
2023年4月1日

西岬観光株式会社

代表取締役　髙木恒明

② 輸送の安全に関する法令及び関連する規定を遵守
し、厳正かつ忠実に職務を遂行する。

③ 安全管理体制を適切に維持する為に不断の確認を励
行する。

④ 輸送の安全に関する情報については積極的に公表す
る。

安全確保の最優先がバス事業者の使命であることを
深く認識し、社長及び役員・社員一同が安全確保に
最善の努力を尽くす。

輸送の安全に関する基本的な方針1-1

①

＜西岬観光株式会社　安全方針＞



2023年4月1日

自 社 構 内 事 故 ゼ ロ
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1-2 輸送の安全に関する目標及び達成状況
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2023年度目標

① 回 送 時 事 故

代表取締役　髙木恒明

西岬観光株式会社

後 退 時 事 故

健 康 起 因 事 故

2022年度実績（重複件数含む）

① 未達成回 送 時 事 故 ゼ ロ 10件

④ 健 康 起 因 事 故 ゼ ロ 0件 達成

未達成

③ 未達成



1 0件

2 0件

3 0件

4 0件

5 0件

6 0件

7 0件

8 0件

9 0件

10 0件

11 0件

12 0件

13 0件

14 0件

15 0件

総件数及び類型別事故件数について下記に示す通り報告致します。

形態別事故件数（重複件数含む） 事業別事故件数

直進時 3件 一般乗用 7件

右折時 4件 一般貸切 3件

左折時 5件 一般乗合 5件

他 10件 特定 7件

22件 22件

橋脚、架線その他の鉄道施設（鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第八条第一項に規定する鉄道施設
をいい、軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道施設を含む。）を損傷し、三時間以上本線において鉄
道車両の運転を休止させたもの

高速自動車国道（高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第四条第一項に規定する高速自動車国道
をいう。）又は自動車専用道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第四十八条の四に規定する自動車専
用道路をいう。以下同じ。）において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの

前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣（主として指定都道府県等
（道路運送法施行令（昭和二十六年政令第二百五十号）第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。）
の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長）が特
に必要と認めて報告を指示したもの

操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五
条第四号に掲げる傷害が生じたもの

酒気帯び運転（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第六十五条第一項の規定に違反する行為をいう。以
下同じ。）、無免許運転（同法第六十四条の規定に違反する行為をいう。）、大型自動車等無資格運転（同法
第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。）又は麻薬等運転（同法第百十七条の二第三
号の罪に当たる行為をいう。）を伴うもの

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの

救護義務違反（道路交通法第百十七条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。）があつたもの

自動車の装置（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第四十一条第一項各号に掲げる装置をい
う。）の故障（以下単に「故障」という。）により、自動車が運行できなくなつたもの

車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る。）

自動車に積載されたコンテナが落下したもの

自動車事故報告規則第二条に規定する事
故に関する統計

1-3

自動車が転覆し、転落し、火災（積載物品の火災を含む。以下同じ。）を起こし、又は鉄道車両（軌道車両を
含む。以下同じ。）と衝突し、若しくは接触したもの

十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令（昭和三十年政令第二百八十六号）第五条第二号又は第三号に
掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。）を生じたもの

十人以上の負傷者を生じたもの

自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの



◇ 新型コロナウイルス感染防止対策用品の購入

・ 除菌剤（バス車内、営業所内、休憩所などに設置）

・ 非接触型検温器（バス車内、営業所内、点呼場内に設置）

・ 乗務員配布用マスクの購入

・ 乗務員休憩所などの抗菌消毒作業施工

・ 飛沫感染ボード、カーテンの設置（バス車内・点呼場設置）

◇ 安全会議（事故・ヒヤリハット共有）の毎月実施

◇ 運行管理者及び整備管理者の受講

◇ 安全衛生管理セミナー（厚生労働省委託）の受講

◇

◇ デジタルタコグラフデータを活用した社員教育

◇ 老朽車輌の一部入替

定期的な健康診断の受診とその結果に基づいた健康管理指導の実
施

2
輸送の安全の為に講じた措置及び

講じようとする措置

講じた措置（2022年度）



月/ 指導事項 ①サービス 乗務員に対する指導・監督 ②安全管理 ③健康管理 ④営業一般 ⑤道徳講話

４月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇バスを運転する心構え

春の交通安全運動に関する 重点項目の促進
安全衛生と健康管理に関する指導
について4月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養4月号
（倫理研究所）

