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近畿貸切バス適正化センターの設立経緯

設 立 日 平成２９年４月２０日

代 表 者 東 眞也

事 業 一般貸切旅客自動車運送適正化事業（国土交通大臣指定機関）

事 務 所 大阪府寝屋川市高宮栄町１２－１１

管轄区域 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

これを受けて、平成２９年４月２０日にバス事業者団体により
設立された「一般財団法人近畿貸切バス適正化センター」より

、上記の巡回指導等を行うため、道路運送法第４３条の２第１項
に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定申
請がなされ、同条同項に基づき、平成２９年６月１９日に指定。

●軽井沢スキーバス事故の発生

発生日：平成28年１月15日

・乗客乗員15名死亡、乗客26名重軽傷

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
ス事故を受け、国土交通省に設置された軽井沢スキーバス事故
対策検討委員会において、こ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、６月３日に「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」のとりまとめ。

平成２８年１２月２日には、監査機能の強化と自主的改善の
促進に向けて、適正化事業実施機関が巡回指導等を行うための
負担金徴収制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を
改正する法律」が成立。

（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

貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等
を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担
金徴収の制度を創設

法人概要

設立経緯
総合的な対策５つの柱

道路運送法の一部を改正
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適正化機関
国の監査の補完等のため巡回指導を実施

○ 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

• 近畿管内の約700営業所を対象に原則年に
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。

Ｈ29.8月～
○ 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

運輸局・支局（陸運部）
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）

悪質事業者
の通報

適正化機関の役割
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○ 貸切バス適正化センターは、国が行う監査を補完するため、国の監査対象事業者以外の事業者を対象に巡
回指導を実施し、業界の自主的改善を促進することにより、貸切バス事業における事故防止を徹底し、業界全
体の安全意識の向上を図ることを目的とする。

国 （運輸局等）適正化センター

巡回指導の実施

貸切バス事業者

巡回指導

※ 法令違反が確認された場合

改善の要請

一般監査

② ２名１組体制で訪問

・改善が確認された場合は、巡回指導に基づく監査なし
・適正化センターから事業者あて巡回指導終了通知

巡回指導対象事業者へ
実施通知書発出

速報案件が確認された場合

・指導拒否

・運行管理者選任なし

・健康診断未実施 など

実施通知書の到着
※書類等の準備 ① 通 知 （実施日のおおむね１ケ月前まで）

報告に基づく監査の実施
【定期】 未改善・未報告

【速報】 指導拒否・緊急を要する重大違反

改善結果報告の受理
※ 報告期限は原則３０日以内③ 改善報告等 ④ 未改善

直ちに速報

改 善

貸切バス事業者に対する巡回指導の概要

3



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地域事業用自動車安全対策会議

近畿運輸局

「近畿グリーンナンバーセーフティープラン
２０１０」の推進状況等について

資料３－２

旅客第二課



白タク問題への対応

関西国際空港において白タク行為がなされているのではないかとの報道がなされる。
また、タクシー業界からも同様の情報が寄せられた。

関係者で構成する関西国際空港白タク対策会議を設置

構成：関西国際空港タクシー運営協議会、関西エアポート、
大阪府警察本部、 近畿運輸局（事務局） 他

対策（今後検討する対策を含む）
○違法行為の情報共有
○啓発活動（チラシの配布、ポスターの掲出等）

チラシ 沖縄の例

近畿地域事業用自動車安全対策会議資料

読売新聞
11月1日朝刊25面

「観光先進国」の実現に向けて、白タク行為の取り締まり及びタクシーの利用環境の向上を図る。
【白タクの問題点】

• 運行管理・車両整備管理等により未然に事故を防止する対策がなされていない
• 事故発生時に自賠法上の「運行供用者」としての賠償責任をドライバーのみが負う（タクシーは事業者が負う）
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（関係団体）

公益社団法人関西経済連合会

大阪商工会議所

神戸商工会議所

外国船舶協会

日本ロジスティクスシステム協会

大阪海運貨物取扱業会

神戸海運貨物取扱業組合

大阪港運協会

兵庫県港運協会

大阪府トラック協会

兵庫県トラック協会

阪神港海上コンテナ協会

全日本港湾労働組合

大阪府警察本部

兵庫県警察本部

阪神国際港湾株式会社

国土交通省では、平成２５年５月に国際海上コンテナの陸上運送に係る関係団体の代表者で構成される「国際海上コンテナの陸上運送に係る
安全対策会議」を設置し、平成２５年６月に「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」及び「同マニュアル」を策定しました。

また、この安全対策会議は、これまでに７回開催され、安全確保のための関係者による取組みの推進が行われていますが、 地方局におきま
しても下記のとおりの取組みを行っています。

≪近畿連絡会議≫
○第１回
開催日 ： 平成２５年８月３日
概 要 ： 会議設置の趣旨説明及び今後の進め方等
○第２回
開催日 ： 平成２６年７月３１日
概 要 ： 各団体からのガイドラインの周知・取組状況の報告等
○第３回
開催日 ： 平成２７年８月５日
概 要 ： 「不適切コンテナ発見是正に係るリーフレット」の活用

提案等
○第４回
開催日 ： 平成２８年９月２６日
概 要 ： 改正ＳＯＬＡＳ条約発効に伴うガイドライン・マニュアル

の一部改訂等
○第５回
開催日 ： 平成２９年８月２日
概 要 ： 国際海上コンテナの横転事故等の発生状況等

近畿連絡会議出席者

「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」に記載されている各施策について、その周知徹底及び着実な実施を図るとともに、
実施状況についてのフォローアップを行うなど、ガイドラインの実効性確保に向けた取組を推進していくことを目的として、 平成２５年７月、国際

海上コンテナの取り扱いを行う主要な港（５大港）の所在を管轄する地方局（関東、中部、近畿）に「国際海上コンテナの陸上運送の安全確保の
ための地方連絡会議」が設置されました。
近畿においては、大阪港と神戸港を対象とした「近畿連絡会議」を設置し、取組みを行っております。

