
 資料１  

令和元年１２月５日 

総 務 部 

 

年末年始の輸送等に関する安全総点検を実施します 
～局長が東日本旅客鉄道株式会社・新潟交通株式会社、局次長が佐渡汽船株式会社を確認～ 

 

 年末年始は大量の輸送需要が発生し、輸送機関等に人流・物流が集中しますが、ひとたび事

故等が発生した場合には、大きな被害となることが予想されます。 

 このため、北陸信越運輸局では、事故防止、テロ対策等の点検と啓発を行い、輸送機関等の

安全に対する意識高揚を図り、輸送の安全確保に万全を期するため「年末年始の輸送等に関す

る安全総点検を以下のとおり実施します。 

 

１．実施期間 

令和元年１２月１０日(火)～令和２年１月１０日(金) 

 

２．重点点検事項 

今年度の総点検においては、以下の４点に特に留意して点検します。 

(１)安全管理 

※特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導監督体制 

(２)災害時の通報・連絡・指示体制 

※自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指導体制の整備・構築状況 

  (３)テロ対策 

    ※テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組み、テロ発生時の通報・連

絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

 (４)新型インフルエンザ対策 

   ※新型インフルエンザ対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及

び職場におけるうがい・手洗い等感染防止対策の周知・徹底状況 

 

３．実施体制 

◆北陸信越運輸局長による現地確認 (行程等詳細は「別紙１」のとおり) 

 ○事業者 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 

実施日 令和元年１２月１０日(火) ９時５０分～ 

  場 所 新潟駅（新潟市中央区花園１丁目１－１） 

 

 ○事業者 新潟交通株式会社 

  実施日 令和元年１２月１０日(火) １４時００分～ 

  場 所 新潟東部営業所（新潟市東区榎字三百割１５１－９） 

 

◆北陸信越運輸局次長による現地確認 (行程等詳細は「別紙２」のとおり) 

 ○事業者 佐渡汽船株式会社 

  実施日 令和元年１２月１０日(火) ８時１５分～ 

  場 所 カーフェリー「ときわ丸」(新潟事務所：新潟市中央区万代島９番１号) 
  
 ※上記のほか、期間中は北陸信越運輸局管内において、職員による立入点検を別紙４～７のとおり実施 

します。 



 

別紙１ 

北陸信越運輸局長による現地確認 

 

○事業者  東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 

(１)日 時 令和元年１２月１０日(火) ９時５０分～１０時３０分 

(２)場 所 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 新潟駅 

       新潟市中央区花園１丁目１－１ 

(３)点検者 北陸信越運輸局長 板崎
いたざき

 龍
りょう

介
すけ

  他 

(４)内 容 新幹線ホーム等の安全対策点検 

 

 

○事業者  新潟交通株式会社 

(１)日 時 令和元年１２月１０日(火) １４時００分～１５時００分 

(２)場 所 新潟交通株式会社 新潟東部営業所 

       新潟市東区榎字三百割１５１－９ 

(３)点検者 北陸信越運輸局長 板崎
いたざき

 龍
りょう

介
すけ

  他 

(４)内 容 営業所内設備等の安全対策点検 

※取材が可能な場所は事務室以外のみとなります。 

 

【取材について】 

 ○取材を希望される場合は、１２月９日(月)１６時までに、以下の問い合わせ先あて 

ご連絡願います。 

 ○集合場所、集合時間、留意事項等についてご案内します。 

 

＜問い合わせ先＞ 

  北陸信越運輸局総務部 

    担当：佐藤(さとう)、阿部（あべ）、石田(いしだ) 

    TEL ：０２５－２８５－９０００ 

    FAX ：０２５－２８５－９１７０  

 



 

 

別紙２ 

北陸信越運輸局次長による現地確認 

 

○事業者  佐渡汽船株式会社  

(１)日  時   令和元年１２月１０日(火) ８時１５分～９時００分 

(２)場  所    新潟事務所 

           新潟市中央区万代島９番１号 

(３)点検旅客船 「ときわ丸」＜総トン数 5,380 ﾄﾝ､旅客定員 1,500 名＞ 

(４)点検者    北陸信越運輸局次長 鈴木
す ず き

 修
おさむ

  他 

           ※新潟海上保安部との合同による安全総点検 

(５)内  容    甲板、客室、救命胴衣 等の安全対策点検 

※天候悪化等による欠航又は遅延により、現地確認を中止する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

【取材について】 

 ○取材を希望される場合は、１２月９日(月)１６時までに、以下の問い合わせ先あて 

ご連絡願います。 

 ○集合場所、集合時間、留意事項等についてご案内します。 

 

