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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（バス関係）

事故発生直後の国土交通省の対応（バス関係）

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９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（15日, 16日, 17日）

●事故車両の損傷状況

※運輸支局職員撮影

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

事業用自動車事故調査委員会へ調査を要請（15日）

自動車局長から日本バス協会に対して安全運行の徹底を指示（15日）

石井大臣（16日）、山本副大臣（15日）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（19日以降）
●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
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＜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



街頭監査の実施状況①

１月２１日から２月５日の間に、全国のべ２８か所で計１６５台を対象に街頭監査を実施。計６６台の車両に違反が確認された。

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

主な指摘事項

1月21日（木）

関東（東京） 新宿区都庁大型バス専用駐車場入口付近 6 5
運行指示書の記載不備
車内表示違反

北陸信越（石川） 金沢駅西口貸切バス駐車場 3 0

中国（広島） ＪＲ広島駅新幹線口 3 1 運行指示書の記載不備

1月22日（金）

北陸信越（長野） 野沢温泉スキー場 駐車場 0

四国（徳島） ㈱阿波交通 出来島車庫 1 0 ―

中部（愛知） ＪＲ名古屋駅（名鉄バスセンター） 7 1
運行指示書の記載不備
車内表示違反

1月26日（火） 北陸信越（富山） 富山空港タクシー・バス駐車場 7 6
運行指示書の記載不備
車内表示違反等

1月27日（水）

東北（宮城） 仙台空港 7 0 ―

近畿（大阪） ＪＲ新大阪駅 7 1 運行指示書の携行なし

中国（山口） 山口宇部空港駐車場 4 2
運行指示書の記載不備

●街頭監査実施の様子（新宿）
平成２８年２月５日（金）時点
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中国（山口） 山口宇部空港駐車場 4 2
運行指示書の記載不備
車内表示違反等

1月28日（木）

四国（香川） 高松駅前バス乗降場 1 0 ―

中部（静岡） 浜名湖 東名ＳＡ 5 3
運行指示書の記載不備
車内表示違反

九州（福岡） 博多港中央ふ頭 37 23
運行指示書の記載不備
車内表示違反等

1月29日（金）

四国（愛媛） ＪＲ松山駅 バス乗降場 1 0 ―

四国（高知） ＪＲ高知駅 バス乗降場 2 1 運行指示書の記載不備

四国（徳島） 徳島空港 3 1 運行指示書の記載不備

近畿（和歌山） ＪＲ和歌山駅東口 2 1 アルコール検知器不携帯

2月2日（火）

中国（岡山） 岡山後楽園、倉敷 2 2 車内表示違反

北陸信越（長野） エムウェーブ駐車場(長野市北長池) 13 3 車外表示違反

沖縄 那覇空港バスプール 13 6 車内表示違反

2月3日（水） 中国（広島） 広島空港バスプール 6 4 運行指示書の記載不備

2月４日（木）

北海道（札幌） 観光バス都心部駐車場（札幌市中央区南8条西2丁目） 7 1 車内表示違反

北海道（旭川） 旭山動物園駐車場（貸切バス待機場） 10 0 ―

近畿（兵庫） ＪＲ三宮駅 5 0 ―

２月５日（金）

中部（静岡） 静岡空港 6 5 運行指示書の記載不備

四国（徳島） 徳島空港 0 0 ―

近畿（大阪） ＯＣＡＴバスターミナル、なんばパークス 6 0 ―

北陸信越（新潟） スキー場駐車場（新潟県南魚沼郡湯沢町地内） 1 0 ―

合 計 ２８カ所 １６５台 ６６台



街頭監査の実施状況②

事業者規模
（車両数）

日本バス協会会員 日本バス協会非会員 合計

監査台数 指摘件数 指摘率 監査台数 指摘件数 指摘率 監査台数 指摘件数 指摘率

～５ ２ ０ 0.0％ ３ ３ 100％ ５ ３ 60.0％

６～１０ ６ ５ 83.3％ １０ ６ 60.0％ １６ １１ 68.8％

１１～２０ ２７ ８ 29.6％ １６ １４ 87.5％ ４３ ２２ 51.2％

２１～３０ ２０ ８ 40.0％ ５ ３ 60.0％ ２５ １１ 44.0％２１～３０ ２０ ８ 40.0％ ５ ３ 60.0％ ２５ １１ 44.0％

３１～４０ １９ ５ 26.3％ １９ ５ 26.3％

４１～５０ １４ ２ 14.3％ １ １ 100％ １５ ３ 20.0％

５１～１０
０

１４ ３ 21.4％ １ １ 100％ １５ ４ 26.7％

１０１～２
００

１１ １ 9.1％ １１ １ 9.1％

２０１～ ３ １ 33.3％ ３ １ 33.3％

合計 １１６ ３３ 28.4％ ３６ ２８ 77.8％ １５２ ６１ 40.1％

平成２８年２月４日現在
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軽井沢スキーバス事故を受けた旅行業者等への対応

旅行業者等とバス事業者の契約関係等

（ツアー催行者）
トップトラベル

サービス
（資本金：1500万円）

旅行者

参加者募集
ツアー参加

（35名）

旅行者

参加者募集ツアー参加

（２名）

旅行業者への立入検査等

・ キースツアーに対する都の立入検査に同行

・ トップトラベルサービスに対して、立入検査を実施

・ フジメイトトラベルに対する都の立入検査に同行

・ トラベルスタンドジャパンに対する都の立入検査に同行

＜主なチェックポイント＞
① キースツアー及びトラベルスタンドジャパン
→下限割れ運賃関与の有無

（ツアー催行者）

（聞取りによる想定）

（貸切バス事業者）

イーエスピー

（資本金：1500万円）

バスの手配依頼

（39名）

バスの手配

（39名）

運送申込書/
運送引受書

バスの座席提供を依頼

（ツアー催行者）
フジメイトトラベル

旅行者

参加者募集
ツアー参加
（２名）

（ランドオペレーター）

トラベルスタンドジャパン
（資本金：1000万円）

→下限割れ運賃関与の有無

② キースツアー、トップトラベルサービス及び
フジメイトトラベル
→貸切バス事業者の安全の確保に関する取組みの
把握の有無

（ツアー催行者）

キースツアー

※処分歴はいずれもなし

＜旅行業者の種別＞
○ 東京都知事登録業者（東京都が監督・処分権者）

・キースツアー（黄色着色。以下同じ）
・フジメイトトラベル
・トラベルスタンドジャパン

○ 観光庁長官登録業者
・トップトラベルサービス（青色着色）

（資本金：1000万円）

（資本金：2000万円）
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貸切バスの安全確保に係る法適用関係

●道路運送法

第９条の２ 一般貸切旅客自動車運送事業を
経営する者（以下「一般貸切旅客自動車運送
事業者」という。）は、旅客の運賃及び料金を
定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出な
ければならない。これを変更しようとするときも
同様とする。

旅行業者等への法適用関係

下限割れ運賃の法適用関係

●旅行業法施行規則

（旅行業務取扱管理者の職務）
第１０条
１０ 前各号に掲げるもののほか、取引の公正、

旅行の安全及び旅行者の利便を確保するた
め必要な事項として観光庁長官が定める事項

●旅行業法

第１３条
３ 旅行業者等又はその代理人、使用人その他

の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連し
て次に掲げる行為を行つてはならない。

二 旅行者に対し、旅行地において施行されて
いる法令に違反するサービスの提供を受け
ることをあっせんし、又はその提供を受ける
ことに関し便宜を供与すること。

●観光庁長官が定める旅行業務取扱管理
者の職務について（通達）

旅行業法施行規則第１０条第１０号に基づき観
光庁長官が定める旅行業務取扱管理者の職務
１． 旅行の安全を確保するため、運行する貸切

バス事業者の安全の確保に関する取組みに
ついて把握（略）すること。
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軽井沢スキーバス事故を受けた旅行業者への立入検査等の緊急実施

１．調査対象
○ 貸切バスツアーを実施している全国の旅行業者

２．調査対象事業者数
○ 都道府県と調整中

３．調査期間
○ 平成２８年１月２２日～スキーシーズン終了の３月中旬頃

４．調査事項
○ 旅行業者において、貸切バス事業者を選ぶ際の理由
○ 旅行業務取扱管理者における、貸切バス事業者の安全確保に関する取組みの把握の有無

○ 旅行業者と貸切バス事業者との契約の文書化の実態

旅行業者への立入検査

○ 業界団体の連携により、①再発防止策、②旅行会社とバス会社の取引関係の明確化、③バス運賃・料金制度
の利用者への理解促進について検討

○ １月２７日に業界団体による第１回交換会を実施。今後も随時実施予定

日本バス協会・日本旅行業協会・全国旅行業協会による意見交換会

○ 旅行業者と貸切バス事業者との契約の文書化の実態
○ 旅行業者と貸切バス事業者との間でやりとりされる運賃その他金銭に係る契約の実態
○ 事故発生時の緊急連絡体制 等

５．その他
○ 旅行会社に対して、事前通告を行わず抜き打ちで実施
○ 下限割れ運賃の迅速な実態把握のため、運賃制度を担当する各運輸局の自動車交通部等と連携して実施

６．実施状況
○ 国（観光庁長官）登録旅行業者：１月２２日より開始。スキーバスツアーを取り扱っている事業者から順次実施中
○ 都道府県知事登録旅行業者：東京都が１月２５日より開始。他の道府県についても、順次実施予定
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①事業参入の際の安全確保に関するチェック

貸切バス事業参入に関する制度（審査基準）

○平成12年2月の貸切バス事業の規制緩和に伴い、貸切バス事業の許可基準を改正。

【免許制度時】
（平成12年１月まで）

・使用権原等について、登記簿等で確認

・選任計画を就任承諾書で確認

・法定耐用年数（５年）以内かを車検証等で
確認

・３両以上。大型車使用の場合は５両以上
であることを車検証等で確認

・休憩仮眠施設、営業所、
自動車車庫

・運行管理者、
整備管理者、運転者

・事業用自動車

・最低車両数

【事業許可】
（平成12年２月以降）

・同左

・同左

・「法定耐用年数以内」を廃止

・同左

【事業許可】
（平成25年11月以降）

・整備状況等を現地調査で確認

・雇用契約内容を書面で確認

・同左

・同左

○貸切バス事業の参入要件について、現行の安全基準で十分かどうかを検討する必要がある。

8課題

であることを車検証等で確認
※平成９年の通達改正前は、各地方運輸局の裁量

で最低車両数を公示（例えば東京23区は10両）

・対人８千万円、対物200万円以上の任意
保険への加入計画を契約申込書等で確認

・合理的な資金確保状況（事業開始当初に
必要とされる資金（土地建物等の２ヶ月分の
ローン又はリース料）を預金残高証明書等
で確認

・役員の法令知識として、法令試験の実施

・損害賠償能力

・資金計画

・法令遵守

・同左

・同左

・同左

・対人保険を無制限へ増額
・保険証で確認

・必要資金を６ヶ月分へ増額

・法令試験を代表権を有する
役員とした



輸送の安全の確保が最も重要であるという基本的認識の下に、事故の未然防止及び法令遵守の徹底を図ること
を目的として、事業者における運行管理、法令の遵守状況等について、帳票類等により確認するもの。

