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【はじめに】

 「運輸安全マネジメント」とは、乗客輸送の安全の確保が最も重
要であるということを社長から現場の運転者まで共通の認識とし
て持ち、安全性向上のための計画を策定して実行し、その効果を
評価・チェックし、改善ポイントを整理し、さらに改善計画を実
施するという取組み（PDCAサイクル)を行い、常に事業者全体の
安全の確保、向上を継続的に行う仕組みです。

 経営トップから現場の運転者までが一丸となって安全性の向上
を図り、企業全体に安全意識を浸透させる「運輸安全マネジメン
ト制度」が平成１８年１０月から導入されています。

 タクシー事業者の多くは安全管理規程等の義務付け対象外の小
規模事業であることから、大手事業者に比べると組織体制、人材
及び経営資源に制約があり、運輸安全マネジメントの取組みを難
しいと感じる事業者が少なからず存在しています。

 これらを踏まえ、小規模（概ね３０両未満）ハイ・タク事業者
が具体的に運輸安全マネジメントの取組みが出来るよう、「中小
規模自動車運送事業者における安全管理の進め方に関するガイド
ライン」に基づき、取組みの進め方について取りまとめました。
本書を参考に、「運輸安全マネジメント」の取組みを積極的に進
めましょう。

計画・目標の
策定

ステップ１
（Plan）

現場での実施
ステップ２
（D o）

計画・目標の
見直し・改善
ステップ４
（Act）

点検・評価
ステップ３
（Check）

運輸安全マネジメントの進め方（PDCAサイクル）
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【本書の構成】

 本書は、計画の策定、実行、チェック、改善といったPDCAサイク
ルの各項目に沿った構成としています。

 各項目とも、具体的な取組みのポイントや取組事例を中心に解説
しています。

Ⅰ．社長の役割 Ｐ．３

ステップ１ （Ｐｌａｎ） 計画・目標の策定

ステップ２ （Ｄｏ） 現場での実施

ステップ３ （Ｃｈｅｃｋ） 点検・評価

ステップ４ （Ａｃｔ） 計画・目標の見直し・改善

Ⅱ．運輸安全マネジメントの進め方 Ｐ．４

Ⅲ．輸送の安全にかかわる情報の公表 Ｐ．１５

（１）安全方針の策定 Ｐ．４
（２）安全目標と取組計画の作成 Ｐ．６

（１）取組計画の実行 Ｐ．８
（２）情報伝達・コミュニケーションの確保 Ｐ．９
（３）事故情報等の収集・活用 Ｐ．１０
（４）教育・訓練等の取組み Ｐ．１１

（１）取組計画の点検等 Ｐ．１２

（１）見直し・改善 Ｐ．１３
（２）文書・記録類の作成・維持 Ｐ．１４

2

（別添１） 安全管理の取組状況の自己チェックリスト
（別添２） 安全管理の取組状況の自己チェックリスト記載例



Ⅰ．社長の役割

輸送の安全は、事業者の最も基本的なサービスです。このた
め、社長は、自らが輸送の最高責任者として、安全管理の態勢
を整え、安全管理の取組計画を作るとともに、社員を指揮・指
導してその役割を果たす責任があります。

社長の役割６箇条

１．安全方針を策定して、社内に徹底する。
輸送の安全に関する基本的な考え方（安全第一、法令遵守等）
を記載した安全方針を作り、社内に徹底する。

２．安全重点施策（安全目標、取組計画）を決める。
安全方針を実現するため、年１回、具体的な安全目標を決め、
その目標達成に向けた取組計画を作成し、安全運行に努め
る。

３．重大事故発生時の対応を決める。
重大事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ定め、周
知する。

４．安全に必要な設備・人員を整備する。
ドライブレコーダー、デジタルタコグラフなど安全投資する。
また、会社の人員体制上可能な場合には、安全を統括する責
任者（安全統括責任者）１名を選任する。