開催趣旨

近畿の開催状況

国際海上コンテナの陸上運送の安全確保のための近畿連絡会議

（行政）

近畿経済産業局

近畿運輸局

近畿地方整備局

神戸運輸監理部

国土交通省自動車局安全政策課

大阪市港湾局

神戸市みなと総局

≪関東連絡会議≫
○第１回
開催日 ： 平成２５年１０月４日
～
○第４回
開催日 ： 平成２９年７月１９日

≪中部連絡会議≫
○第１回
開催日 ： 平成２５年９月３日
○第２回
開催日 ： 平成２６年１０月２０日
○第３回
開催日 ： 平成２８年７月４日

≪本省安全対策会議≫
○第１回
開催日 ： 平成２５年５月７日
○第２回
開催日 ： 平成２５年６月１１日
○第３回
開催日 ： 平成２５年９月１３日
○第４回
開催日 ： 平成２６年５月２９日
○第５回
開催日 ： 平成２７年３月２７日
○第６回
開催日 ： 平成２８年３月３０日
○第７回
開催日 ： 平成２９年３月２９日

本省及び他局の開催状況
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Ｇマーク制度の更なる普及促進の取り組み

○ 安全性優良事業所認定制度（以下「Ｇマーク制度」という。）の認定数は、平成２９年３月現在で２３，２７１事業所となり、その
数は、全事業所数の１／４に相当。全車両数の４割に相当するトラックがＧマークを表示して運行。

○ 平成２６年度において、国土交通省と全日本トラック協会が連携し、Ｇマーク制度の更なる普及を促進するための新たな取り
組みを実施。

国土交通省名義の活用

Ｇマークは国土交通省が推進する制度であ

ることを明確にするため、ステッカーやリーフ

レットに「国土交通省」を明記

国土交通省表彰制度の導入

Ｇマークを１０年以上連続して取得している

事業所を対象に、地方運輸局長又は運輸支

局長が表彰

地方運輸局長表彰（平成２７年度～）

平成２７年度表彰 １４事業所（近畿管内）
平成２８年度表彰 ２９事業所（ 〃 ）
平成２９年度表彰 ３２事業所（ 〃 ）

荷主への働きかけ

全国及び地方において国土交通省とトラッ

ク協会が連携し、荷主団体への要請活動を

実施

【荷主向けリーフレット】

（旧）

【運輸支局長表彰ステッカー】

【地方運輸局長表彰ステッカー】

（新） 運輸支局長表彰（平成２６年度～）

平成２６年度表彰 ４４事業所（近畿管内）

平成２７年度表彰 ６７事業所（ 〃 ）

平成２８年度表彰 ５６事業所（ 〃 ）

自動車局長と全日本トラック協会長の連名

文書で２２０の中央

荷主団体あて、Ｇ

マーク制度の活用

を要請

（平成２７年２月）

運輸支局長と地方トラック協会幹部が地方

荷主団体を訪問し、リーフレット、認定事業

所一覧及び要請文書を手交のうえ、傘下

企業のＧマーク制度の活用を要請

（平成２７年２月～３月）

国土交通省近畿運輸局
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【 目 的 】

トラック運送事業者、荷主、行政等の関係者が一体となり、トラック輸送における取引環境の改
善及び長時間労働の抑制を実現するための具体的な環境整備等を図る。
※労働基準法改正法案は現在「継続審議」扱いとなっておりますが、月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金
率引上げ（２５％→５０％）について、中小企業への適用猶予を見直し、平成３１年４月から適用することとされてい
ます。

【構成メンバー（近畿６府県） 】
・学識経験者 ・経済団体
・荷主 ・トラック運送事業者
・労働組合
・行政機関
（運輸局、労働局、経産局）

【 スケジュール】

【 平成２７年度 地方協議会実施状況 】
２府４県 各３回 延べ１８回

【平成２８年度 地方協議会実施状況 】
２府４県 １～２回 延べ８回

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

①中央・各都道府県におい
て協議会の設置・検討

②長時間労働の実態調査、
対策の検討

③パイロット事業（実証実
験）の実施、対策の具体化

④長時間労働改善ガイドラ
インの策定・普及

⑤長時間労働改善の普
及・定着

協議会の設置及び開催

調査・検証

パイロット事業の実施

ガイドラインの策定・普及

普及・定着の促
進助成事業の
実施

定
期
的
な
フ
ォ
ロ
｜
ア
ッ
プ

更
な
る
対
策
の
検
討

【平成２９年度
地方協議会開催日】

大 阪 ６月２６日、１０月１２日
京 都 ６月 ５日
兵 庫 ９月２７日
奈 良 ６月１５日
滋 賀 ６月１４日
和歌山 ８月２９日

トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会
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国土交通省近畿運輸局

２８年度
内訳

バ ス タクシー トラック 延べ事業者数

局 － － ４回 ２１２事業者 ２１２事業者

大阪 ２回 １５６事業者 １回 １１８事業者 ３回 ２５６事業者 ５３０事業者

京都 １回 ５５事業者 － ４回 ３７事業者 ９２事業者

兵庫 １回 ７１事業者 － ３回 ８事業者 ７９事業者

奈良 ３回 ４３事業者 － ３回 １１８事業者 １６１事業者

滋賀 ２回 ４４事業者 － － ４４事業者

和歌山 ４回 ７１事業者 － １回 ２４事業者 ９５事業者

計 １３回 ４４０事業者 １回 １１８事業者 １８回 ６５５事業者 ３２回 １，２１３事業者

２７年度 ３１回 １，５７２事業者

２６年度 ４０回 １，６５３事業者

２５年度 ５０回 ２，７２１事業者

１．安全プラン２００９の施策の浸透・定着

平成２８年度も、関係団体の協力のもと、集団指導講習会を３２回開催（参加延べ
１，２１３事業者）し、「事業用自動車総合安全プラン２００９」等に関して、周知・指導
を行いました。

集団指導講習会の開催
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国土交通省近畿運輸局１．安全プラン２００９の施策の浸透・定着

１．義務付け事業者

（１） 乗合バス事業者 ２社 （近畿局２）
（２） タクシー事業者 １社 （近畿局１）
（３） トラック事業者 ３社 （近畿局３）
（４） 新高速乗合バス事業者

管理の委託 ０社 （延期）
管理の受託（貸切バス） ０社 （延期）
※平成25年10月1日から義務付け対象事業者が拡大
新高速乗合バス ： 一般貸切事業者に対する管理の委託に係る許可を受けた事業者
貸切バス事業者 ： 全ての貸切事業者