監査の趣旨・目的

②監査の実効性

貸切バス事業者に対する監査について

無通告で 営業所立ち入り

・死亡事故を引き起こした場合
・悪質違反（酒気帯び、過労運転等）があった場合
・整備不良に起因すると認められる死傷事故があった場合
・労働局から長時間労働等の通報があった場合
・新規事業者
・道路交通法違反（速度違反等）の通知があった場合 等

支局に呼び出し

・監査対象事業者の
ほか、指導が必要
と認められる場合

・多客期等、バス等の
運行実態を確認する
必要がある場合

バスの発着場等街頭
において実施

監査端緒

○監査から処分まで１年程度を要している。
○監査における指摘事項の是正のため、行政処分前に改善指示書を交付するものの、行政処分後のフォロー

アップ監査まで書面等による確認がされていない。

違反なし

行政処分 フォローアップ監査
（改善状況確認）

改善否の場合
は特別監査
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許可の取消 1

事業停止 0 

車両の使用停止
(延日車数)

178
(6,925)

勧告・警告等 122 

平成26年度実績

課題

改善指示書の交付
聴聞・弁明の機会の付与

特別監査
《全般を確認する監査》

9件

一般監査
《重点事項を定めて行う監査》

809件

呼出指導
《法令遵守に関する指導》

841件

街頭監査（※）

《運行実態を確認する監査》

139件
計 1,798件（平成26年度実績）

※違反が見つかった場合には
一般監査に移行違反あり



○許可の取消

▷ 違反点数の累計が81点以上（処分日車数10日車まで＝１点）

▷ 事業停止処分等の命令に違反（法第40条、第41条）
▷ 運行管理者が全く不在等の理由により、事業停止処分を

受けた後、３年以内に同一の違反
▷ 事業改善命令等に従わず行政処分を受けた後、３年

以内に同じ命令を受け命令に違反
▷ 欠格事由に該当（法第７条第１号、第３号又は第４号）

○事業の停止（主なもの）

▷ 違反点数の累計が51点以上（処分日車数10日車まで＝１点）

○輸送施設の使用停止（主なもの）

（再違反の場合は原則として処分が２倍）

▷ 運賃料金届出違反（法第９条の２） 20日車（再違反40日車）
▷ 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（再違反10日車）
・把握不適切50％以上 10日車（再違反20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（再違反10日車）
・未実施20件以上49件以下 10日車（再違反10日車）
・未実施50件以上 20日車（再違反40日車）

▷ 点呼の記録義務違反（運輸規則24条）

②監査の実効性

貸切バス事業者に対する行政処分について

行政処分を受ける要件

○貸切バスの稼働率は50％程度（平成26年度）で、台数を絞った日車方式による車両の使用停止
処分では、制裁効果が乏しいとの指摘がある。

○許可の取消及び事業の停止の対象となる範囲について再検討する必要がある。
10

▷ 違反点数の累計が51点以上（処分日車数10日車まで＝１点）

▷ 運行管理者が全く不在（法第23条）
▷ 「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に
係る基準」が著しく遵守されていない（運輸規則第21条）

▷ 全運転者に対して点呼を全く行っていない（運輸規則第24条）
▷ 定期点検整備を全く実施していない（車両法第48条）
▷ 整備管理者が全く不在（車両法第50条）
▷ 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して

虚偽の陳述を行った（法第94条）

▷ 点呼の記録義務違反（運輸規則24条）
・記録の改ざん・不実記載 30日車（再違反60日車）

▷運行指示書の作成・指示・携行義務違反（運輸規則第28条）
（作成等が必要な30運行に対して）
・５件以下 警 告（再違反10日車）
・６件以上15件以下 10日車（再違反20日車）
・16件以上 20日車（再違反40日車）

日車の例：１両×30日（30日車の場合）

課題



（一社）東京ハイヤー・タクシー協会
の適正化事業

タクシー事業者（非会員を含む）に対する巡回指導等を実施。
（平成27年5月～）

対象事業者数 法人459事業者及び個人15,052者
（うち会員400事業者）

実施地域 東京都

②監査の実効性

（参考）旅客自動車運送適正化事業について

（公社）全日本トラック協会
都道府県トラック協会 の適正化事業

トラック事業者（非会員含む）に対する巡回指導等を実施。
（平成2年度～）

対象事業者数

実施地域 47都道府県

62,637事業者（うち会員48,674事業者）

対象事業所数 83,653事業所
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法的根拠

巡回指導の実施件数

道路運送法第43条の２の旅客自動車運送適正化事業実施機関

132事業者（平成27年度予定）

巡回指導員 2名（うち1名専従）

※事業者数は平成27年3月31日時点、
会員事業者数は平成26年10月時点、
巡回指導員は平成27年8月時点。

※事業者数は平成26年3月時点。

法的根拠

巡回指導の実施件数

貨物自動車運送事業法
第38条の地方貨物自動車運送適正化事業実施機関
第43条の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

巡回指導員 417名（うち353名専従）

28,020事業所（平成26年度）

対象事業所数 83,653事業所



貨物自動車運送
適正化事業実施機関

（全日本トラック協会、
都道府県トラック協会）

運 輸 支 局

○トラック事業者に対して、国土交通大臣の指定する適正化事業実施機関が巡回指導を実施
（平成２年に全日本トラック協会・都道府県トラック協会を適正化事業実施機関として指定）。

○適正化事業実施機関の巡回指導による改善効果を検証するため、適正化事業実施機関は巡回
指導の結果について運輸支局に対し報告することとなっている。

②監査の実効性

（参考）民間団体等を活用したトラック事業者への指導

②報告

指導要員：417人
（平成27年度）

監査要員：365人
（全業態、平成27年度）

監査件数：7,148件

＜指導等の流れ＞

① 適正化事業実施機関の指導員（約400名）が全事業所（約83,000）を２年から３年に
一回の頻度で巡回指導（法令の遵守状況をチェックし、違反があれば改善を指導）

② 巡回指導の結果、悪質な法令違反がある場合は運輸支局へ速報、改善指導に従
わない場合は運輸支局へ定期報告

③ 運輸支局は、適正化事業実施機関からの通報を監査の端緒として活用

トラック事業者

①巡回指導

12

（平成27年度）

指導件数：28,020件
（平成26年度)

（平成26年度）
※巡回指導の情報に基づく

監査以外のものを含む。

③監査



バス協会の適正化コンサルティング事業

○安全・安心回復プランに基づき、自主的事業として平成２５年度から適正化コンサルティング事業
を開始。

バス協会の適正化コンサルティング事業

・25年度～ 宮城、千葉、東京、静岡
・26年度～ 北海道、青森、秋田、栃木、山梨、埼玉、愛知、滋賀、広島、岡山
・27年度～ 福島、山形、茨城、群馬、神奈川、新潟、大阪、兵庫、鳥取

実施地域
貸切バス事業者（会員のみ）に対する訪問指導を実施。（25年度～順次地域を拡大）

対象事業者数

23都道府県
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予算
17百万円（26年度）
内訳：運輸事業振興助成交付金（12百万円）及び協会員の会費（5百万円）

巡回指導の実施件数
117事業者（25年度）/  277事業者（26年度）/  321事業者（27年度）

巡回指導員
兼務34名、専従2名（ＮＡＳＶＡ等の職員に同行を依頼する場合あり）

対象事業者数
会員2,178事業者（貸切バス全事業者数4,512者）

※事業者数は平成27年8月時点、巡回指導員は平成27年12月時点



安全管理規程の届出等

運輸安全マネジメント制度の概要

運輸安全マネジメント評価の実施

◆ 事業者に対して、安全管理規程の
設定・届出を義務付け。

◆ 事業者に対して、安全統括管理者
の選任・届出を義務付け。

◆ 事業者に対して、運輸安全マネジメ
ント評価を実施（中小規模事業者に
対する効果的な評価方法を検討）。

②監査の実効性

（参考）運輸安全マネジメントについて

実施義務付け対象事業者の拡大

安全管理体制の構築・改善の取組

◆ 経営トップのコミットメントの下
① 安全方針の策定・重点施策の見直し
② 事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用
③ 内部監査の実施 等

14
中小規模事業者を含む全ての貸切バス事業者等に対して、安全に対する意識・取組を向上させる

事業の種別 義務付け対象事業者

貸切バス事業
全ての事業者 （対象拡大）
（H26年度評価実績 ４２者）

乗合バス事業
（貸切委託運行の許可を受けているもの）

全ての事業者 （対象拡大）
（H26年度評価実績 １５者）

従来200両以上のバス車両を有する事業者のみに義務付けられていた安全管理規程
の届出等について、平成25年10月より、「全ての貸切バス事業者」及び「貸切委託運行の
許可を受けた乗合バス事業者」に対しても義務付けを行い、運輸安全マネジメント（経営
トップをはじめとする事業者全体での安全管理の取組み）を実施させている。

実施義務付け対象事業者の拡大



③運転者の運転技術のチェック

大型第二種免許の取得・更新等について

○旅客を運送する目的で自動車を運転する場合には第二種免許が必要であり、乗車定員30人以上
の貸切バス等を運転する場合には、大型第二種免許が必要。

運転者の大型第二種免許の取得・更新について

免
許
取
得
時

受験資格 ①２１歳以上であること ②普通免許等保有３年以上

運転免許試験
①適性試験（視力、深視力、聴力、運動能力） ②学科試験

③技能試験（試験車：車長10～11mで乗車定員30人以上のバスを使用）（※）

取得時講習
大型旅客車講習（夜間や悪条件下の運転方法、高齢者や

身体障害者の乗降時の対応等）、応急救護処置講習（※）

免許更新時

○普通自動車
○小型特殊自動車
○原動機付自転車

中型免許

普通免許

◆運転免許の種類ごとの
運転できる自動車の種類

○事業者は、長年大型バスに乗務していない運転者を、実技訓練なしに大型バスに乗務させることができる。
○事業者による初任運転者等への実技訓練は努力義務にとどまっている。 15