５．安全上の問題を見つけ、見直しをする。
安全管理の取組状況を年に１回は点検し、問題点があれば
改善する。

６． 安全に関して積極的に指示を出す。
現場が抱える問題点を適時、適切に把握し、積極的に指示を
出す。 3



取組みのポイント

ステップ１ （Ｐｌａｎ） 計画・目標の策定

 安全方針の策定

① 安全方針は、社長自身の思いを表明するものです。

② 内容は、「法令や社内規則を守ること」、「輸送の安全

が第一であること」や「安全管理体制の継続的改善」等

を明記しましょう。

③ 形式は自由ですが、簡明な言葉で分かりやすい内容のも

のとしましょう。

 安全方針の周知・指導

① 朝礼、明け番集会等での社長の訓示。

② 社内、車両等への掲示。

③ 点呼・朝礼等での唱和励行。

④ 安全方針を記載した携帯カードの社員配布。

⑤ 社内報等への掲載。

⑥ 社内教育時での周知、指導 等。

Ⅱ．運輸安全マネジメントの進め方

（１）安全方針の策定

安全方針を策定し、社内に徹底しましょう。
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安 全 方 針

株式会社 ○○タクシーは、「安全は最大の乗客サービス」を経営理
念として、次の通り安全方針を定めます。

１．関係法令を遵守し、交通事故を撲滅します。

２．お客様の安全を第一に、安心、安全、快適な運行を約束します。

３．安全マネジメント態勢を適切に運営し、その継続的実施に努めます。

平成○○年○月○日

株式会社 ○○タクシー

代表取締役 日本 太郎

安 全 方 針

株式会社 △△タクシーは、「『安心、安全、快適はタクシー業務の基
本』を合い言葉に、社長以下全社員が一丸となって安全運行に努めること」
を経営理念として、次の通り安全方針を定めます。

１．公共交通事業に携わる者としての責任と自覚のもと、関係法令を遵
守し、無事故・無違反運行に徹します。

２．お客様の安全を第一に、安心、快適なサービスを約束します。

平成○○年○月○日

株式会社 △△タクシー
代表取締役 日本 太郎

安全方針策定例１

安全方針策定例2
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取組みのポイント

 具体的な目標の設定

① 安全方針に基づいて事故防止のための安全目標や取組計

画を作りましょう。

② 安全目標や取組計画は、短期的に達成できるものとし

て 、自社の規模、実情に応じて策定しましょう。

③ 安全目標は、達成状況を把握することができるよう、で

きる限り「人身事故ゼロ」や「交通事故を前年対比で○

件、○％削減」等数値目標を掲げましょう。

（２）安全目標と取組計画の作成

安全方針に沿い、かつ、自らの安全に関す
る課題に基づき、年に１回、具体的な安全目
標とその目標達成に向けた具体的取組計画
を作成しましょう。
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安 全 目 標

平成２９年度の「安全目標」を次のとおり決定する。

平成２９年４月１日
株式会社 ○○タクシー
代表取締役 日本 太郎

○ 有責（第１当事者）となる人身事故をゼロ
（前年度○件）

○ 物損無事故の１００日継続

安全目標例
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ステップ２ （Do） 現場での実施

（１）取組計画の実行

作成した安全目標と取組計画に基づき、目
標の達成に向けて取組みましょう。

取組計画の実行例

① 見通しの悪い交差点で２段階停止を確実に実施するた

め、月１回添乗指導する。

② 乗務前点呼時に基本動作を唱和する。

③ 基本動作を実践後に出庫する。

④ 乗務員教育年間計画を作成し、確実に実施する 等。

取組事例
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（２）情報伝達・コミュニケーションの確保

輸送の安全を確保するために必要となる
様々な情報伝達やコミュニケーションの確保に
関する取組みを行いましょう。

取組みのポイント

① 上から下への情報の流れ
社長等から現場への輸送の安全に関する情報伝達の仕組
みを作りましょう。

② 下から上への情報の流れ
現場の課題が社長等に対して報告・上申される仕組みを
作りましょう。

③ 社内での横断的な情報の流れ
職場内での情報が共有される仕組みを作りましょう。

＜上から下への情報の流れ＞
〇 情報の事務所内への掲示。
〇 社内報への掲載。
〇 現場巡回、年始会、入社式等での社長等の訓示。
〇 点呼での周知 等。
＜下から上への情報の流れ＞
〇 現場巡回での現場の職員からの意見聴取。
〇 現場管理者から、現場の課題等を的確に社長等に報告。
＜社内での横断的な情報の流れ＞
〇 小規模活動によるコミュニケーションの活性化
〇 休憩所などに掲示板などを設置し、運行管理者や運転者
のメッセージ等を掲示。