（５） 貸切バス事業者
通常評価 １５社 （本省１１、近畿局４）
中小規模事業者向け（50両未満）６３社 （近畿局１５、運輸支局４８）

※近畿運輸局の行う「義務付け事業者（１）～（３）の評価」は３回目の評価

２．義務付け外事業者

第一当事者死亡事故惹起者 ３社 （タクシー事業者１、トラック事業者２）

３．第三者認定機関実施

義務付け事業者（バス事業者） ３社 （ＮＡＳＶＡ３）
義務付け外事業者（トラック事業者） ３社 （ＮＡＳＶＡ２ 、SOMPOリスケア１）

○評価における助言事項の代表的項目
【安全重点施策】
・目標達成に向けた具体的な計画の策定 ・目標の進捗度、達成度が判断できる仕組みの構築
【事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用】
・事故情報等の収集活用及び再発防止の取組みの強化
【内部監査】
・経営管理部門に対する内部監査の実施

平成２８年度運輸安全マネジメント評価実施結果
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国土交通省近畿運輸局

２．監査の主な端緒別件数（呼出指導を除く。）

端 緒 バ ス タクシー トラック 合計

死亡事故（第１当） 3 15 32 50

悪質違反
（酒気帯び・無免許・救護義務違反等）

2 3 11 16

関係機関からの通報 3 42 44 89

労基通報 3 13 32 48 

最高速度違反 22 3 25 

駐停車違反 2 2 

その他 7 7 14 

法令違反の疑い 24 1 44 69

適正化機関からの情報 43 43 

利用者等からの情報 20 1 1 22 

その他 4 4

巡回指導拒否 0

新規許可・事業規模拡大 24 2 26

長期監査未実施 2 2

フォローアップ 95 83 366 544

街頭監査 36 36

その他 17 4 21 42

合 計 204 152 518 874

２．法令違反事業者等に対するコンプライアンスの徹底

１．監査等の実施状況

監 査

呼出
指導

監査
指導
合計特別

監査

一般監査
街頭
監査

計

臨店 呼出

バ ス 1 58 109 36 204 443 647 

タクシー 0 41 111 － 152 259 411 

トラック 9 123 386 － 518 512 1,030 

計 10 222 606 36 874 1,214 2,088 

※1 管内６ヶ所（海遊館、新大阪駅、天王寺公園、京都駅、京都鉄道博
物館、三宮駅）において、貸切バス事業者を対象に街頭監査を実
施。

※2 平成２０年度から実施している各府県の労働局との合同監査は、平
成２８年度においも、バス２件・タクシー４件・トラック１３件の計１９件
実施。

※2

監査
種別

事業
種別

平成２8年度自動車運送事業者に対する監査及び処分状況

※1
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国土交通省近畿運輸局

４．行政処分等にかかる主な違反内容

違反内容 バ ス タクシー トラック 合計

事業計画等 42 7 118 167 

事業計画・掲示等 16 7 114 137 

名義貸し 1 1 

運送引受書 25 25 

雇用関係 1 3 4

過労防止等 143 86 1,264 1,493 

乗務時間等 12 13 186 211 

健康管理 17 15 180 212 

点呼 48 28 455 531 

乗務記録等 19 20 215 254 

運行指示書 21 11 32 

乗務員台帳 26 10 217 253 

教育等 49 47 283 379 

指導教育 30 26 132 188 

適性診断 19 21 151 191 

警察通報 161 106 267 

最高速度違反 55 11 66 

駐停車違反等 106 43 149 

過積載違反 52 52 

運行管理者（届出・講習等） 6 8 147 161 

点検等 15 7 85 107 

点検整備関係 11 3 30 44 

整備管理者（届出・研修） 4 4 55 63 

その他 7 5 25 37 

合 計 262 321 2,028 2,611 

※一つの処分等に関し、複数の違反内容があるため、処分等の件数と
違反内容の件数は一致しない。

２．法令違反事業者等に対するコンプライアンスの徹底

５．飲酒運転（道交法に基づく通報)にかかる監査
及び処分件数

事業別 通報件数 監査実績件数 行政処分件数

バ ス 0 0 0

タクシー 1 0 2

トラック 8 4 7

合 計 9 4 9

３．行政処分等の状況

事業種別
処分の内容

警告
許可取消 事業停止

車両の
使用停止

バ ス
処分等件数 0 0 26 53

処分延日車数 － 0 2,365 －

タクシー
処分等件数 0 0 58 151

処分延日車数 － 0 925 －

トラック
処分等件数 0 6 286 82

処分延日車数 － 1,775 12,644 －

計
処分等件数 0 6 370 286

処分延日車数 － 1,775 15,934 －

※上記以外に

①運行管理者や整備管理者が未選任の場合等に発動する輸送の
安全確保命令について、バス事業者1社に対し行った。

②運行管理者としての業務を誠実に実施せず、又は、その名義を使
用させていた場合等に発令する運行管理者資格者証の返納命令
について、タクシー事業者１者、トラック事業者５者に対し行った。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地域事業用自動車安全対策会議