課題

免許更新時 適性検査、更新時講習

貸切バス事業者による運転者への指導・監督

雇入れ時

初任運転者に対する指導監督※

（座学６時間／運転方法に関する実技は努力義務）

※.過去３年以内に他の貸切バス会社で選任されていれば不要
（どのような車種に乗務していたかは問わない）

選任中
すべての運転者に対する一般的な指導監督

（旅客が乗降する際の安全確保、主な運行経路の道路交通状況等）

（運転方法に関する実技は規定なし）

※教習所の卒業証明書を有する場合は、技能試験及び取得時講習は免除される。

○中型自動車
・車両総重量５t以上11t未満
・最大積載量３t以上6.5t未満
・乗車定員11人以上30人未満

のいずれかに該当するもの

○大型自動車
・車両総重量11t以上
・最大積載量6.5t以上
・乗車定員30人以上

のいずれかに該当するもの

大型免許



③運転者の運転技術のチェック

（参考）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案

○昨年の通常国会における、道路交通法の一部改正により、18歳以上で運転経験を問わずに
取得可能な新たな免許区分（準中型免許）が創設。

○これを受け、国土交通省の「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」において、新免許
区分の創設に伴う安全対策の一環として、貨物自動車運送事業における初任運転者等に係る
教育内容の強化について、具体的な案が示されたところ。

制度改正の経緯
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座学及び実車を用いる指導監督 15時間以上

（例）主な運行経路の道路交通状況等に関する座学 ※現行６時間以上（座学のみ）

積載方法、日常点検及びトラックの構造上の特性に関する実車を用いた指導監督

安全な運転方法に関する実技についての指導監督 20時間以上 【新規】

検討会において示された初任運転者に
対する指導監督に係る具体的な案



④旅行業者を含めた安全確保のための対策

○貸切バスの運賃・料金は､国土交通大臣への事前届出制。

○国土交通大臣は、あらかじめ公示する「時間・キロ併用制運賃」（平成24年４月の関越道高速ツアーバス事故
を踏まえ、利用者の安全に関わる費用（安全コスト）を適切に反映するため、平成26年４月導入）の範囲内
における届出運賃については、変更命令をしないこととしている。それ以外の届出運賃については、変更命令
が必要かどうか個別に審査。

上限額 下限額

運賃
時間制運賃（1時間当たり） 大型車/中型車/小型車 7,680円/6,480円/5,560円 5,310円/4,490円/3,850円

キロ制運賃（1km当たり） 大型車/中型車/小型車 170円/150円/120円 120円/100円/80円

交替運転者の配置料金
時間制料金（1時間当たり）
キロ制料金（1km当たり）

3,080円
40円

2,130円
30円

関東運輸局長公示の例（平成26年3月26日）

○貸切バス事業者は、場合によっては旅行業者との関係で弱い立場にあり、下限割れ運賃でも取引を受けざる
を得ない状況との指摘がある。

○運賃の収受後に、貸切バス事業者から旅行業者へのキックバックが行われているケースも存在するとの
指摘がある。
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料金

交替運転者の配置料金
キロ制料金（1km当たり） 40円 30円

深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者配置料金（時間制料金）の2割以内

特殊車両割増料金 運賃の5割以内

○個別運賃算出の例（大型車、時間19時間（うち深夜8時間）、キロ690km等）

運賃上限 7,680円 × 19時間 + 170円 × 690km ＝ 263,220円（税別）→ 284,278円（税込）
下限 5,310円 × 19時間 + 120円 × 690km ＝ 183,690円（税別）→ 198,385円（税込）

料金上限 3,080円 × 19時間 + 40円 × 690km + (61,440円 + 24,640円) × 0.2 = 103,336円（税別）→ 111,603円（税込）
下限 2,130円 × 19時間 + 30円 × 690km + (42,480円 + 17,040円) × 0 = 61,170円（税別）→ 66,064円（税込）

264,449円 ～ 395,881円（税込）の範囲内で運賃を決定

（注）下線部は下記事例で使用

課題



④旅行業者を含めた安全確保のための対策

（参考）貸切バス事業者と旅行業者との間における書面取引

旅行業者

◆運送引受書の様式の例

○関越道高速ツアーバス事故（平成24年４月）を受けて、貸切バス事業者と旅行業者との適正な
取引を確保するため、貸切バス事業者及び旅行業者は、運賃・料金の額等の契約内容が記載
された運送引受書を保管しなければならないこととしている。

作成・交付・保存

①運送申込書

②運送引受書

貸切バス事業者

18



④旅行業者を含めた安全確保のための対策

（参考）貸切バス事業者安全性評価認定制度

貸切バス事業者の安全性や安全の確保に向けた取組状況を評価・公表することで、貸切バスの利用者や旅行会社がより
安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた
意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的に、日本バス協会が実施
（平成23年度から）。

認定事業者は、運行する貸切バスの車体や自社のホームページ等に「SAFETY BUS」（セーフティバス）マークを掲示し、
認定事業者であることをＰＲすることが可能。

日本バス協会及び国土交通省のホームページ上で認定事業者の一覧を閲覧可能。認定又は認定取消しの都度更新。

◆認定事業者数

平成28年１月20日現在

◆申請手数料

一事業者あたり （税込）

貸切バス事業者安全性評価認定制度の概要

19「SAFETY BUS」（セーフティバス）マーク

事業者数 車両数

認定事業者 772者
★ 376 ★★ 216 ★★★ 180

19,859両
★ 7,991 ★★ 5,677 ★★★ 6,191

うち会員事業者
735者

★ 342 ★★ 215 ★★★ 178
19,404両

★ 7,583 ★★ 5,656 ★★★ 6,165

うち非会員事業者
37者

★ 34 ★★ 1 ★★★ 2
455両

★ 408 ★★ 21 ★★★ 26

会員（非会員除く）
に対する認定事業者の割合

35.4% 59.2%

全事業者数（非会員含む）
に対する認定事業者の割合

17.1% 40.7%

平成28年１月20日現在 一事業者あたり （税込）

貸切バス車両数
バス協会

会員事業者
非会員事業者

31両以上 184,500円 205,000円

11両～30両 138,600円 154,000円

10両以下 91,800円 102,000円



⑤ハード面での安全対策

大型バスに導入されているＡＳＶ（Advanced Safety Vehicle）機能

機能概要 実用化状況 作動条件 基準等・補助

衝突被害軽減
ブレーキ

衝突の危険がある場合、
運転者へ警報の後、
自動ブレーキを作動

・平成22年より装備開始
・現在、新車は全車装備
・後付け不可※

※平成22年以降の三菱ふそう社製バスで
購入時に装着しなかったものは後付可能。
他メーカーは平成22年より全車標準装備

• 時速15km以上
• 現在のシステ

ムは、車両へ
の追突防止を
想定したもの

【基準】
平成26年11月以降の
新型車より義務付け
【補助】新車
（補助率1/2）

車両安定性
制御装置

車両の横滑りに応じて、
制動力・駆動力を制御し、
横滑りや転覆を防止

・平成24年より装備開始
・平成26年11月以降の新型車

は全車装備
・後付け不可

• 時速20km以上

【基準】
平成26年11月以降の
新型車より義務付け
【補助】新車
（補助率1/2）

・平成23年より装備開始
• 時速60km以上

【基準】
平成29年11月以降の
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車線逸脱
警報装置

車線を逸脱した場合、
警報

・平成23年より装備開始
・現在、新車は全車装備
・後付け可

• 直線路及び半
径250m以上の
カーブ

平成29年11月以降の
新型車より義務付け
【補助】新車/後付け
（補助率1/2）

ふらつき注意
喚起装置

ハンドル操作のふらつき
の増大を検知した場合、
警報

・平成23年より装備開始
・現在、新車は全車装備
・後付け可

• メーカーが設定
する速度以上

【補助】新車/後付け
（補助率1/2）

ドライバー
モニター

ドライバーの顔の方向や
眼の状態をモニターカメ
ラが常時監視。不注意
検出時に警報

・平成26年より装備開始
・現在、一部車両に装備
・後付け不可

【補助】新車
（補助率1/2）

ドライバー
異常時対応

システム

ドライバーが運転中に運
転できない状態に陥った
場合、警報を行った後、
自動で減速制御等を行
い、車両を停止

・開発中
異常を検知時、3.2
秒以上の警告後、
自動制御開始

【ガイドライン】
本年度中にガイドライン
策定予定



今回の事故を踏まえた検討事項について

事業参入の際の
安全確保に関する
チェックの強化

事業参入後の安全確保に
ついてのチェックの強化
（監査の実効性の向上）

事故発生前に実施した監査や処分で
是正を指示していたにも関わらず、
事故発生後、安全管理上の問題を確認

長年大型バスの乗務経験が
乏しい運転者が乗務

＜今回の事故に関し現時点で明らかになっている事柄＞ ＜今回の事故を踏まえた検討事項＞

運転者の運転技術の
チェックの強化

旅行業者を含めた
安全確保のための対策の強化

ハード面での安全対策の強化

届出運賃の下限を割った
運賃による運行

ドライブレコーダーや衝突被害軽減
ブレーキ等が搭載されていない

車両による運行
21



「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」報告書概要

平成２４年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受け、学識経験者の委員で構成される「自動車運送事業者に対する
監査のあり方に関する検討会」を同年８月に設置し、見直しの方向性について報告書をとりまとめた。（平成２５年４月２日）

（１）悪質な事業者に対する監査の優先的実施
重要な法令違反（※）を定義したうえ、関係機関等から
の通報や違反歴など各種端緒情報を総合的に分析し、当

（１）重要な法令違反は事業停止、それらを繰り返す場合
は許可取消とするなど悪質な事業者への処分基準を
強化する一方、軽微な違反への対応を効率化

１．効率的・効果的な監査の実施 ２．実効性のある行政処分等の実施

報
告
書
の
概
要

報
告
書
の
概
要

運送事業者に対する監査体制が不十分で、効果的な行政処分も十分にできていないこと等から、
国による法令遵守の指導が十分に行われていない。
悪質な事業者を把握しきれていない。
処分を受けても違反を繰り返す事業者が存在する。
といった問題点が存在。