５月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇バスの構造上の特性
●ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリハット(一般道路編)

安全衛生と健康管理に関する指導
について5月号（轟健康クリニック）

職場の教養5月号
（倫理研究所）

６月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇乗客が乗降するときの安全を確保するための留意すべき事項
★安全性の向上を図るための装置を備えるバスの適切な運転方法

安全衛生と健康管理に関する指導
について6月号（轟健康クリニック）

職場の教養6月号
（倫理研究所）

７月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇乗務中の乗客の安全を確保するための留意すべき事項

夏の交通安全運動に関する 重点項目の促進
夏バテ・日射病対策
安全衛生と健康管理に関する指導
について7月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養7月号
（倫理研究所）

８月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇運行路線・経路における道路及び交通の状況

健康診断実施による健康管理
安全衛生と健康管理に関する指導
について8月号（轟健康クリニック）

顧客配車状況
と対策

職場の教養8月号
（倫理研究所）

９月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法

秋の交通安全運動に関する 重点項目の促進
安全衛生と健康管理に関する指導
について9月号（轟健康クリニック）

職場の教養9月号
（倫理研究所）

１０月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇危険の予測および回避並びに緊急時における対処方法

安全衛生と健康管理に関する指導
について10月号（轟健康クリニック）

職場の教養10月号
（倫理研究所）

１１月
◇点呼時に接客ロールプレイング
●ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリハット(高速道路編)

健康診断実施による健康管理
安全衛生と健康管理に関する指導
について11月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養11月号
（倫理研究所）

１２月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇健康管理の重要性
★非常用信号用具、非常口、消火器の取り扱い

冬の交通安全運動に関する 重点項目の促進
インフルエンザ予防対策
安全衛生と健康管理に関する指導
について12月号（轟健康クリニック）

職場の教養12月号
（倫理研究所）

１月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転

年始の輸送等安全総点検の 継続
安全衛生と健康管理に関する指導
について1月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養1月号
（倫理研究所）

２月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇運転者の運転適性に応じた安全運転

安全衛生と健康管理に関する指導
について2月号（轟健康クリニック）

顧客配車状況
と対策

職場の教養2月号
（倫理研究所）

３月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと
◇労基法・改善基準告示の周知徹底

安全衛生と健康管理に関する指導
について3月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養3月号
（倫理研究所）

◇＝年間教育計画(毎月)
●＝ドライブレコーダーから取得した映像での教育(半年に1回)
★＝安全に対する教育計画(半年に1回)

≪2022年度　年間教育計画≫



◇ 救急救命講習会の実施

◇ 安全会議（事故・ヒヤリハット共有）の毎月実施

◇ 運行管理者及び整備管理者の受講

◇ 安全衛生管理セミナー（厚生労働省委託）の受講

◇

◇ デジタルタコグラフデータを活用した社員教育

◇ 年間教育計画に基づいた乗務員教育の実施

◇ 新型コロナウィルス感染症対策の継続

講じようとする措置（2023年度　計画）

定期的な健康診断の受診と結果に基づいた健康管理指導
の実施



月/ 指導事項 ①サービス 乗務員に対する指導・監督 ②安全管理 ③健康管理 ④営業一般 ⑤道徳講話

４月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇バスを運転する心構え

春の交通安全運動に関する 重点項目の促進
安全衛生と健康管理に関する指導
について4月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養4月号
（倫理研究所）

５月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇バスの構造上の特性
●ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリハット(一般道路編)

安全衛生と健康管理に関する指導
について5月号（轟健康クリニック）

職場の教養5月号
（倫理研究所）

６月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇乗客が乗降するときの安全を確保するための留意すべき事項
★安全性の向上を図るための装置を備えるバスの適切な運転方法

安全衛生と健康管理に関する指導
について6月号（轟健康クリニック）

職場の教養6月号
（倫理研究所）

７月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇乗務中の乗客の安全を確保するための留意すべき事項

夏の交通安全運動に関する 重点項目の促進
夏バテ・日射病対策
安全衛生と健康管理に関する指導
について7月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養7月号
（倫理研究所）

８月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇運行路線・経路における道路及び交通の状況

健康診断実施による健康管理
安全衛生と健康管理に関する指導
について8月号（轟健康クリニック）

顧客配車状況
と対策

職場の教養8月号
（倫理研究所）

９月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法

秋の交通安全運動に関する 重点項目の促進
安全衛生と健康管理に関する指導
について9月号（轟健康クリニック）

職場の教養9月号
（倫理研究所）

１０月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇危険の予測および回避並びに緊急時における対処方法