近畿運輸局

「近畿グリーンナンバーセーフティープラン
２０１０」の推進状況等について

資料３－５

技術課



事業用自動車の

ＡＳＶ装置装着車購入補助について
国土交通省では、下記の装置を搭載した事業用の車両を購入等する場合、下記の補助金額を上限として

ＡＳＶ装置の購入に係る費用の２分の１の補助を実施しております。

補助対象車両は、平成２８年４月１日以降に購入（新車新規登録）した車両又は後付け衝突被害軽減ブ

レーキを導入した車両となります。

詳細は裏面の各地方運輸局自動車技術安全部もしくは運輸支局にお問い合わせください。

補助金申請期間と申請方法

●申請期間：平成２８年７月１日(金)-１０月３１日(月) ９：００-１６：００

補助金総額を超過することが見込まれた場合、申請期間内であっても終了となります。

●申請先：最寄りの地方運輸局、運輸支局（沖縄は沖縄総合事務局）へ書類をご提出ください。

補助対象装置 補助対象車種 補助金額

① 衝突被害軽減ブレーキ
・車両総重量３．５トン超のトラック 上限 １００，０００円※

・バス 上限 １５０，０００円※

②

・ふらつき注意喚起装置 ・車両総重量３．５トン超のトラック

上限 ５０，０００円※・車線逸脱警報装置 ・バス

・車線維持支援制御装置 ・タクシー

③ 車両安定性制御装置
・車両総重量３．５トン超のトラック

上限 １００，０００円※
・バス

※１車両あたり複数の装置を装着するトラックにあっては、１車両あたり上限１５０，０００円

※１車両あたり複数の装置を装着するバスにあっては、１車両あたり上限３００，０００円

補助金申請に関する主な注意点

・平成26年度より、補助対象事業者が、中小企業者等(※）に限定となりましたので、ご注意ください。

・車両購入の際の支払い方法は、振込、現金又は小切手によるものを原則とし、ローンなどによる支払いの場合は補助金は交付されません。

・上記②の装置のうち、同一車両に複数の装置を装着する場合においては、最も金額の高い装置に対してのみ補助するものとします。

※中小企業者等：中小企業基本法第２条第１項第１号に掲げる中小企業者

中小企業等協同組合法第３条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合

（資本金３億円以下もしくは従業員３００人以下のどちらかを満たせば補助対象者となります。）

●申請先：最寄りの地方運輸局、運輸支局（沖縄は沖縄総合事務局）へ書類をご提出ください。

●申請書類：国土交通省ホームページよりダウンロードください。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_28.html

- 1 -1



補助金交付申請の受付窓口・問い合わせ先
運輸局・支局名 部課名 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道運輸局 自動車技術安全部技術課 011-290-2753 011-290-2705 

東北運輸支局 自動車技術安全部技術課 022-791-7535 022-299-8872

北陸信越運輸局 自動車技術安全部整備・保安課 025-285-9155 025-285-9175

関東運輸支局 自動車技術安全部保安・環境課 045-211-7256 045-201-8813

中部運輸局 自動車技術安全部保安・環境課 052-952-8044 052-961-0664

近畿運輸局 自動車技術安全部技術課 06-6949-6452 06-6949-6459

中国運輸局 自動車技術安全部整備・保安課 082-228-9142 082-228-9148

四国運輸局 自動車技術安全部技術課 087-835-6370 087-837-2672

九州運輸支局 自動車技術安全部保安・環境課 092-472-2546 092-472-2916

沖縄総合事務局 運輸部陸上交通課 098-866-1836 098-860-2369
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平成２８年１１月２８日 

自動車局技術政策課 

安全政策課 

 
平成２８年度補正予算に係る事故防止対策支援推進事業の実施について 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

１．実施する補助事業（詳細は別紙参照） 

（１）先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援 

（２）運行管理の高度化に対する支援 

２．補助事業の内容 

申請方法等制度の内容につきましては、国土交通省のホームページの以下のページに掲載され

ております。 

     先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援 

        http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_28.html    

運行管理の高度化に対する支援 

        http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html 

３．補助事業の交付申請受付場所・受付期間 

○交付申請受付場所：最寄りの各地方運輸局、運輸支局等 

○申請受付期間：別紙参照 

４．留意点 

申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終

了いたしますのでご注意下さい。 

 

 

 【問い合わせ先】 

自動車局技術政策課 島田、久保（ＡＳＶ） 

TEL：03-5253-8111（内線 42214、42256） 03-5253-8590（直通） FAX：03-5253-1639 

 自動車局安全政策課 秋山、濱田（運行管理の高度化） 

TEL：03-5253-8111（内線 41625、41624） 03-5253-8566（直通） FAX：03-5253-1638 

 国土交通省自動車局では、軽井沢スキーバス事故の発生を受けた対策を踏まえ、ハード面

の安全対策による事故防止の促進を行うため、貸切バスに対し、ＡＳＶ及びデジタル式運行

記録計の導入を支援するため、１２月１日から自動車事故対策費補助金の申請受付を開始

いたします。 
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平成２８年度補正予算に係る事故防止対策支援推進事業において実施する補助事業 

 

 

（１）先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援 

①補助対象事業者：一般貸切旅客自動車運送事業者（リース事業者の場合は貸し渡し先） 

②補助対象装置：衝突被害軽減ブレーキ、ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置車線維持 

支援制御装置、車両安定性制御装置 

③補助率：中小事業者等においては、装置価格の１／２ 

それ以外の者においては、装置価格の１／３ 

④補助限度額（装置１台あたり） 

○衝突被害軽減ブレーキ 

中小企業者等１５万円、それ以外の者１０万円 

○ふらつき注意喚起装置・車線逸脱警報装置・車線維持支援装置 

中小企業者等５万円、それ以外の者３万３千円 

○車両安定性制御装置 

中小企業者等１０万円、それ以外の者６万７千円 

⑤同一車両に複数の装置を装着する場合の上限額 

中小企業者等３０万円、それ以外の者２０万円  

⑥受付期間：平成２８年１２月１日～平成２９年２月２８日 

 

（２）運行管理の高度化に対する支援 

①補助対象事業者：一般貸切旅客自動車運送事業者（リース事業者の場合は貸し渡し先） 

②補助対象機器：デジタル式運行記録計であって、国土交通大臣が認定したもの 

③補助率：取得に対する経費の１／３ 

④補助限度額（機器１台あたり） 

○デジタル式運行記録計 

車載器：３万円 事務所機器：１０万円 

⑤１事業者あたりの上限額：８０万円 

⑥受付期間：平成２８年１２月１日～平成２９年２月２８日 

 

※先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入及び運行管理の高度化に対する支援の補助対象は、平成２８年４