＜問い合わせ先＞ 

  北陸信越運輸局総務部 

    担当：佐藤（さとう）、阿部（あべ）、石田(いしだ) 

    TEL ：０２５－２８５－９０００ 

    FAX ：０２５－２８５－９１７０  



 【別紙３】 

 

年末年始の輸送等安全総点検取材申し込み表 

FAX 025-285-9170   総務部  あて 

※恐れ入りますが１２月９日（月）１６：００までにお申し出ください。 

 

 

会社名 
 

 
    

取材日 取材先（輸送機関） 氏 名 職 名 

月  日   記者・カメラ・（     ） 

月  日   記者・カメラ・（     ） 

月  日   記者・カメラ・（     ） 

月  日   記者・カメラ・（     ） 

月  日   記者・カメラ・（     ） 

月  日   記者・カメラ・（     ） 

月  日   記者・カメラ・（     ） 

月  日   記者・カメラ・（     ） 

 

■ご連絡先（ご担当者） 

ご芳名               

 

部 署               

 

電 話               

 

E:mail               

 

※気象状況その他理由により現地確認を中止する場合があります。 



別紙４

種別 事業者名 点検場所 住所 点検者
問い合わせ先
(担当)

鉄道 東日本旅客鉄道㈱新潟支社 新潟駅 新潟市中央区花園１丁目１－１ R1.12.10 9:50～10:30 北陸信越運輸局長　他

乗合 新潟交通　株式会社 新潟東部営業所 新潟市東区榎字三百割１５１－９ R1.12.10 14:00～15:00 北陸信越運輸局長　他

佐渡汽船㈱
新潟事務所
万代島先端岸壁

新潟市中央区万代島９番１号 R1.12.10 8:15～9:00
北陸信越運輸局次長　他
（新潟海上保安部と合同）

粟島汽船㈱ 岩船港営業所 村上市岩船港町１－６７ R1.12.12 9:50～
北陸信越運輸局海事部
次席運航労務監理官　他

㈱阿賀の里 石間乗船場 東蒲原郡阿賀町石間４３０１番地 R1.12.19 10:00～
北陸信越運輸局海事部
首席運航労務監理官　他

タクシー はとタクシー　株式会社 本社営業所 新潟市中央区高志１丁目８番地７号 R1.12.11 10：00～11：00 首席運輸企画専門官　他

貸切 新潟第一観光バス　株式会社 本社営業所 新潟市南区上塩俵１２７０番地 R1.12.11 13：30～14：30 首席運輸企画専門官　他

乗合 新潟交通観光バス　株式会社 本社営業所 新潟市東区寺山３丁目７番１号 R1.12.12 10：00～11：00 新潟運輸支局長　他

トラック トナミ運輸信越株式会社 本社営業所（新潟支店） 新潟市西区北場１０８７－１ R1.12.12 13：30～14：30 新潟運輸支局長　他

※天候悪化や事故等緊急事案が発生した場合は、現地確認を中止する場合があります。

※取材される場合、立ち入り許可が必要なところもありますので、事前に【問い合わせ先】にご連絡をお願いします。

新潟県内における安全総点検現地確認

点検日時

総務部総務課
025-285-9000
問い合わせ時間
　8:30～17:15

(佐藤・阿部・石田)旅客船

輸送・監査部門
025-285-3124

　
問い合わせ時間
　8:30～17:15

（近藤、佐塚）



別紙５

種別
(乗合・貸切・タ
クシー・トラッ

ク)

事業者名 点検場所 住所 点検者
問い合わせ先
(担当)

タクシー・貸切 スマイル観光旭(株) 本社営業所 長野市大字大豆島西沖8番地2号 R1.12.11 14：00～15：00
北陸信越運輸局
自動車技術安全部長　他

乗合・貸切 長電バス(株) 長野営業所 長野市大字村山471番地１ R1.12.12 10：00～11：00
北陸信越運輸局
自動車技術安全部長　他

タクシー・乗合 松葉タクシー(有) 軽井沢東営業所 軽井沢町大字軽井沢東３０５ R1.12.13 13：00～14：00 長野運輸支局長　他

トラック 信州名鉄運輸(株) 松本支店 松本市和田４８６１ R1.12.16 11：00～12：00 長野運輸支局長　他

タクシー・貸切 美勢タクシー(株) 本社営業所 塩尻市大門1番町3番地3号 R1.12.16 14：00～15：00 長野運輸支局長　他

トラック (株)スワリク 本社営業所 諏訪市大字豊田１０７０ R1.12.17 11：00～12：00 長野運輸支局長　他

※天候悪化や事故等緊急事案が発生した場合は、現地確認を中止する場合があります。

長野県内における安全総点検現地確認

点検日時

総務部総務課
025-285-9000
問い合わせ時間
　8:30～17:15

(佐藤・阿部・石田)