現
行
監
査
の

問
題
点

見
直

の通報や違反歴など各種端緒情報を総合的に分析し、当
該違反が疑われる事業者をリストアップし、優先的に監査
を実施 （※）点呼を全く実施していない 等

（２）バス発着場など街頭における監査の導入
（３）第三者機関の活用
事業者団体の自主的な取組みとして、巡回指導を実施
重要な法令違反等の情報を行政の監査に活用

（４）事業者による自己点検・報告の活用
事業者が自己点検を実施し、行政に報告。報告内容を
踏まえた指導を実施。未報告等には厳格に対処。

（５）監査業務等の充実・強化に伴い必要な業務の
効率化
重要な法令違反の優先確認等により効率的に実施

（６）優良事業者の評価・認定制度等の活用
自己点検・報告の免除等

強化する一方、軽微な違反への対応を効率化
（２）街頭監査で安全性に直接関わる法令等の違反が確
認された場合の現場での迅速な是正措置

（３）行政処分情報を一層活用し、事業者への注意喚起
及び利用者等への情報提供を拡充
（４）処分逃れ対策等については、今後実施される対策な
どを検証しつつ引き続き検討

見
直
し
の
方
向
性

（１）監査に係る体制の充実
監査要員の増員、研修の充実 等

（２）事業者側の受け入れ環境の整備
車両運行中の管理体制の明確化、デジタル機器の導入促進等

３．監査に関する環境整備等
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バス・タクシー・トラック事業者に対する効果的・効率的な監査、実効性のある処分の実施

監査方針

（１）悪質な事業者に対する集中的な監査実施
・監査端緒の充実を図りつつ、違反歴等の当該事業者に関する情報等を適切に把握し、重大かつ悪質な

法令違反の疑いのある事業者に対して優先的に監査を実施
・このため、各種通報、法令違反歴等を基に優先的に監査を実施する事業者及び継続的に監視していく

事業者のリストを整備

（２）街頭監査を新設
・バス分野を念頭に街頭監査を新設
・利用者等からの情報や多客期等をとらえ、バスの発着場などにおいて、交替運転者の配置、運転者の

飲酒、過労等の運行実態を点検

平成２５年
１０月１日施行

平成25年9月通達改正

関越道高速ツアーバス事故を受けた監査方針の改正

・悪質・重大な法令違反の処分を厳格化→事業停止（30日間）

行政処分
等の基準

・軽微な法令違反の対象を拡大→文書警告
記録の記載不備については、違反件数の多寡によらず文書警告（行政指導）

平成２５年
１１月１日施行

※処分厳格化により新たに追加された事業停止（３０日間）については、平成26年1月1日から適用

・運行管理者の未選任（旧基準：４０日車）
・整備管理者の未選任（旧基準：４０日車）
・全運転者に対して点呼未実施（旧基準：点呼未実施率５０％以上、４０日車）
・監査拒否、虚偽の陳述（旧基準：６０日車）
・名義貸し、事業の貸渡し（旧基準：６０日車×違反車両数）
・乗務時間の基準に著しく違反（旧基準：１２０日車）
・全ての車両の定期点検整備が未実施（旧基準：２０日車×違反車両数）

・事業停止後も引き続き法令違反の改善なし→許可取消

・ 処分量定の引き上げ
・記録類の改ざん（旧基準：１０日車→新基準：３０日車）
・交替運転者の配置違反（旧基準：警告→新基準：１０日車）
・日雇い運転者の選任等（旧基準：警告→新基準：１０日車）
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監査制度の見直しの方向性について

軽井沢スキーバス事故の経緯

○ 監査後の改善指示が履行されず、輸送の安全が確保されていない法令違反の課題

軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス

事
故
発
生

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
監
査

（
改
善
状
況
を
確
認
）

健康状態の把握が不適切／点呼未実施である等

安全管理上、不適切な状況
が是正されないまま事業運営

（事故後の特別監査で判明）

平成２７年
２月２０日

１月１５日 ３月以降予定

その場で改善指示書を交付（書面等による確認はＦＵ監査時に実施）

平成２８年
１月１３日

一
般
監
査

（
株
）イ
ー
エ
ス
ピ
ー

事
業
開
始

平成２６年
５月９日

処
分
の
通
知

（
改
善
を
指
示
）

＜見直しの方向性＞

① 監査で判明した法令違反の状態を迅速に事業者に是正・改善させるための仕組みの導入。

② 特に輸送の安全に直結する事項について、継続的に改善状況をチェックし、法令違反の状態を放置しない
ための仕組みの導入。

③ 監査開始から処分まで時間の短縮。

④ ①から③を実現し、監査の実効性の向上を図るため、民間団体等の活用による監査事務を補完する仕組
みの導入

状態のままに運行が継続されていた。

○ 監査開始から処分まで時間がかかっている。
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＜見直しの方向性＞

課題

○ 監査に必要な保存書類が社内に散在しており、その在処を事業者自身、正確に把握できてお
らず、全ての書類が提出されるまでに必要以上に時間がかかる場合がある。

○ その結果、監査から処分、フォローアップ監査までに必要以上に期間を要している。

① 監査に係る所要時間の短縮化を図るため、事業者に「監査必要書類リスト」を作成させ、リストに
掲載された書類について、営業所ごとに常に一定の場所に備え付けさせる。

監査から処分までの期間の短縮（帳簿の備付け）

①のイメージ
就業規則

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

運行管理規程
-----------
-----------
----------

事故記録
-----------
-----------
----------

乗務員
台帳

-----------
-----------
---------- 監査必要書類リスト

の作成
所定の書類を

一定の場所に備付けさせる

② 上記に加え、ICTの活用など監査事務の効率化を図るための方策について検討を進める。

（例） ・監査事務のＩＣＴ化 ・帳簿等の様式の統一化 等

監査必要書類リスト

・就業規則、労使協定
・３６協定、給与規定
・社会保険関係書類
・乗務員台帳
・運行管理規程、整備管理規程
・苦情処理簿、処理要領
・任意保険証券等加入証明書
・指導教育計画、教育記録
・事故記録簿
・適性診断受診表・・・・・

※イメージ

監査官

監査業務の効率化

掲載された書類について、営業所ごとに常に一定の場所に備え付けさせる。

（例） ・自動車運転代行業者や建設業者等による営業所ごとの帳簿の備付け 等
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現行の処分制度の課題

○ 現行の一部車両の使用停止処分では、輸送の安全の確保に関する法令違反の状態の運
行を十分に抑止できない。

○ 社会的に重大な影響のある事案を引き起こした事業者に対しても、違反点数の積上げによ
り処分を行うこととされている。

処分制度の見直しの方向性について

① 事業停止、事業許可取消対象となる範囲の拡大

● 複数回にわたり法令違反の状態を是正・改善しない事業者

● 死亡事故等、社会的に重大な影響のある事案を引き起こした事業者

② 上記の場合も含め、処分量定について見直すとともに、使用停止対象車両数を増加
させ、処分の実効性を高める。

＜見直しの方向性＞
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今後の審議日程について

１月２２日（月） 委員会設置

１月２９日（金） 第１回委員会
（主なテーマ：事故の概要、貸切バス事業者の構造的問題の整理等について）

２月 ９日（火） 第２回委員会
（主なテーマ：事業参入後の安全確保についてのチェックの強化について①）

１８日（木） 第３回委員会 [13:30~15:30]
（主なテーマ：旅行業者を含めた安全確保のための対策の強化について）

２４日（水） 第４回委員会
（主なテーマ：運転者の運転技術のチェックの強化について（主なテーマ：運転者の運転技術のチェックの強化について

事業参入後の安全確保についてのチェックの強化について② ）

３月 上旬 第５回委員会
（主なテーマ：ハード面での安全対策の強化について）

中旬 第６回委員会
（主なテーマ：事業参入の際の安全確保に関するチェックの強化について）

下旬 第７回委員会
（主なテーマ：中間整理（速やかに実施する施策））

４月以降 関係者との調整や制度設計等を進め、引き続き検討

夏まで 最終とりまとめ 27



１．軽井沢スキーバス事故対策検討委員会資料

（抜粋）（H28.1.29、2.9)
２．軽井沢スキーバス事故を踏まえた注意喚起通達

３．最近の状況を踏まえた注意喚起通達

４．事業用自動車事故調査委員会報告書（概要）４．事業用自動車事故調査委員会報告書（概要）

５．健康管理の取組

６．次世代運行管理・支援システムの検討状況

７．平成28年度予算（案）
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運転者に対する運転技能の徹底について（平成２８年２月３日 国自安第２４５号）

状況

・貸切バス事業者は、過去３年以内に別の貸切バス事業者の下で勤務していた運転者であれば、乗務経験の内容を問
わず初任運転者としての研修を実施せずに大型バスに乗務させることが加納。

・貸切バス事業者による初任運転者の研修は、座学は義務付けられているものの、実技訓練は努力義務。

緊急対策の概要

貸切バス事業者に対し、以下を要請

１．新たに雇い入れた運転者で、過去３年以内に他の貸切バス
事業者に選任されていた者について、過去の経歴・運転経験
を把握した上で、乗務させようとする車種区分（大型／マイ
クロ等）にかかる運転経験が十分でない場合には、当該車種

時間

事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項

道路運送法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項
及び交通ルール等を理解させるとともに、事業用自動車を
安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。

事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法

①

内容

初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間

区分の事業用自動車の実技訓練を行うこと。

２．新たに雇い入れた運転者以外の運転者についても、乗務さ
せようとする車種区分にかかる運転経験が十分でない場合に
は、当該車種区分の事業用自動車の実技訓練を行うこと。

３．その際、添乗等による指導のほか、参加・体験・実践型の
指導及び監督の手法や、自動車安全運転センターや自動車教
習所等の外部の専門的機関を積極的に活用するよう努めると
ともに、「指導及び監督の実施マニュアル」（平成２４年３
月発行）を活用し、実効性のある指導・監督を実施すること。

事業用自動車の基本的な構造及び装置の概要及び乗合バス
又は貸切バス等の運転者にあっては車高、視野、死角及び
内輪差等の他の車両との差異を理解させるとともに、日常
点検の方法を指導する。