月１日以降導入したものが対象となります。 

別紙 
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平成２９年１１月２４日

自動車 技 術安 全部 技術 課

平成28年度事故防止対策支援推進事業（ＡＳＶ導入支援）について

事故防止対策支援推進事業は、自動車の運行の安全の確保に関する事業、自動車事故による被

害者の援護に関する事業等を助成することにより、自動車事故の発生の防止に資するとともに、

被害者の保護を増進することを目的に設けられている。

●先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援

１．【当初予算】

補助対象事業者（中小企業者等で以下の事業者）

・ 自動車運送事業者

・ リース事業者

【補正予算】

・一般貸切旅客自動車運送事業者

・リース事業者（貸し渡し先が一般貸切旅客自動車運送事業者の場合に限る）

２．補助額

【当初予算】

１車両あたり15万円を上限として、ＡＳＶ装置に係る費用の2分の1を補助

（※バスにあっては30万円が上限））

【補正予算】

（中小企業者等）１車両あたり30万円を上限として、ＡＳＶ装置に係る費用の2分の1

を補助

（大企業） １車両あたり30万円を上限として、ＡＳＶ装置に係る費用の3分の1

を補助

３．補助対象ＡＳＶ装置（当初、補正予算共通）

① 衝突被害軽減ブレーキ（後付け衝突被害軽減ブレーキ含む。）

②次の装置のうち、最も金額が高い装置のみ

・ふらつき注意喚起装置

・車線逸脱警報装置

・車線維持支援制御装置

③ 車両安定性制御装置

４．補助対象自動車（平成28年4月1日以降に購入する自動車のみ）

・ 事業用貨物自動車（総重量3.5トン超えトラック） ３．①②③の装置 当初予算

・ 事業用乗用自動車（タクシー） ３．②の装置 のみ

・ 事業用乗合自動車（バス） ３．①②③の装置

５．補助金申請受付期間

【当初予算】

平成28年7月1日（金）～平成28年10月31日（月）

※予算額に達したことにより10月7日に申請受付終了
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【補正予算】

平成28年12月1日（木）～平成29年2月28日（火）

６．担当部署

近畿運輸局自動車技術安全部技術課

７．補助申請実績状況（累計）

※申請受付期間が４ヶ月（７月～１０月）となった平成２６年度以降を比較（当初予算分のみ）

・近畿の実績（過去5年）

平成２４年度 １台あたりの補助最大限度額 １０万円

申請件数 ２２０両（内バス５０両）

補助金額 ２，１８５万円

平成２５年度 １台あたりの補助最大限度額 １５万円

申請件数 ４８４両（内バス１００両）

補助金額 ６，９００万円

平成２６年度 １台あたりの補助最大限度額 １５万円（※バスにあっては３０万円）

申請件数 ４１３両（内バス８８両）

補助金額 ６，４６８万円

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
１９年度 0 5 5 5 12 15 21 49 69 84
２０年度 15 46 58 76 124 143 154 172 179 179
２１年度 1 2 2 8 11 14 27 29 31 44
２２年度 22 60 86 140 170
２３年度 9 76 132 226
２４年度 0 5 17 34 60 71 96 105 143 220
２５年度 7 96 166 200 282 282 282 282 360 420 484
２６年度 36 80 180 413
２７年度 24 64 155 449

当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 補正予算 補正予算 補正予算

40 110 370 456 51 95 144

補助総額に達したため終了

補助総額に達したため終了

２８年度
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平成２７年度 １台あたりの補助最大限度額 １５万円（※バスにあっては３０万円）

申請件数 ４４９両（内バス８３両、内タクシー３０両）

補助金額 ６，９４７万円

平成２８年度

【当初予算】 １台あたりの補助最大限度額 １５万円（※バスにあっては３０万円）

申請件数 ４５６両（内バス９１両、内タクシー３６両）

補助金額 ７，０１２万円

【補正予算】 １台あたりの補助最大限度額 ３０万円（※バスのみ）

申請件数 １４４両

補助金額 ３，４００万円

※２８年度についてもタクシーの車線逸脱警報装置が搭載された申請があった。

（トヨタのセーフティセンスＣがオプション設定されたため（２７年度から導入））
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地域事業用自動車安全対策会議

近畿運輸局

「近畿グリーンナンバーセーフティープラン
２０１０」の推進状況等について

資料３－６

整備課



ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
                  

                  国土交通省 近畿運輸局 
平成２９年８月２５日 

 
 

 
 
 
 

 
「自動車点検整備推進運動」の強化月間が始まります！ 

～～～クククルルルマママををを大大大切切切にににすすするるるっっっててて、、、人人人生生生ももも大大大切切切にににすすするるるここことととなななんんんだだだ～～～   
 
 
自動車は、使用期間や走行距離に応じて故障・劣化が生じることから、安全にご使用い

ただくためには、自動車ユーザーが責任を持って、適切に点検・整備を行うことが必要で

す。 

近畿運輸局では、年間を通じて実施している「自動車点検整備推進運動」で、ユーザー

への呼びかけ等により、点検・整備の確実な実施を推進しています。 

特に９月・１０月は強化月間と位置づけて強力に運動を展開することとしており、主に

以下の項目について取り組むこととしています。 

 

１.総合的な広報・啓発活動の実施 

この運動期間中に近畿運輸局管内の各地で実施されるイベント（別紙１）を通じて

チラシ及び小冊子の配付等の啓発活動を実施します。特に、女性、10代から30代及

び自動車を長期使用している自動車ユーザーを中心に、自動車の点検・整備の重要性

をわかりやすく広報します。 

 

２.講習会・出前講座等の実施  

点検・整備に関する実技講習や無料点検を実施するとともに、点検・整備を怠った

場合の不具合事例、事故事例及び経済的負担事例やエコ整備などを説明する講習会や

マイカー相談等を実施し、自動車ユーザーの保守管理意識の高揚を図ります。 

 

３.事業用自動車に対する重点的な取組  

運送事業用の大型車について、運送事業者に対しホイールの取付状態や燃料装置等

の重点箇所に係る点検の実施結果の報告を求めるとともに、点検・整備の重要性を啓

発します。特に今年度はタイヤ・ホイールの確実な点検・整備、火災防止に向けた確

実な点検・整備の実施について啓発します。 

 

４.不正改造車ユーザー・黒煙の排出量の多い自動車ユーザーへの点検・整備の啓発 

  近畿運輸局及び運輸支局等に「不正改造車・黒煙１１０番」(下記一覧表)を設置し、

寄せられた情報等に基づき当該自動車ユーザーに対し自主点検を促すハガキを送付し、

不正改造防止や点検整備実施の啓発活動を行います。 

 

 

 問い合わせ先 

（所属） 自動車技術安全部整備課 

（担当）    成久・堀本 

（電話） ０６－６９４９－６４５３ 
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５.自家用自動車及び事業用自動車の定期点検整備の推進 