安全衛生と健康管理に関する指導
について10月号（轟健康クリニック）

職場の教養10月号
（倫理研究所）

１１月
◇点呼時に接客ロールプレイング
●ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリハット(高速道路編)

健康診断実施による健康管理
安全衛生と健康管理に関する指導
について11月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養11月号
（倫理研究所）

１２月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇健康管理の重要性
★非常用信号用具、非常口、消火器の取り扱い

冬の交通安全運動に関する 重点項目の促進
インフルエンザ予防対策
安全衛生と健康管理に関する指導
について12月号（轟健康クリニック）

職場の教養12月号
（倫理研究所）

１月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転

年始の輸送等安全総点検の 継続
安全衛生と健康管理に関する指導
について1月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養1月号
（倫理研究所）

２月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇運転者の運転適性に応じた安全運転

安全衛生と健康管理に関する指導
について2月号（轟健康クリニック）

顧客配車状況
と対策

職場の教養2月号
（倫理研究所）

３月
◇点呼時に接客ロールプレイング
◇バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと
◇労基法・改善基準告示の周知徹底

安全衛生と健康管理に関する指導
について3月号（轟健康クリニック）

顧客巡回
職場の教養3月号
（倫理研究所）

◇＝年間教育計画(毎月)
●＝ドライブレコーダーから取得した映像での教育(半年に1回)
★＝安全に対する教育計画(半年に1回)

≪2023年度　年間教育計画≫



○安全方針に基づき、下記の事項について重点的に取り組み安全確保に努めます。

・安全を最優先し、公共交通機関としての使命を担う努力をします。

・法令を遵守し公正、公平に利用者の移動ニーズに応えます。

・従業員の健康に留意し、無理のない運行を心がけます。

○運行障害防止のため安全な運行と車両の健全性を維持する努力をします。

・法令と車両の運行頻度や経年に合わせた点検整備を実施します。

・運行前点検を確実に行い、運行中の車両トラブルを未然に防止します。

○定期的な助言、指導を行い全ての従業員の安全意識を高めます。

・季節ごとの注意事項を周知し安全確保に取り組みます。

・事故事例、ヒヤリハットの収集、分析と周知を行い安全意識向上に努めます。

・高速道路での追い越し車線連続走行禁止を徹底し事故リスクを低減します。

・構内事故を防止するため制限速度10Km/h以下、最徐行徹底を呼びかけます。

・後退事故防止のため、後退前一呼吸と下車しての目視確認励行を呼びかけます。

2023年4月1日

2023年度 安全重点施策

以上

西岬観光株式会社
代表取締役　髙木恒明



緊急連絡網（関係機関用）

旅行発注元

国土交通省　運輸局

千葉中央警察署
043-243-1151

千葉南警察署
043-291-0110

鎌取駅前交番
043-292-2521

ちはら台駅前交番
0436-75-3116

千葉駅前交番
043-225-1188

千葉市消防局
043-202-1611

救急医療センター
043－279-2211

千葉市立海浜病院
043-277-7711

海浜病院（夜間）
043-279-3131

みどりのは 葉記念病院
043-209-8911

運行管理者
本社営業所長代理

発　注　担　当　者

千葉運輸支局
043-242-7335

千葉県警察本部
043-227-9131

千葉東警察署
043-233-0110

蘇我駅前交番
043-266-4261

高速道路交通警察隊
043-259-1718

永野　麻琴
043-265-6667
（携帯電話併用）

安全統括管理者 本社営業所長

髙木　恒明
043-265-6667
（携帯電話併用）

安藤　淳一
043-265-6667
（携帯電話併用）

西岬観光

2023/4/1 更新

西岬観光 代表取締役 西岬観光 統括運行管理者



副班長・松本貴寛 副班長・片岡能美 副班長・松本貴寛 副班長・池田正子 副班長・松本貴寛

旅行業務者対策班
（兼）安藤　淳一

別添2　対策本部設置要領

総責任者
対策本部長

髙木　恒明

広報班

浮ヶ谷　竜明

対策副本部長

安藤　淳一

車両・支援班長
永野　麻琴

地区対策班長
林　康一

情報収集班長
増田　慎治

乗客・家族対策
近野（総務）