交通事故を防止するために留意すべき事項

旅客自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状
況等に応じて事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を
確保するために留意すべき事項を指導する。

危険の予測及び回避

道路、交通及び旅客の状況の中に含まれる交通事故につな
がるおそれのある主な危険を理解させるとともに、それを
回避するための運転方法等を指導する。

安全運転の実技

実際に事業用自動車を運転させ、主な道路、交通及び旅客
の状況における安全な運転方法を添乗等により指導する。

①から④まで
について合計6
時間以上実施
すること。⑤
については、
可能な限り実
施することが
望ましい。

②

③

④

⑤

（抜粋）
平成２４年４月１３日国土交通省告示第４６０号
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

〈参考〉「指導及び監督の実施マニュアル」
ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html 
又は 【事業用自動車 マニュアル活用】と検索 29



貸切バスの安全確保の再徹底について（平成２８年２月３日 国自安第２４６号）

状況

→ 全国１７ヵ所で貸切バスに対する街頭検査を実施し、監査車両96両中、45両（約47％）において何らかの
法令違反を確認（２月１日時点）

→ 街頭監査で確認された違反事項の早期是正及び指摘事項が確認された事業者の法令遵守状況の把握が必要

緊急対策の概要

街頭監査の結果を捉え、法令違反が多い事項をリスト化したチェック
シートを配布し、運行前に事業者自らが最終確認を行い法令遵守を徹底

○ 貸切バスに対する街頭監査の実施
全国の貸切バス乗り場等において、国土交通省の監査官が抜き打ちで出発前のバスに立ち入り、交替運転者の配置状

況、運行指示書の有無、運転者の酒気帯びの有無等について３月中旬にかけて確認を行う。

出庫時に最低限確認すべき事項（貸切バス）

確 認 事 項 チェック欄

運行指示書を作成しているか 適 否

運行指示書を運転者に携行させているか 適 否
シートを配布し、運行前に事業者自らが最終確認を行い法令遵守を徹底
するよう事業者に対し通知。

街頭監査で指摘事項が確認された事業者に対しては、速やかに確認
のための監査を実施。さらに監査で違反事項が確認された場合には、
安全確保命令を発動するとともに特別監査を実施。

新たに運用を開始するチェックリストについては、今後、効果的な
活用方法について更なる検討。

【違反の多い事項の関係法令】
・運行指示書：運輸規則第28条の2
・車体の表示：運輸規則第42条
・アルコール検知器の携行：運輸規則第24条
・自動車検査証の車両への備付け：車両法第66条
（運輸規則：旅客自動車運送業法運輸規則、車両法：道路運送車両法）

●違反の多い事項をまとめたチェックシート

運
行
指
示
書

運行指示書を運転者に携行させているか 適 否

記
載
事
項
の
確
認

・ 運行の開始及び終了の地点及びその日時 適 否

・ 乗務員の氏名 適 否

・ 運行の経路、主な経由地における発車・到着の日時 適 否

・ 旅客が乗車する区間 適 否

・ 運行に際して注意を要する箇所の位置 適 否

・ 乗務員の休憩地点及び休憩時間 適 否

・ 乗務員の運転又は業務の交替の地点（交替がある
場合）

適 否

・ 睡眠に必要な施設の名称・位置 適 否

・ 運送契約の相手方の氏名又は名称 適 否

・ その他必要な事項（該当がある場合） 適 否

表
示
の
確
認

車
内

・ 事業者の氏名又は名称 適 否

・ 運転者その他乗務員の氏名 適 否

・ 自動車登録番号（ナンバー） 適 否

車
体

・ 使用者の氏名・名称又は記号 適 否

・ 「貸切」表示 適 否

アルコール検知器を携行させているか （泊まり運行の場合） 適 否

自動車検査証（車検証）が車両に備え付けられているか 適 否

運転者の運転免許証を確認しているか 適 否 30



貸切バスのシートベルトの着用徹底について（平成２８年２月３日 国自安第２４７号）

状況

バス事業者への聞き取りやこれまでに発生した重大事故その他報道等から、依然として大型バスの客席における
シートベルトの着用が徹底されていない。

緊急対策の概要

貸切バス事業者に対し、乗客の安全確保のため下記について徹底することを指示

・シートベルトを座席に埋没させないなど、シートベルトを常時使用できる状態にして
おくこと

・右掲のリーフレットを座席ポケットに備付ける等により乗客へのシートベルトの着用
の注意喚起を行うこと

・添乗員等の協力を得ながら、発車前に乗客のシートベルト着用状況を目視等により確

●
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
励
行
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

（
国
交
省
・
警
察
庁
作
成
）

・添乗員等の協力を得ながら、発車前に乗客のシートベルト着用状況を目視等により確
認すること

・車内放送等により乗客にシートベルトの着用を促すこと
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18.51%
着用 非着用

シートベルト着用
有無別致死率

シートベルト着用有無別
死者の車外放出構成率

シートベルトの着用の有無による致死率の状況
（平成26年中）
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１．軽井沢スキーバス事故対策検討委員会資料

（抜粋）（H28.1.29、2.9)
２．軽井沢スキーバス事故を踏まえた注意喚起通達

３．最近の状況を踏まえた注意喚起通達

４．事業用自動車事故調査委員会報告書（概要）４．事業用自動車事故調査委員会報告書（概要）

５．健康管理の取組

６．次世代運行管理・支援システムの検討状況

７．平成28年度予算（案）
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事業用自動車の自動車検査証有効期間の確認と点検整備実施の徹底について
（平成２７年１０月２１日中運技保第１５４号）

今般、中部運輸局管内の自動車運送事業者において、自動車検査証の有効期間満了日を経過している、いわゆる「車検切れ」状態の車両
で運行していたことが判明しました。

車検切れ状態で運行することは、輸送の安全を脅かすほか、交通安全、環境保全及び法令遵守の体制に疑念を抱かれる、無保険状態での
運行となるなど、公共の福祉を阻害することとなります。

つきましては、同種事案の再発防止を図るため、計画的な継続検査及び定期点検整備の実施を徹底方お願いします。

H27年6月17日、事業者から運輸支局へ、車検切れ車両で運行
した旨の報告、さらに、同年7月7日にも同様の運行を行った旨の
報告。

運輸支局は、同年6月22日、７月9日に営業所へ立入り監査を実
施した。

なお、当該事業者においては、昨年度（H26年度）にも、同様
の運行があり、行政処分を受けていた。

概要等 参考【整備管理関係の処分基準（初違反）】

○ 定期点検未実施 ⇒ 最大１０日車×違反車両数
※事業停止３０日間（全て未実施の場合）

○ 定期点検記録簿未保存
⇒ 最大３日車×違反車両数

○ 無車検運行 ⇒ ６０日車×違反車両数
の運行があり、行政処分を受けていた。

再発防止策

１．自動車検査証の有効期間を把握するため、以下を参考に対策を講じるなど
自動車検査証有効期間の確認を徹底すること
（１）始業点呼や日常点検時に自動車検査証の有効期間満了日の確認を行う
（２）車室内に自動車検査証の有効期間満了日を表示する
（３）点呼場等の執務室内に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検

整備計画表等を掲示し、運行管理者及び運転者による確認体制を構築する

２．整備管理者は、自動車の点検及び整備の実施状況を把握するため、以下を参考
に対策を講じるなど車両管理体制を徹底すること

（１）定期点検時期の管理は、定期点検整備計画表を作成して車両ごとの定期点
検実施状況を把握し、整備事業者に任せることなく、自ら車両管理体制を
構築して運用する

（２）点検整備計画は、自動車検査証の有効期間満了日に合わせて、点検時期を
計画し、事故や車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して作成する

（３）定期点検の実施結果は、組織的にチェックして管理体制の強化を図る

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備考
予定 ○８ ◎１０ ○６ ○１１
実績 １０日
予定 ○１０ ○２５ ○２０ ○３
実績 １２日 ２５日
予定 ○１７ ◎１２ ○２０ ○１９
実績 １７日 １５日 １８日
予定
実績

○○あ１２３４

○○あ１２３５

○○あ１２３６

・・・

車室内の表示例

定期点検整備計画表
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事業用自動車の緊急点検の実施及び保守管理の徹底について（平成２７年１２月２５日 国自整第３２１号）

車枠・車体の腐食による事故車枠・車体の腐食による事故

平成２５年１１月、北陸信越地方のバスにおいて、車体の一部が腐食・脱落し操縦不
能となり衝突

平成２６年１０月、高速乗合バスが、高速道路を運行中、車枠（フロントフレーム部分）
の腐食により部品が脱落してハンドル操作が不能となり、乗用車に接触

平成２７年１１月、東北地方のバスにおいて、ハンドル操作不能となり中央分離帯に
衝突

①

②

③

腐食箇所

点検事項

１．車両下回りの主要骨格部分を含む自動車部品について、点検ハンマー による打音検査等により腐食の有無を確認。１．車両下回りの主要骨格部分を含む自動車部品について、点検ハンマー による打音検査等により腐食の有無を確認。

２．腐食が疑われる場合には、整備の必要性について自動車整備工場等に相談し、防錆措置等の対処。
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②貸切バスの火災事故

通達の発出

国自安第２ ２ ８ 号
平成２７年１２月３０日

公益社団法人日本バス協会会長殿

国土交通省自動車局
安全政策課長

※ 年末年始にかけて、バスの車両火災事故が多発したことから、注意喚起通達を発出

平成２７年度年末年始のバス車両火災事故（平成２７年１２月３０日 国自安第２ ２ ８ 号）

①貸切バスの火災事故

平成２７年１２月２８日（月）午前８時４５分頃、東京都
の都道において、千葉県に営業所を置く貸切バスが
客待ちのため停車中、車内天井の蛍光灯付近から出
火した。

出火に気付いた運転者が車載の消火器で消火を試
みたが延焼したため、運転者が消防へ通報し、その
後、消防の消火活動により鎮火した模様。
バスは、天井部分がほぼ焼け落ちた。
この事故による負傷者はなし。

車両火災事故

②貸切バスの火災事故

平成２７年１２月２９日（火）午前１１時３０分頃、長崎
県の商業施設駐車場において、同県に営業所を置く
貸切バスが乗客２８名を乗せて運行中、運転者がバ
スのエンジンを再始動した際、異音に気付き乗客全
員を避難させたところ、車体中央部のバッテリー付
近から出火した。