 確実な定期点検整備を励行するため、自動車検査証備考欄に継続検査時の点検整備

状況について記載し、定期点検整備を実施する前に継続検査を受検した（前検査）自

動車ユーザーについては、定期点検の実施を呼びかけるとともに、ハガキによる定期

点検の実施状況を調査します。 

また、前検査を行おうとする事業者等（自家用大型貨物車の使用者を含む。）につ

いて、定期点検の実施状況の確認を強化し、定期点検の確実な励行を指示します。 

 

６.整備不良等に起因する事故等防止の啓発 

 エンジンオイルの劣化による車両火災事故等を防止するため、整備管理者研修等を

通じてこれらの事故の情報を展開し、適切な点検・整備の励行を図ります。 

 

７.公用車の点検整備の励行 

関係省庁、地方自治体が保有する公用車について、点検・整備の実施状況等を把握

するとともに、適切な点検・整備の励行を図ります。 

 

【不正改造車・黒煙110番 連絡先一覧表】 

近畿運輸局 

自動車技術安全部 

06-6949-6454 

大阪運輸支局 検査･整備･保安部門 072-822-4374 
京都運輸支局 検査･整備･保安部門 075-681-9764 
奈良運輸支局 検査･整備･保安部門 0743-59-2153 
滋賀運輸支局 検査･整備･保安部門 077-585-7252 
和歌山運輸支局 検査･整備･保安部門 073-422-2153 

神戸運輸監理部 兵庫陸運部 検査･整備･保安部門 078-453-1103 

 

 

 
 配付先：青灯クラブ/近畿電鉄記者クラブ/陸運記者会 
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別紙１

府県 イベント等催し名称 開催場所

9月16日 10:00～16:00 大自青９月度例会「２＆４　オートモーターフェス２０１７」
大阪府咲州庁舎（コスモタワー）1階フェスパ
大阪市住之江区南港北1-14-16

