人 8.4億円

営業所 巡回指導員

4,745所 25人

6,660所 36人

26,464所 106人

4,354所 25人

10,627所 62人

12,755所 59人

5,843所 34人

3,099所 25人

8,709所 45人

943所 7人

84,199所 424人

（参考）トラック適正化機関貸切バス適正化機関の事業規規模（数年間で段階的に整備予定）

※巡回指導員１人あたり67営業所

〇道路運送法の改正により、貸切バスの適正化機関は、巡回指導等の実施に必要な経費に充てるため、事業
者から負担金を徴収できることとなった。
〇現在、各地方ブロックごとに適正化機関の設立に向けて準備を進めており、平成29年夏に巡回指導等を開始
する予定。

※巡回指導員１人あたり199営業所

（３）－２ 適正化機関の概要
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【軽井沢スキーバス事故対策検討委員会の
総合的な対策（平成２８年６月３日）抜粋】

貸切バスの運賃・料金の下限割れ防止対策として、

①運送引受書の記載事項への運賃の上限･下限
額の追加及び手数料等に関する取引書面の取
り交わし

②国土交通省による通報窓口の設置

③専門家による手数料等のチェックや是正指導
が可能となる体制の整備

等を実施。

（４） 旅行業者、利用者等との関係強化

貸切バスツアー適正
取引推進委員会

Ｈ２８．１１～

○貸切バス事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項（安全情報）について、国への報告を義務付け。
○国は貸切バス事業者から報告のあった安全情報を整理して、ホームページ等で公表。

国が公表

国土交通省において、貸切バス事業者から
報告のあった安全情報を整理して、ホーム
ページ等で公表

Ｈ２８．１２から公表

Ｈ２８．８～

Ｈ２８．８～

＜貸切バスの運賃・料金の下限割れ防止対策＞

＜安全情報の「見える化」＞
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（５）－１ ハード面の安全対策による事故防止の促進

○ ドライバーが安全に運転できない状態に陥った場合にドライバーの異常を自動検知し又は乗

員や乗客が非常停止ボタンを押すことにより、車両を自動的に停止させる「ドライバー異常時対

応システム」について、実用化を促進するため、基本設計等に関するガイドラインを策定。

ドライバー異常時対応システムの研究・開発促進 Ｈ２８．３ ガイドライン策定

ブレーキランプ点灯

ハザードランプ点滅

乗客へシステム作動を報知

周囲に異常が
起きていること
を報知

減速停止等

異常検知

●運転手、乗客がボタンを押す
●システムが自動検知

自動制御

○ 車両横転時の車内空間の確保に関する国連の基準を採

用し、平成３０年１０月以降に製造される新型の大型高速バ
スに対し、同基準への適合を義務付け。

車体構造の強化 デジタル式運行記録計等の導入支援 Ｈ２８．７～９
補助事業実施

デジタル式運行記録計
で速度、距離等を記録

専用ソフトによる精
緻な分析、運行傾
向等を評価

○ デジタル式運行記録計から取得したデータを活用して、運行管理者が運転

者への安全指導を行うこと等により、安全性向上が図られることから、機器の

普及促進を目的として支援を実施。

○ バスの利用者自らが乗車する大型高速バ
スに搭載された先進安全技術を把握できる
ようにするため、車体にASV搭載状況を表

示するためのガイドラインを策定。

Ｈ２８．１２
ガイドライン策定

車体へのＡＳＶ
搭載状況表示

ASV搭載状況の車体表示

Ｈ３０．１０～
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（５）－２ デジタル式運行記録計の導入促進に向けた対策

40

「総合的な対策」講ずべき事項
○デジタル式運行記録計の導入にあたっての事業者の規模別の課題、導入・活用事例や具体的に生じているメリットの把握を目的とした
実態調査を実施する。
○実態調査の実施により把握された内容を踏まえ、貸切バス事業者を対象として、デジタル式運行記録計の活用事例及び期待される効果
等を紹介するためのセミナーの開催等の普及方策をとりまとめる。

デジタル式運行記録計導入に係る実態調査

〇調査内容

デジタル式運行記録計を導入し、活用したことによる事故防止
効果等について、貸切バス事業者を対象にアンケートによる調
査を実施。

58.5%
31.7%

9.8%

事故件数が減少した
事故件数が変わらない
不明

〇デジタル式運行記録計の現状
① 貸切バスに対してアナログ又はデジタル式運行記録計を用い
た運行管理を義務付けており、運転者の休憩時間、速度超
過、長時間運転の把握等の運行管理に用いられている。

② 貸切バスにおけるデジタル式運行記録計の普及率は約３割。

58.8%
35.0%

6.2%

安全運転を心掛けるようになった

安全運転を少し心掛けるようになった

変わらない

47.9%
29.2%

6.3%
12.5%

4.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

２０％以下

２１％～４０％

４１％～６０％

６１％～８０％

８１％～１００％

普及方策のとりまとめ

導入効果①（安全運転意識） 導入効果②（事故件数）

事故減少率

出所：Ｈ２８公益財団法人 日本自動車輸送技術協会実態調査による

〇普及方策

１．導入ガイドの作成

実態調査を基にデジタル式運行記録計を導入することによる
メリット等をまとめ、当該機器の積極的な導入の後押しを目的
とした導入ガイドを作成する。

２．導入ガイドの周知

導入ガイドについて、各種セミナー、ホームページ上の公表
等の際に周知を図る。

３．貸切バス事業者に対するデジタル式運行記録計の導入支援

中小事業者を対象にデジタル式運行記録計の導入補助（導
入費用の１／３、１事業者あたり上限８０万円）を継続的に実施。

導入ガイド内容

・デジタル式運行記録計の特長
・導入時のポイント
・導入事業者の活用傾向と導入効果
・デジタル式運行記録計の活用事例 等

 

 

 

安全な運行のために！

• 点呼の際に運転者が健康状態を正直に申告できる風通しの良い職場
環境とすることが重要。

• 初任運転者や高齢運転者、持病のある運転者等に対してよりきめ細や
かな労務管理をすることが重要。

• 健康状態については、法令で義務付けられた健康診断の受診ととも
に、可能な限りSAS等のスクリーニング検査を受診する方が望ましい。

• 適性診断には、運転者の運転傾向が表れる。受診するだけでなく、診
断結果を活かした指導が重要。

• 個々の運転者の運転技量について確認し、実技をとおした指導が大
事。

• 運転者の労働時間については、改善基準告示等のルールを遵守する
こと。

• 渋滞状況等の状態や途中休憩場所など運転者に伝えることも大事。 41
 