運転者は消防に通報するとともに消火器にて消火
活動を行った。
この事故による負傷者はなし。

バスの車両火災事故防止の徹底について

バスの車両火災事故の防止については、従来から機会ある

ごとに注意喚起をしているところですが、１２月２８日、東京都

内の路上において、貸切バスが停車中に車内の天井付近から

出火する火災事故が発生し、また、翌２９日には、長崎県内の

駐車場において、貸切バスが停車中にバッテリー付近から出

火する火災事故が発生しました。

いずれの事故も、幸い負傷者はなく、火災の原因については

現在調査中ですが、年末年始の多客期であることから、会員

事業者に対して、特に車齢の高い車両に対しては、日常点検

整備及び定期点検整備を確実に実施するなど、車両火災事故

防止の徹底を図り、輸送の安全確保に万全を期するよう周知

徹底をお願いします。

③貸切バスの火災事故

１月４日（月）午前６時５０分頃、北海道の市道にお
いて、道内に営業所を置く貸切バスが乗客１１名を
乗せて運行中、異音がしたため車両を停車させた
ところ、乗客から煙が出ていると申し出があり、そ
の後、車体後部から出火した。

バスの乗客は全員避難し、この事故による負傷者
はなし。

火災は、消防による消火活動により午前８時前に
鎮火した模様。
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②貸切バスの健康起因事故

通達の発出

国自安第２４０号
平成２８年１月２５日

公益社団法人日本バス協会会長殿

国土交通省自動車局 自動車局長

バス運転者の健康起因事故防止の徹底について

※ 平成２８年１月にバス運転者の健康起因事故が多発したことから、再発防止の徹底通達を発出

バス運転者の健康起因事故

①貸切バスの健康起因事故

１月７日（木）午後３時５５分頃、東京都の都道において、
都内に営業所を置く乗合バスが回送運行中、信号機や標
識等をなぎ倒した後、道路左側のアパートに衝突し停止
した。
この事故により、バスの運転者（49歳）は搬送され、ア
パートの住民や歩行者に負傷者はいなかった。
運転者の乗務歴は22年で、バス会社は「持病などは把握
していない。」としている。

健康起因事故

１月１７日（日）午前１０時頃、兵庫県の自動車専用道路にお
いて、愛媛県に営業所を置く貸切バスが乗客４２名を乗せて
運行中、運転者（70歳）が蛇行運転を繰り返すなどしたことか
ら、添乗員が運転の手助けをしつつ次のサービスエリアまで
運行し、別の運転者と交替した。
運転手は「室津PAに入らないといけないとは思ったが、声を
掛けられた記憶がない」と話している。
運転手は半年に１度の健康診断を14日に受けたばかりで異
常はなく、出発前の点呼でも変わった様子はなかった。

運転者の健康状態に起因する事故の防止については、従来から機

会あるごとに指導してきたところであるが、今月に入り、運転者の健康
状態に起因すると思われる事故が相次いで発生した。

①東京都小金井市における乗合バス事故（１月７日）
②兵庫県淡路市の神戸淡路鳴門道における貸切バス事故（1月17日）
③宮城県仙台市における乗合バス事故（1月22日）

幸い、乗客や歩行者に死傷者は生じなかったものの、一つ間違えれ
ば大事故になりかねない状況が生じたところであり、安全の確保が全
てに優先されるべき公共交通機関において、このような事態が生じた
ことは誠に遺憾である。

このため、改めて貴協会傘下会員に対し、改めて下記の内容をはじ
めとした「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」等の運転者
の体調急変に伴う事故を防止するための対策の再徹底を図られた
い。

記

１．定期健康診断による疾病の把握
２．就業上の措置の決定
３．乗務前点呼における乗務判断
４．乗務中の判断・対処
５．平時からの健康増進

③乗合バスの健康起因による転落事故

１月２２日（金）午後７時３５分頃、宮城県の市道におい
て、同県に営業所を置く乗合バスが回送中、反対車線の
道路標識に衝突後、道路脇の水田に転落した。この事故
により、運転者が軽傷を負った。事業者によると、ドライブ
レコーダーの映像から、事故直前に運転者がうつむき状
態となり、道路標識に衝突後、転落した模様。

運転手は宮城交通の社員で、バスは市交通局がバス会
社に運行業務委託。運転手は睡眠時無呼吸症候群と診
断されたことがあり、経過観察中だったという。
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健康起因事故防止の徹底について（平成２８年１月２５日 国自安第２４０号）

状況

運転者の健康に起因する事故について、1月以降相次いで発生。
（当該事故は、大事故につながるおそれがあり、過去、中部運輸局管内に

おいても非常に大きな事故が発生。）

緊急対策の概要

バス事業者に対し、下記の内容を始めとする「事業用自動
車の運転者の健康管理マニュアル」について徹底すること
を指示

１．定期健康診断による疾病の把握

２．就業上の措置の決定

1月7日 東京等小金井市（乗合バス）

1月17日 兵庫県淡路市（貸切バス）

1月22日 宮城県仙台市（乗合バス）

●事故発生状況

２．就業上の措置の決定

３．乗務前点呼における乗務判断

４．乗務中の判断・対処

５．平時からの健康増進

【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）

貸切バスが乗客39 名を乗せてカーブが続く道路を約50km/hで運行
中、当該バスの運転者が、くも膜下出血により意識を喪失した。当該バ
スは左カーブにさしかかったところでそのまま直進、中央線を越えて右
側のガードレールを突き破り、約４ｍ下の雑木林に転落した。

現場の市道にブレーキ痕がないこ
とから、事故直前に発症して意識
を失ったと推定。

運転者及び乗客全員がシートベルトを着用、シートベル
トが衝撃を軽減する役割を果たしたと推定。

中部運輸局管内事故事例

就
業
上
に
お
け
る

判
断
と
対
処
の
流
れ
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１．軽井沢スキーバス事故対策検討委員会資料

（抜粋）（H28.1.29、2.9)
２．軽井沢スキーバス事故を踏まえた注意喚起通達

３．最近の状況を踏まえた注意喚起通達

４．事業用自動車事故調査委員会報告書（概要）４．事業用自動車事故調査委員会報告書（概要）

５．健康管理の取組

６．次世代運行管理・支援システムの検討状況

７．平成28年度予算（案）
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事業用自動車事故調査委員会案件一覧（バス関係）

事案
番号

発生年月日 事業の種類
事故の
種類

発生場所 事故の状況 進捗状況

3 平成26年8月4日 貸切バス 衝突
東京都江東区 首都高速９号線で貸切バスが乗合バスに追突した事故。 平成27年7月21日議

決首都高速９号線 軽傷10名。

事案
番号

発生年月日 事業の種類
事故の
種類

発生場所 事故の状況 進捗状況

1 平成26年9月26日 貸切バス 衝突
神奈川県平塚市 貸切バスが、路肩側に停車していた高所作業車に追突した事故。 平成27年10月30日

議決小田原厚木道路 重傷2名、軽傷14名。

2 平成27年1月9日 乗合バス 衝突
東京都大田区 乗合バスが、信号機の柱に衝突した事故。

調査中
都道４２１号線 軽傷19名。

3 平成27年7月14日 乗合バス 衝突
三重県四日市市 高速乗合バスが、ダンプカーに衝突し転落した事故。

調査中
東名阪自動車道 重傷1名、軽傷22名。

特別重要調査対象事故

重要調査対象事故

39

3 平成26年8月4日 貸切バス 衝突
決首都高速９号線 軽傷10名。

5 平成26年8月25日 貸切バス 衝突
静岡県富士市 貸切バスが前方を走行していたトラックに追突した事故。 平成27年10月30日議

決東名高速道路 重傷2名、軽傷25名。

8 平成26年11月8日 貸切バス 衝突
東京都板橋区 オートバイとの衝突をきっかけに発生した貸切バス３台の玉突事故。

調査中
首都高速道路５号線 軽傷74名。

11 平成27年1月14日 乗合バス 衝突
千葉県白井市 乗合バスが、道路左側のガードレールに衝突した後に住宅のフェンスに衝突し

た事故。重傷3名、軽傷5名。
調査中

市道

12 平成27年1月20日 乗合バス 衝突
北海道小樽市

乗合バスが圧雪凍結の道路で前の車両への追突回避のためハンドルを操作し
たところ、スリップして道路左側施設の石垣に衝突した事故。 調査中

市道 軽傷10名。

13 平成27年1月30日 乗合バス 衝突
北海道枝幸郡 乗合バスがトレーラに追突し、その弾みで道路標識に衝突した事故。

報告書案審議中
国道２７５号線 重傷2名、軽傷3名

15 平成27年4月22日 貸切バス 衝突
熊本県南小国町 貸切バスが道路脇の街路樹に衝突した事故。

調査中
国道２１２号線 重傷2名、軽傷19名。

16 平成27年4月27日 貸切バス 衝突
静岡県浜松市 貸切バスが赤信号で停止していた別の貸切バスに追突した事故。

調査中
県道 軽傷28名

18 平成27年7月4日 貸切バス 転覆
大分県別府市 貸切バスが雨でスリップし転覆した事故。

調査中
自動車専用道路 重傷2名、軽傷10名。

注）負傷者数は、平成27年10月30日現在において把握しているものである。



事故概要

原因

平成26年8月4日、貸切バス（マ
イクロバス）が乗客７名を乗せ
て、首都高速道路を走行中、渋
滞で徐行していた相手車両（大
型バス）に追突し、相手車両の
運転者1名及び乗客９名が軽
傷を負った。

貸切バスの追突事故（東京都江東区）

再発防止策

貸切バスの運転者が、進行方向の上方に設置された図形情報板を注視し、
前方への注意がそがれたこと及び速度超過（80km/hで走行）したことによ

り、徐行していた相手車両に気づくのが遅れ、ブレーキ操作をしたものの追
突した。

また、運転者に対する点呼における適切な運行指示や適性診断を活用した
教育を行っていなかったことも事故につながった可能性がある。（当該運転
者は、適性診断において「注意の配分が十分でない」と指摘されていた。）

★ 運行管理に係る法令遵守の徹底
★ 適性診断結果に応じた、きめ細かな運転者教育指導の実施
★ 衝突被害軽減ブレーキ等予防安全技術の装備等
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事故概要

平成26年9月26日、貸切バスが乗客13名を
乗せて走行中、車両故障により停止していた
相手車両に追突した。この事故により、貸切
バスの運転者及び添乗員の2名が重傷を負い、
乗客13名及び相手車両の運転者1名が軽傷を
負った。