9月23日 10:30～15:00 大阪交通安全ファミリーフェスティバル
浜寺公園
堺市西区浜寺公園町

10月12日 10:30～11:30 街頭啓発活動
京阪寝屋川駅前
寝屋川市早子町16番11号

10月15日 9:00～16:00 第４３回大正区民まつり
千鳥公園
大阪市大正区千島２丁目７

10月21日 10:00～16:00 産業交流フェア
コミュニティプラザ平野
大阪市平野区長吉出戸5-3-58

10月22日 9:20～15:15 第４３回市民の集い
四條畷西中学校＆四條畷市立総合体育館
四條畷市大字蔀屋285番21号

10月28日 10:00～21:00 かたのにぎわいフェスタ
いきいきランド交野
交野市向井田2-5-1

10月28日 13:00～16:00 「誰にでも出来るエコ運転術&マイカー点検教室」 大阪府自動車整備振興会（整備会館）

10月29日 10:00～17:00 かたのにぎわいフェスタ
いきいきランド交野
交野市向井田2-5-1

9月30日 10:00～16:00 マイカー点検フェスタ　ｉｎ　たんご 京丹後市峰山町　ＪＡ京都　峰山支店　駐車場

10月7日 13:00～16:00 中丹地区マイカー点検教室
福知山市　中丹自動車整備工業協同組合　中
丹自動車検査場

10月15日 10:00～15:00 てんけんくんフェスティバル２０１７　 ｉｎ　京都 京都市伏見区　京都運輸支局

10月21日 10:00～17:00

10月22日 10:00～17:00

9月9日～9月10日 10:00～17:00 加古川楽市 加古川市役所前広場

9月23日 10:00～17:00 秋の交通安全フェスタinいたみ2017 阪神自動車学院

9月24日 12:00～17:00 シルバー点検教室 兵庫県自動車学校（明石校）

10月8日 10:00～14:00 尼ソニック2017 阪神尼崎駅北　中央公園

10月14日 10:00～15:00 なだふれあい秋祭り 神戸市灘区　都賀川公園

10月21日～10月22日 10:00～16:00 小野市産業フェスティバル2017 小野市「うるおい交流館エクラ」

10月21日 10:00～14:00 マイカー点検教室 エコールリラ藤原台店

10月28日～10月29日 10:00～16:00 加東市秋のフェスティバル2017 加東市役所前

10月28日～10月29日 10:00～16:00 第12回　じば産物産展 兵庫県立　フラワーセンター

10月29日 9:00～17:00 三木マイカー点検教室 兵庫県立三木山森林公園

9月10日 10:00～15:00 第１３回　さくらいオートフェスタ
桜井市大字上之庄１６２－３
コメリホームセンター桜井店駐車場内

9月16日 13:00～15:00  桜井・宇陀・東吉野地区　安全運転管理者協会イベント
宇陀市大宇陀拾生８７１
宇陀市文化会館南側駐車場広場

9月23日 12:00～16:00 マイカー点検フェスティバル
奈良市石木町１００－１
イオンタウン富雄南駐車場

10月29日 10:00～15:00 第９回　ＡＵＴＯ　ＦＥＳＴＡ　ｉｎ　なら
大和郡山市額田部北町981-2
奈良運輸支局構内

9月2日 10:00～16:00 マイカー点検教室
ビバシティ彦根
彦根市竹ケ鼻町４３－１

9月2日 13:00～15:00 マイカー点検教室
平和堂甲西店
湖南市岩根８６７－５

9月2日 13:00～15:00 マイカー点検教室
平和堂水口店
甲賀市水口町本綾野５６６－１

9月30日 9:30～14:00 マイカー点検フェスティバル
長浜自動車学校
長浜市加田町９５０

10月1日 10:00～15:00 もりやま環境フェア２０１７
守山市環境センター
守山市幸津川町２８４５

10月8日 10:00～15:00 いちょう祭り
栗東市役所
栗東市安養寺１－１３－３３

10月14日 9:30～14:00 交通安全フェア―
ドラゴンハット
蒲生郡竜王町岡屋３２８２

10月15日 9:30～15:00 能登川ふれあいフェア
ふれあい運動公園
東近江市栗見新田町

10月15日 10:00～16:00 こうか商工祭り
土山体育館
甲賀市土山町北土山４１４－２

10月15日 13:00～17:00 月の輪ハローウィンフェスタ２０１７
月の輪自動車教習所
大津市月輪１－６－１

10月21日 10:00～15:00 「メカニックフェスタ２０１７」in滋賀
ピエリ守山
守山市今浜町２６２０－５

10月28日 9:30～16:30 てんびんの里ふれあい広場
五個荘中央公園
東近江市五個荘小幡町

9月16日 12:00～16:00 交通安全フェアわかやま２０１７ 和歌山市　和歌山交通公園

10月15日 10:00～15:00 ２０１７クルマジャンボリー（和歌山支部） 和歌山市　和歌山運輸支局

10月21日 10:00～15:00 ２０１７マイカー点検イベント（田辺支部） 朝来検査場

和歌山

平成２９年度 自動車点検整備推進運動強化月間中に行われるイベント等について

開催日時

奈良

滋賀

大阪

京都

兵庫

こども整備士体験・定期点検整備啓発活動（舞鶴） 舞鶴市　舞鶴赤レンガパーク
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ホイール・ボルト折損による大型車の車輪脱落事故が増加しています！
大型車の使用者は、規定トルクでのホイール・ナット締付け等、適切な車両管理の徹底をお願いします。

平成27年12月の東京都豊島区池袋でのバス火災事故をはじめ、
年末年始から同種事故が多発しました。
事業用バスの車両火災は、平成15年1月から平成27年12月
末までに事業用で222件発生しており、なかには、車両が全焼に
至るケースも見られ、一歩間違えれば大惨事となりかねません。
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2017自動車点検整備推進運動

●自動車の使用者又は自動車を運行する者は、１日
１回、その運行の開始前において、日常点検をし、
必要に応じて整備をしなければなりません。

●自動車の使用者は、定期的（３か月ごと）に点検
をし、必要に応じて整備をしなければなりません。

運送事業者は、自動車を保安基準に適合するよう維持しなければならないこととなっており、そのためにも
①日常点検整備、②定期点検整備の実施が必要です。（道路運送車両法第４７条、第４７条の２、第４８条、貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）

〈 点検検例例 〉 ホホイイールル・ボボルルト関関係係のの点検検検内容〈 点検例 〉 ホイール・ボルト関係の点検内容

増し締めの実施
締付け後は初期なじみによってホイー
ルナットの締付け力が低下します。
50～100km 走行後を目安に増し締め
を行います。
ねじの締付け方向を
確かめて締付けます

JIS 方式（球面座）
ダブルタイヤの場合

①アウター
ナットを
緩めます。

②インナー
ナットを
締付けます。

③アウター
ナットを
締付けます。

この図は右側タイヤの場合です。

上記の点検例を含む日常点検・定期点検を確実に実施し、自動車事故防止に努めましょう！

点検・整備

行政処分基準（平成29年3月時点）
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点検等の勧告を発動した履歴の
車検証備考欄への記載が始まりました!!
（確実な定期点検整備の励行による車両管理の必要の啓発を強化）

車検証のこの部分に履歴が記載されます
記載例：
【定期点検整備実施の指導履歴】平成２７年６月１日勧告

点検等の勧告が発動された指導履歴が記載されるケース

○摩耗劣化にかかる箇所が検査不合格とな
り限定検査証が交付される

継続検査
「点検等の勧告」を発動
①勧告書の交付り限定検査証が交付される

○最長の間隔で行うべき定期点検整備が適
切に実施されていない※

○摩耗劣化にかかる箇所が保安基準不適合
であり整備命令書が交付される

○最長の間隔で行うべき定期点検整備が適
切に実施されていない※

街頭検査等

②車検証の備考欄へ指導
履歴記載（登録自動車及び
小型二輪車が対象）

◎指導履歴の記載は抹消
や名義変更等があった場合
でも自動車の保守管理情報
として引き続き記載されます

ご不明な点等ご質問は最寄りの運輸支局、検査登録事務所の
検査窓口までお願いします。！

※自動車点検基準に定められている、自家用乗用車・二輪車・軽自動車については２年ごとの点検
箇所、その他の自動車については１２ヶ月ごとの点検箇所の定期点検整備

備考欄に記載された指導履歴の削除

自動車使用者から運輸支局等の検査窓口に申告があった場合において、使用者か
ら提示のあった２回分の点検整備記録簿等により、自家用乗用車・二輪車の場合は法令
で定められた２年点検（その他の自動車の場合は１２ヶ月点検）が２回連続して適切に実
施されていると判断した場合には、指導履歴を削除します。
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近畿地域事業用自動車安全対策会議
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２０１０」の推進状況等について
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ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
 

                       国土交通省 近畿運輸局   

                                                                                 
 問い合わせ先  
 （所属）自動車技術安全部保安・環境課     
 （担当）楠原・浦部  
 （電話）０６－６９４９－６４５４  

                                                    平成２８年１２月１９日 

第１０回 

自動車事故防止セミナーを開催します！ 
～安全・安心な事業用自動車の運行を実現するために～ 
 
近畿運輸局においては、事業用自動車の事故防止対策の一環として、平成１９

年度より、毎年度自動車事故防止セミナーを開催しています。 

今年度で第１０回目となる下記のセミナーでは、「安全・安心な事業用自動車

の運行を実現するために」をテーマとして、今年１月に長野県軽井沢町で発生

したスキーバス転落事故などの悲惨な事故を二度と起こさないために、その有

効な再発防止策等についての講演を予定しています。 

 講演内容は、６月３日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」で取りま

とめた「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」を中心

に、ドライブレコーダー及び適性診断結果を活用した運転者教育の在り方、ま

た、トラック関係では準中型免許創設により改正された「貨物自動車の運転者

に行う指導監督指針」の取組事例等についてご講演いただくととしております。 

 運送事業者等の皆様も是非このセミナーにご参加いただき、今後の事故防止

対策の参考にしていただければ幸いです。 
 

記 

 

日  時 ： 平成２９年１月１９日(木)１３：００～１６：００ 
 

場  所 ： ドーンセンター7Ｆホール（大阪市中央区大手前 1－3－49） 
 

内  容 ： 別添 パンフレット参照 
 

参加申込み方法：別添パンフレットの参加申込方法によりお申込みください。 

（定員４００名先着順、参加費無料） 

 