＜安全啓発活動＞
〇 安全を啓蒙するポスター、ステッカー等を掲示。

取組事例
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取組みのポイント

① まずは発生した事故について個別に再発防止対策を実施
し、効果を把握した上で見直しを行いましょう。

② 事故が発生していない場合や事故件数が少ない場合にはヒ
ヤリ・ハット情報を収集し活用しましょう。

③ 収集した事故情報やヒヤリ・ハット等の情報は必要に応じ
て分類・ 整理して、対策の立案・実施等に活用しましょ
う。

④ ヒヤリ・ハット情報等を収集する場合は、報告者に不利益
が生じないよう配慮しましょう。

⑤ 自社の情報以外にも、他社で発生した事故・トラブルやヒ
ヤリ・ハットの事例等を収集し、対策に活用しましょう。

⑥ 単独での取組が困難な場合は、グループ会社、外部と連
携・相談しながら取組を進めましょう。

（３）事故情報等の収集・活用

事故の再発防止又は未然防止を図るた
め、社員は、事故が発生した場合は、社長
等にその情報を適時、適切に報告し、社長
等は以下の取組みを行いましょう。

〇 自動車保険契約を締結している損害保険会社に、自社で発
生した事故の集計・分析を依頼し、事故の傾向を把握。

〇 ヒヤリ・ハット報告様式の記入項目の簡略化及びドライブ
レコーダーを活用した詳細情報の収集。

〇 ヒヤリ・ハットを処分の対象としないことの社内規定化。

（注）具体的手法等については、国土交通省が公表した冊子「事故、ヒヤリ・ハッ
ト情報の収集・活用の進め方～事故の再発防止・予防に向けて～（自動車
モード編）」等を参照ください。

取組事例
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 必要な教育・訓練等
運輸安全マネジメント制度の趣旨等の理解を深めるために必要な
教育・訓練を計画的に実施する。

＜管理者向け教育・訓練＞
〇 国土交通省が実施する運輸安全マネジメントセミナーや民間リス
クマネジメント会社が実施する国土交通省認定セミナーの活用。

＜現場の社員・職員向け＞
〇 ドライブレコーダーを活用した、管理者による安全指導の実施。
〇 事故惹起者教育として、事故惹起者が優良運転者の乗務に添乗し
観察。

〇 自社で発生した過去の重大事故を風化させないため、当該事故発
生月に全ての社員・職員で事故を振り返り再発防止を誓う機会を
設定。

〇 教育・訓練を受けた者へのアンケート実施等により、教育・訓練
の効果を把握し、必要に応じ内容の見直しを実施。

 重大な事故等への対応体制の整備
〇 重大な事故・災害等が発生した場合の対応方法等をあらかじめ定
める。

〇 簡潔でわかりやすい初動対応手順を作成し、情報伝達訓練等を実
施する。

 関係法令等の遵守状況の確認
必要な関係法令、通達及び事業者で定める規則を遵守するととも
に、それらの遵守状況を定期的に確認する。

取組みのポイント

（４）教育・訓練等の取組み

社員に必要な教育・訓練の実施、重大な
事故等への対応体制の整備、関係法令等
の遵守状況の確認など、輸送の安全を確保
するために以下の取組みを行いましょう。

〇 業界団体や業界紙等から情報を収集し、関係法令及び最新の改正
状況を把握。

〇 点呼、現場巡回、添乗指導、路上パトロール等での確認。
〇 デジタルタコグラフのデータやドライブレコーダー映像を活用し
た法令遵守の確認 等。

取組事例
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ステップ３ （Check） 点検・評価

取組みのポイント

① 社長等経営陣と現場の運転者とが互いに意見を言える場を設
け、安全に関する意見等に耳を傾けることにより、安全上の問題
点を把握しましょう。

② 少なくとも年１回、安全目標の達成状況や安全監理の取り組み
状況を、別添の「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」を
活用して点検しましょう。