貸切バスの運転者が体調異変の兆候を感じて

原因

事故状況図

貸切バスの損傷状況

貸切バスの追突事故（神奈川県平塚市）

いたにもかかわらず運転を続け、前方を注視で
きなくなったことにより相手車両に気付くのが
遅れ追突した。背景には、運転者の健康管理が
徹底されておらず、事故当日、運転者の健康状
態を把握する点呼が実施されていなかった。

再発防止策

★事業者は、運転者の病歴を的確に把握し、医師の判断に基づき治療を受けさせるなど、運転者の健
康管理を徹底する。

★事業者は、運転者に対し、走行中に体調異常を生じた場合、非常点滅表示灯を点灯させ、直ちに、車
両を安全な場所に停止するよう指導する。
★事業者は、遠隔地であっても電話等により点呼を確実に実施し、運転者の健康状態を把握する。 41



事故概要

原因

平成26年8月25日、貸切バスが乗客29名を
乗せて走行中、大型トラックに追突した。

この事故により、貸切バスの運転者と交替
運転者が重傷を負い、乗客24名及び相手
車両の運転者1名が軽傷を負った。なお、貸
切バスの運転者は、事故発生24時間以上
経過後に死亡した。

貸切バスの追突事故（静岡県富士市）

原因

再発防止策

★事業者は、運転者に対し、注意力が低下した状態で運転を継続することの危険性を理解させるととも
に、シートベルトの装着を徹底するよう教育する。

★事業者は、運転者に対し、疲労や眠気を感じたときは、速やかに運転を中断し、その旨を運行管理者
に報告して指示を受けるよう指導する。

★事業者は、運転者に対し、衝突防止補助（警報）装置が正常に作動していることを確認し、故障等によ
り作動しない場合にはより安全運転に努めるよう教育する。

貸切バスの運転者が運転中に注意力が低下した状態に陥ったことにより、前方を低速で走行する相
手車両に気付くのが遅れ、追突に至ったものと考えられる。

装着されていた衝突防止補助（警報）装置の作動が停止していたことから、運転者に対する衝突警報
が行われず衝突回避の遅れにつながった可能性があると考えられる。
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１．軽井沢スキーバス事故対策検討委員会資料

（抜粋）（H28.1.29、2.9)
２．軽井沢スキーバス事故を踏まえた注意喚起通達

３．最近の状況を踏まえた注意喚起通達

４．事業用自動車事故調査委員会報告書（概要）４．事業用自動車事故調査委員会報告書（概要）

５．健康管理の取組

６．次世代運行管理・支援システムの検討状況

７．平成28年度予算（案）
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健康管理マニュアルの主な内容

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（義務）

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（義務）

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、

就業上における判断と対処の流れ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ Ⅲ

第１ステップ：健康管理マニュアルに基づく健康管理

Ⅰ

44

※ ～ 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（義務）

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（義務）

医師等による改善指導（義務）

３．判断目安に基づく乗務前・中の判断・対処（義務）
【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）

Ⅰ Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ



第２ステップ：特定健診・特定保健指導の活用

１．ステップ１：腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定
（１）腹囲：男性85cm以上、女性90cm以上
（２）腹囲：上記①以外、BMI：25以上

２．ステップ２：検査結果、質問票より追加リスクを判定
①血糖（空腹時血糖：100mg/dl以上 or HbA1c：5.6%以上）

○高齢化の急速な進展に伴い、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増加傾向

○このような状況のもと、内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保
健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること（病気の予防）を目的として、平成20年４月から導入。
○医療保険者（組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、共済組合等）が40~74歳となる医療保険の加入者に対して、特定健診・特

定保健指導を実施することを義務付け。費用は主に医療保険者が負担。

導入の背景

特定保健指導レベルの確定方法 特定保健指導

動機付け支援 積極的支援

初回面接
個別面接20 分以上、または８名以下のグループ面

実績評価

面接・電話・メール等で健康状態・生活習慣（改善状
況）を確認（６ヶ月後） 45

①血糖（空腹時血糖：100mg/dl以上 or HbA1c：5.6%以上）
②脂質（中性脂肪：150mg/dl以上 or HDLコレステロール：40mg/dl未満）
③血圧（収縮期：130mmHg以上 or 拡張期：85mmHg以上）
④質問票：喫煙歴あり（①~③のリスクが１つ以上の場合のみカウント）

３．ステップ３：ステップ１、２から保健指導レベルをグループ分け
（１）の場合：①~④のリスクのうち、追加リスクが

２以上の対象者：積極的支援レベル
１の対象者 ：動機付け支援レベル
０の対象者 ：情報提供レベル

（２）の場合：①~④のリスクのうち、追加リスクが
３以上の対象者：積極的支援レベル
１ｏｒ２の対象者 ：動機付け支援レベル
０の対象者 ：情報提供レベル

４．ステップ４：以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定
・65歳以上75歳未満は、積極的支援となった場合でも動機付け支援とする。
・服薬中の人は医療保険者による特定保健指導の対象外

個別面接20 分以上、または８名以下のグループ面

接で８０分以上専門的知識・技術を持った者（医師・
保健師・管理栄養士等）が、対象者に合わせた実践
的なアドバイス等を実施

自身で、「行動目標」に沿って、生活習慣改善を実践

面接・電話・メール・
ファックス・手紙等を用
いて、生活習慣の改善
を応援（約3 ヶ月以上）



第３ステップ：運送事業者におけるデータヘルス

けんぽ協会／健康保険組合

ドライバー等

○「日本再興戦略」（平成25年6月閣議決定）に基づき、全ての健保組合において、特定健診・レセプト等のデータ分析
に基づくデータヘルス計画の作成、事業実施、評価等のデータヘルス計画を平成27年度から開始。
○運送事業者は、乗客の人命を預かっているとともに、事故時の加害性が大きいこと、また、ドライバーの確保の観点か

ら、魅力ある職場づくりが重要であり、他の業界に比べより積極的にデータヘルスを促進する必要。
○データヘルスの実施にあたっては、個々の運送事業者における特徴（例：中・小規模、昼・夜勤務、高齢者・若者層、

運動不足）を踏まえつつ、運転者のデータ分析に基づく計画を策定し、きめこまかな指導・相談を実施する必要。
○運送事業者、健保組合、健康管理コンサルタントなど関係者一丸となって、データヘルスを促進することが重要。

健康管理コンサルタント

１．Plan(計画）

特定保健指導に比べ、データ分析や事業者
の特徴に基づいて、対象者や指導方法を柔
軟に設定可能で、より高い効果が期待。

データヘルス計画の概要 実施体制

運送事業者

事業主

○データヘルス計画の導入に向けた啓発
（セミナー、講習会、事故報告及び監査時等を活用）

１．Plan(計画）
・健診結果やレセプトデータ、事業者の特
徴、費用対効果などを踏まえた取組を計画
・成果目標の設定

２．Do(実施）
・事業者においては、「健康経営」の意識
のもと、積極的に実施

３．Check(評価）
・事業の評価

４．Action(改善）
・評価結果に基づき、計画を改善

○事業者への「健康経営」意識付け
○費用調達
○情報管理
○PDCAサイクルによる事業実施
・データ分析、事業者の特徴・要望把
握、取組内容の計画、成果目標の設定
・途中経過、事業結果の説明・報告
・改善内容の提案

・「健康経営」の意識
・事業の特徴説明
・取組内容の合意（人材・費
用負担含む。）
・ドライバー等への取組指導
・改善内容の合意

・積極的な取組
・成果及び改善内容の把握

中部運輸局
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データヘルスの取組事例①（富士急行観光（株））

・事業内容
○一般貸切旅客自動車運送事業
○特定旅客自動車運送事業
○旅行業・不動産賃貸業

・平均年齢が高い。定期健康診断結果の改善指導は自社だけの取り組みでは不安。

・沿革
昭和２３年創業 昭和３６年富士急ｸﾞﾙｰﾌﾟ入り

・概要
車両数６１台 従業員数９９名（うち運転者５９名）

事業形態・規模・背景

健康マネジメント協会との取組み

47

・健康管理マニュアル（改正）に対応するため、

健康マネジメント協会と一緒に運転者の健康管理と健
康起因による事故防止の取り組みを開始。

・健康診断結果を基に、高・中・低リスク者及び健康層
の振り分けを行う。

・協会支援のもと医師の診断を受けたリスク者に対し、
管理栄養士や専門医等運転者に対する健康管理・改
善指導等を通じて生活習慣病を改善し、健康管理
PDCA計画を実行しリスク層から健康層へ近づけるよ
うにする。
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高リスク層の改善状況

運転者一人ひとりの「健康改善ＰＤＣＡ」計画に基づいて、第一段階として
２０１５年７月～１２月までの６ヶ月間で、高リスク者６名を重点対象に健康改善に
努めた。
３ヶ月を経過した時点で、驚異的な改善となった。（改善率は９４.７％）
７月の時点では、６名全員で１９項目の異常が報告されていたが、１８項目に
おいて改善がなされており、１項目が未改善であった。

48

高リスク層6名

中リスク13名

低リスク層26名

健康層6名

運転者５１名

●＜改善率中間実績：９４．７%＞
・運転者本人の自覚と研修の成果
（ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ向上）

・管理栄養士（健康マネジメント協会）と運転者の
固い信頼関係

・産業医と健康マネジメント協会・本人との
「円滑な連携」奏功

驚異的な改善の要因は？



データヘルスの取組事例②(中日臨海バス（株）)

これまでの取り組み きっかけ・今後の取り組み（予定）

○企業送迎貸切バス、観光貸切バスの運行
○全国に営業所、全従業員：３５０名（内ドライバー：３００名）
○高齢化で人手不足のため送迎の乗務員は平均６０歳に近い。また、乗務員は、７０歳までとしている。