総務企画部門
輸送・監査部門
026-243-4384

問い合わせ時間
　8:30～17:15

(勝田、荒井)

※取材される場合、立ち入り許可が必要なところもありますので、事前に【問い合わせ先】にご連絡をお願いします。



別紙６

種別 事業者名 点検場所 住所 点検者
問い合わせ先
(担当)

富山ライトレール㈱
城川原停留場
岩瀬浜停留場
富山駅北停留場

富山市城川原３丁目３－４５
富山県富山市岩瀬天神町４５番地
富山県富山市牛島町２０

R1.12.16 13:00～16:30
北陸信越運輸局
鉄道部長　他

あいの風とやま鉄道㈱
富山駅
高岡駅

富山市明輪町１番２２７
高岡市下関町６－１

R1.12.17 9:00～11:40
北陸信越運輸局
鉄道部長　他

富山地方鉄道㈱ 電鉄富山駅 富山市桜町１丁目１－１ R1.12.17 13:00～15:30
北陸信越運輸局
鉄道部長　他

乗合・貸切 富山地方鉄道（株） 富山自動車営業所 富山市双代町2-20 R1.12.10 13：30～14:30
北陸信越運輸局
自動車交通部次長　他

トラック トナミ運輸（株） 富山支店 富山市宮町334-1 R1.12.10 15：00～16:00
北陸信越運輸局
自動車交通部次長　他

貸切 新富観光サービス（株） 本社営業所 富山市上野322 R1.12.11 10:00～11:00 自動車交通部次長　他

貸切・乗用 平和交通（株） 柳田営業所 氷見市柳田字水替田2078-1 R1.12.13 13:00～14:00 富山運輸支局長　他

貸切 西部観光（株） 本社営業所 氷見市幸町25-49 R1.12.13 14:30～15:30 富山運輸支局長　他

※天候悪化や事故等緊急事案が発生した場合は、現地確認を中止する場合があります。

富山県内における安全総点検現地確認

点検日時

総務部総務課
025-285-9000
問い合わせ時間
　8:30～17:15

(佐藤・阿部・石田)

鉄道

※取材される場合、立ち入り許可が必要なところもありますので、事前に【問い合わせ先】にご連絡をお願いします。

総務企画部門
輸送・監査部門
076-423-0893
問い合わせ時間
　8:30～17:15
(開田、大田）

旅客船 富山県 越の潟発着場 射水市堀岡新明神西浜２０８ R1.12.10 10:00～
富山運輸支局次長　他
（伏木海上保安部と合同）

伏木分庁舎
0766-44-1367
問い合わせ時間
　8:30～17:15
(北口・大川)



別紙７

種別 事業者名 点検場所 住所 点検者
問い合わせ先
(担当)

トラック 北陸貨物運輸（株） 白山営業所 白山市八田町1730番地 R1.12.11 15:00～
北陸信越運輸局
自動車交通部長　他

乗合 小松バス（株） 小松自動車営業所 小松市鶴ヶ島町8番地1号 R1.12.12 10:00～
北陸信越運輸局
自動車交通部長　他

乗合 北陸鉄道（株） 金沢営業所 金沢市割出町706番地 R1.12.10 10:00～ 石川運輸支局長　他

貸切 （株）丸一観光北陸 本社営業所 金沢市無量寺町ホ120番地 R1.12.10 13:30～ 石川運輸支局長　他

乗用 石川交通（株） 本社営業所 金沢市長田2丁目478番地 R1.12.11 10:00～ 石川運輸支局長　他

※天候悪化や事故等緊急事案が発生した場合は、現地確認を中止する場合があります。

石川運輸支局次長　他
（七尾海上保安部と合同）

七尾分庁舎
0767-53-1120
問い合わせ時間
　8:30～17:15
（樽水、櫻井）

※取材される場合、立ち入り許可が必要なところもありますので、事前に【問い合わせ先】にご連絡をお願いします。

石川県内における安全総点検現地確認

点検日時

総務部総務課
025-285-9000
問い合わせ時間
　8:30～17:15

(佐藤・阿部・石田)

総務企画部門
輸送・監査部門
076-208-6000
問い合わせ時間
　8:30～17:15
(岩岸、木村)

旅客船 へぐら航路㈱ 輪島港 輪島市鳳至町下町１６６ R1.12.10
(欠航時13：30～)
15:30～