※当日、取材を希望される方は、事前に問い合わせ先までご連絡ください。 
近畿運輸局ホームページにも掲載しております。 

（wwwtb.mlit.go.jp/kinki/） 

配布先：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、陸運記者会 
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◆日 時：平成２９年１月１９日（木）
１３時００～１６時００分
（１２時００分～受付開始）

◆会 場：ドーンセンター ７Ｆ ホール
（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
大阪市中央区大手前１丁目３番４９号
ＴＥＬ ０６－６９１０－８５００

近畿運輸局では、事業用自動車の事故防止対策の一環として、平成１９年度より毎年度

自動車事故防止セミナーを開催しています。

今年度で第１０回目となるセミナーでは、「安全・安心な事業用自動車の運行を実現する

ために」をテーマとして、平成２８年１月に長野県軽井沢町で発生したスキーバス転落事故

などの悲惨な事故を二度と起こさないために、その有効な再発防止策等について下記の

プログラムによる講演を予定しています。

運送事業者等の皆様も是非このセミナーにご参加いただき、今後の事故防止対策の参

考にしていただければ幸いです。

プログラム

○開会挨拶 近畿運輸局 局長 若林 陽介

○講演内容

１.「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について」

国土交通省 自動車局 安全政策課 課長補佐 髙橋 信博

２.「道路運送法改正の概要について」

近畿運輸局 自動車交通部 旅客第一課 課長 新屋敷 昭一

＜休 憩＞

３.「ドライブレコーダー及び適性診断結果を活用した運転者教育について」

独立行政法人 自動車事故対策機構 大阪主管支所
アシスタントマネージャー 栢多 浩一郎 氏

４.「運転者の指導監督指針改正に係る我社の取組について」

梅田運輸倉庫株式会社 安全管理部 専任部長 正木 明夫 氏

○閉会挨拶 近畿運輸局 自動車技術安全部 部長 多田 善隆

プログラム

○開会挨拶 近畿運輸局 局長 若林 陽介

○講演内容

１.「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について」

国土交通省 自動車局 安全政策課 課長補佐 髙橋 信博

２.「道路運送法改正の概要について」

近畿運輸局 自動車交通部 旅客第一課 課長 新屋敷 昭一

＜休 憩＞

３.「ドライブレコーダー及び適性診断結果を活用した運転者教育について」

独立行政法人 自動車事故対策機構 大阪主管支所
アシスタントマネージャー 栢多 浩一郎 氏

４.「運転者の指導監督指針改正に係る我社の取組について」

梅田運輸倉庫株式会社 安全管理部 専任部長 正木 明夫 氏

○閉会挨拶 近畿運輸局 自動車技術安全部 部長 多田 善隆

主催：国土交通省 近畿運輸局 後援：一般財団法人 近畿陸運協会

ＴＥＬ ０６－６９１０－８５００

◆参加費無料 定員：4００名（先着順） 京阪、地下鉄谷町線「天満橋」
①番出口から東へ３５０ｍ

※講演内容及び講師等の変更をさせていただく場合があります。
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実　　　施　　　事　　　項 内　　　　　　容

新規許可事業者への指導 ・旅客事業者への講習 　６回 (１６１名）

・貨物事業者への講習 ８回 (２１５名）

運行管理者等への指導 ・基礎講習 ２０回 （２，５３９名）

・一般講習 ４５回 （６，２２９名）

・特別講習 ２１回 （４４５名）

事故防止に関する会議等の開催 ・事故防止セミナーの開催 １回 （３５０名）

　　　

・バステクフォーラムワークショップセミナー １回

・大阪府トラック協会交通安全セミナー １回

・奈良県バス協会事故防止委員会 １回

確実な点検・整備実施の推進 ・整備管理者選任前研修 ５１回 （２，７８７名）

・整備管理者選任後研修 ５１回 （５，１５５名）

平成２８年度 事故防止等に係る施策実施状況

輸送の安全確保に関する講習等
の実施

近畿運輸局

実　　　　績
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ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
                  

       国土交通省 近畿運輸局 
  

 
 

 
 

平成２９年７月１４日 

 

自動車運送事業者の皆様へ 

衝突や健康起因による事故が増えています！ 
近畿の事業用自動車の交通事故等の概況（平成28年） 

 
自動車運送事業者は死亡事故など重大な事故を引き起こした場合、自動車事故報告規

則（昭和26年12月20日運輸省令第104号）に基づき国に報告する義務があります。   

この度、近畿運輸局では、平成28年中に自動車運送事業者から報告された自動車事故

報告書をもとに事業用自動車の交通事故等の概況をとりまとめ、近畿運輸局のホームペ

ージに掲載いたしましたので知らせします。 

今回報告された件数は338件（車両故障除く）で前年の347件より9件減少しています。 

また、事故の種類別では、衝突事故141件、死傷事故103件、健康起因による事故25件、

転覆事故21件、バス等の車内事故13件等となっています。 

この中で衝突事故が昨年と比べて25件増（21.6％増）、健康起因による事故が8件増

（47.1％増）となっています。 

なお、その他の概況につきましては、下記のアドレス（近畿運輸局HP）に掲載しておりま

すので今後の安全運転、事故防止の参考にしてください。 

 

(http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/anzen/H28JigyouyoujidousyaKotsujikoGaikyou.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 問い合わせ先 

（所属） 自動車技術安全部保安・環境課 

（担当） 矢川・山崎 

（電話）  ０６－６９４９－６４５４ 
 

配布先：陸運記者会 
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バスの車内事故防止教室 近畿運輸局

近畿運輸局では、事業用自動車の事故防止対策の一環として、平成29年5月14日（日）に河内長野市赤峰市民広場
にて、バスの車内事故防止教室を開催しました。

バスの車内事故防止教室の模様

ブースの模様＆バスの展示
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事故防止対策支援推進事業の支援状況

6



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。

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

・ 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

・ ランドオペレーターに対する規制の新設

・ 監査対象の重点化による国の監査業務の見直し
・ 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、安全投資計画、事業収支見積書の作成義務付け

・ 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

・ 整備管理者向けの研修・講習の拡充

（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

２７／２７項目
着手済

２１／２１項目
着手済

１０／１０項目
着手済

２０／２０項目
着手済

１５／１５項目
着手済

全体 ： ８５／８５項目 着手済

※詳細については国土交通省ＨＰをご覧ください。 （http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000050.html）187