事業形態・規模

1. 入社時に健康診断を受診

2. 産業医に全職員の健康診断結果を提出

3. 要観察と判断された場合、産業医又は主治医での受診を指示。
（初検費用１/２会社負担）

4. 健康診断で要観察と判断された場合、「何日以内に受診しなさ

過去４～５年で、脳疾患及び心臓疾患等により、３名の運転手が
死亡

きっかけ

○ 一般社団法人健康マネジメント協会と契約し、協会の支援の
もと、健康診断結果を基に、高、中、低リスク者及び健康層

今後の取組み

4. 健康診断で要観察と判断された場合、「何日以内に受診しなさ
い。」との用紙を渡し、かつ言葉でも指示。

5. 用紙には、受診した医師に書面で運行の可否について記載を依
頼し、その用紙を社に提出させる。否の場合は、医師が可とす
るまで乗務させず。

6. 希望者は産業医より、年１回カウンセリングを受けることと
し、その結果の報告を指示。

簡易脳ドック（ＭＲＩ／ＭＲＡ）を３年に１回、全社一斉に受
診、また、入社時にも受診。

ＳＡＳは、入社時と３年に１回検査を実施、ＳＡＳ検査を行わ
ない者は不採用。

ハード面では、横を向いていると警告音が鳴る装置を、一部の
営業所で試験導入。

事業者

もと、健康診断結果を基に、高、中、低リスク者及び健康層
の振り分けをする。

○ 協会の支援のもと医師の診断を受けたリスク者に対し、管理
栄養士や専門医等の運転者に対する健康管理・改善指導等を
通じて生活習慣病を改善し、健康管理PDCA計画を実行しリ
スク層から健康層へ近づけるようにする。

運転者

事業用運転者
健康データ管理

協会データベース

健康診断結果
情報の入力データ
送付

健康管理
ノート活用
（個人別配
布）

医療指導
食事療法
運動療法
等

スタッフ
医師管理栄

養士

健康改善
ＰＤＣＡサ
イクル

高リスク層

中リスク層

低リスク層

健康層

●計画に沿って改善目標の達成を目
指す。
●目標は「健康基準値改善率」
●高リスク・中リスク層・低リスク層

定期的に健康チェック記入
・血圧、体重測定
・食事療法
・ウォーキング歩数
・飲酒量
・睡眠時間など

＝各人別リスク層に応じた健康ＰＤ
ＣＡサイクル＝

運転者
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健康管理支援事業者一覧
種類 事業者名 活動概要 ホームページ

健康管理

安全運行サポーター協議会
輸送事業現場での課題解決支援や、各種データ活用基盤の整備、物流含めた各種研究・パ
イロットプロジェクトの実施、政策提言活動、セミナー開催を行う。

http://ansapo.org/

一般社団法人
健康マネジメント協会

「事業用自動車の健康管理マニュアル」の趣旨実現に向け、現場環境に即した効果の高い
健康管理マネジメントを提案。

健康診断結果のデータ分析や個別の健康指導まで、運転者の健康管理をサポートする。
https://www.health-ma.jp/index.html

加入健康保険組合
各県健康保険協会(協会けんぽ)

業務を委託している保健指導機関より、事業所様またはご本人様へ特定保健指導を案内し、
保健師等が無料で保健指導を行う。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

地域産業保健センター
（独立行政法人労働者健康福祉機構）

労働者数50人未満の事業場を対象に、相談などへの対応を行う。
・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
・健康診断の結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者に対する面接指導
・個別訪問指導（医師などによる職場巡視など）

・産業保健に関する情報提供

http://www.rofuku.go.jp/

一般社団法人 健康起因事故防止において、平時から運転者の疾病を把握し脳･心疾患を未然に防ぐため
脳ＭＲＩ

一般社団法人
運転従事者脳MRI健診支援機構

健康起因事故防止において、平時から運転者の疾病を把握し脳･心疾患を未然に防ぐため
のＭＲＩによる画像診断は、疾病の効果的な把握手法である。

地域の医療機関と提携し、安価に検査を受けることができる。
http://www.brainscan.or.jp/index.html

ＳＡＳ

一般財団法人運輸
交通SAS対策支援センター

睡眠呼吸障害等に関するスクリーニング検査、その他の運輸・交通等の事業に従事する者
の健康の維持・管理に関する事業等を行うことにより、運輸・交通事業等における事故の軽
減・防止、安全性の向上を図り、もって、人と環境に優しい社会の形成及び公共の福祉の増
進に資することを目的とする。

http://www.sas-support.or.jp/

ＮＰＯ法人睡眠健康研究所

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)をスクリーニングするフローセンサ法を
開発した。自宅で簡単にスクリーニング検査ができ、検査データを解析して専門医により睡
眠時の呼吸状況を判定し、必要のある方には医療機関を紹介する。

http://plaza.umin.ac.jp/sleep/

特定非営利活動法人
ヘルスケアネットワーク（OCHIS）

・睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策事業
・健康サポート事業（療養相談、健康相談、健康教室）
・医師などの講師派遣・健康セミナーなどのイベント事業
・保健専門職（保健師・看護師・管理栄養士・運動指導士・歯科衛生士など）の派遣
・労働衛生についてのアドバイス・健康関連などの各種情報提供
・健康保険組合のサポート業務
・地域医療情報ネットワーク運営事業
・保健・医療機関 IT化支援事業
・地域医療情報システム普及活動
・地域医療に係るホームページ運営事業

http://sas.ochis-net.jp/
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１．軽井沢スキーバス事故対策検討委員会資料
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２．軽井沢スキーバス事故を踏まえた注意喚起通達
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次世代運行管理・支援システムの検討課題

Ａ事業者
運行管理者

【検討課題６】

運行に係る情報の一元管理すべき情報の検
討。
①車両走行データ

②運転者等の運行時挙動、労働時間、ＩＴ点呼
データ
③運転者の健康診断、適性診断のデータ
④車両の点検整備情報 【検討課題５】

運行記録計等のデータの送信方法や送信頻度に
ついて、実用性及びコスト面を踏まえ、事業者規模
に応じ検討。

●ＳＤカードによるデータ転送

●クラウド通信
・イベント発生時の双方向通信

【検討課題７】
一元管理の方法を検討
①各社クラウドサーバーのプラットフォーム化

②各メーカー毎のクラウドサービス＋営業所にお
ける共通ソフトでの解析

中継輸送等に係る情報共有

他サービスの活用
・ヒヤリハットマップの作成
・保険サービス
・車両メンテナンス 等

車載器以外からの情報

クラウドサービス

運 転 者

【検討課題１】

車両走行データの取得方法等について、技術開発の
状況やコスト面やセキュリティを視野に入れつつ、最適
な方法を検討。
①速度パルス等を専用配線から分岐して取得（現行)
②速度パルス等を専用ポートより取得
③車載CANデータより取得（ＯＢＤポート、専用ポート、
カーナビ等）
④ＧＰＳによる速度データの取得（スマホ 等）

【検討課題２】

・運行記録計の本来の目的を明確化し、既存の技術基準を必要に応
じて見直す。

・法定３要素の他、安全運転指導や省エネ運転促進、その他サービ
スへの活用及びコスト面や備えるべき要件を踏まえ、取得すべき車
両データを検討。
①法定３要素（速度、時間、距離）（現行）
②安全運転指導（急ブレーキ・急発進、急ハンドル等のデータ等）
③省エネ運転促進（燃料消費量、距離）

【検討課題３】

運行記録計と連携すべき機器及びその連携方
法を検討。
①ドライブレコーダー
②各種ヘルスケア機器

③バスジャック時等の緊急対策装置（車両位置
情報含む）
④ＥＴＣ

Ｂ事業者
運行管理者

【検討課題４】

車両走行データ及び運転者等の運行時挙動デー
タの出力形式の標準化を検討。

に応じ検討。
①携帯回線 or WIFI →事務所
②携帯回線 or WIFI→クラウド（経由）→事務所
③ＳＤカード

連 携 車両走行データの取得

中継輸送等に係る情報共有

車 両車載器 次世代運行記録計
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Remote FMS ver.1 – 概要

• 発行 ： 2014年9月15日 version1
• 概要

rFMS APIバージョン1により、車両の情報や位置について、共通の方法でOEMのサーバー
から直接情報を得ることができるようになった。

・バージョン1では、標準として以下のサービスが定義されている。

・車両リスト
ユーザー認証に関する情報を得る。

・車両状態バージョン1 （現在および過去のデータ）
車両の状態に関する情報を得るユーザー認証に関する情報を得る。

○車両ID
○車両名
○ナンバー
○サポートされているサービス

・車両位置（現在および過去のデータ）
車両の位置に関する情報を得る
○車両ID
○位置
○速度

車両の状態に関する情報を得る
○車両ID
○位置
○重量
○燃料
○距離
○速度
○運転者1の情報
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車両メーカー製
通信機器

車両メーカーの
バックエンド

現在 (FMSゲートウェイを用いる方法)

Remote FMSの将来動向

FMSゲートウェイ
サードパーティー製
通信機器 運行管理システム 顧客

これらを余分に購入・設置する必要がある
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運行管理システム 顧客

車両メーカー製
通信機器

車両メーカーの
バックエンド

rFMS API

～rFMSを用いると～

～異なるブランドにrFMSを用いると～

Remote FMSの将来動向

運行管理システム 顧客

rFMS API
車メーカーB社のバックエンド

車メーカーZ社のバックエンド

車メーカーA社のバックエンド

どのブランドにも同
じAPIを使える
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平成２８年度予算（案）～自動車運送事業の安全対策～①

○ビッグデータ活用による事故防止対策推進事業（予算額：77百万円）

官民が保有する様々な運行記録や登録情報等について、事故防止対策に活用するビッグ

データとして整備することによって、適切な運行管理、効果的な監査、健康起因事故の未然防
止等の対策を講じ、自動車事故や死傷者数の大幅な削減を目指す。

●事故防止運行モデルの構築のための調査 ●事業用自動車総合安全情報システムの構築による
事故情報等分析機能の強化
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○健康起因事故防止のための運転者向けスクリーニング検査の普及促進（予算額：10百万円）

健康起因事故防止の推進を図るため、国交省、運送業界、医療関係団体が連携し、脳疾患・

心疾患等に関する運転者向けスクリーニング検査に関しセミナーの開催、先進事例における事故
削減効果の調査等を行い、同検査の普及を促進する。

○自動車運送事業の安全総合対策事業（事故防止対策支援推進事業）（予算額：1,004百万円）

事業用自動車総合安全プラン2009の目標達成に向け、運転者の健康状態に起因する事故対
策等を強化すべく、先進安全自動車（ASV）の導入を支援するとともに、過労運転防止に資する機
器等の普及を促進する。

平成２８年度予算（案）～自動車運送事業の安全対策～②
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器等の普及を促進する。



悲惨な事故を絶対に
発生させないために！！

ご静聴ありがとうございました

発生させないために！！
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