③ 定期的に業務の記録などを確認し、安全上の問題点を掴みまし
ょう。

（１）取組計画の点検・評価

取組計画の実施状況を点検・評価し、安全
上の問題点を把握しましょう。

□ 安全上の問題点の把握方法例
① 社長自らが、「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」を
用いて点検し、年度末の「安全管理体制見直し会議」に諮り、
次年度の安全目標を策定。

② グループ会社で内部監査員を選出し、相互に内部監査を実施。
③ 親会社に依頼し、自社に対する内部監査を実施。
④ 明け番集会等を利用し、定期的に運転者との安全に関する意見
交換会を開催する。

⑤ 定期的に運転者と個別面談を行う。

 把握された問題点の例

① 安全運行に関する意識が運転者に十分浸透していない。
② ヒヤリ・ハット情報、交通事故多発地点等危険箇所の情報が共
有されていない。

③ 重大事故が発生しているにもかかわらず、情報が共有されてい
ない。

④ 教育が計画的に実施されていないため、運転者の法令知識が不
十分。

取組事例
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取組事例

① 年１回の点検や定期的な業務の記録の確認の結果、安全上の問題
点があった場合には、改善を図っていきましょう。

取組みのポイント

〇 安全目標の達成状況や安全管理の取組状況については総括を行
い、その結果を踏まえ次年度の安全目標等の見直し・改善を実
施しましょう。

〇 取組みを記録することで、将来の安全に関する取組みに活用しま
しょう。

ステップ４ （Act） 計画・目標の見直し・改善

（１）見直し・改善

社長は、点検の結果、安全管理体制に
問題があることが分かった場合には必要
な見直し・改善を行いましょう。また、日常
業務で明らかになった課題等に対して、継
続的に見直し・改善を行いましょう。

13

安全上の問題点 改善策

１．安全運行に関する意識が運
転者に十分浸透していない。

対面点呼を確実実施することに
より安全意識の啓発を図る。

２．ヒヤリ・ハット情報、交通事故
多発地点等危険箇所の情報が
共有されていない。

○ヒヤリ・ハット体験報告会の開
催

○ヒヤリ・ハット情報、交通事故
多発地点等危険箇所マップの作
成・掲示。

３．教育が計画的に実施されて
おらず、運転者の法令知識が不
十分。

業務の見直し等により、研修会
に参加しやすい環境の整備を図
る。



② 点検の結果、判明した問題点とその解決のため対応した状況を書
面で残しておきましょう。

改善を図るにあたっては、次期の安全目標や取組計画に反映さ
せていくことが必要です。

平成２９年○月○日
署名 （社長）

安全の確保の状況点検の結果判明した問題点とその解決のための対応した状況

実施日 判明した問題点 解決のため対応した状況

○年〇月○日 ヒヤリ・ハット情報が
共有されていない

ヒヤリ・ハット体験報告会を開催。参加者○○人。
報告会後、感想文を提出させた。

〇 担当者の異動・退職等があったとしても、誰もが業務のことが
分かるよう、適切にルールを文書化し、管理しましょう。

〇 過去の安全対策の実施状況を確認できるよう、体系的に取組を
記録し、管理しましょう。

〇 法定以外のものは必要最小限とし、現有しているものを可能な
限り活しましょう。

（２）文書・記録類の作成・維持
安全管理体制を構築・改善するために、
作成した文書類や安全管理体制の運用結
果を残すために作成した記録類を、適切
に管理又は維持しましょう。

取組みのポイント
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Ⅲ．輸送の安全にかかわる情報の公表 （参考）

１００両未満の事業者は次に掲げる情報を、毎事業年度の経過後１００日以内に外
部に対して公表しなければなりません。
（１）公表しなければならない情報
① 輸送の安全に関する基本的な方針
② 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
③ 自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計（総数及び累計別の
事故件数）

（２）公表することが望ましい情報
① 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
② 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
③ 輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じよ
うとする措置

（３）公表の期間
公表の期間は次年度の公表を行うまでの間

１．基本方針の公表

２．行政処分情報の公表

道路運送法第２７条第２項、第３１条又は第４０条の規程による処分を受けたとき
は、次に掲げ内容を遅滞なく公表しなければなりません。
（１）公表しなければならない行政処分情報
① 処分の内容
輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処
分、事業停止処分

② 処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容, 改善報告書等
（２）公表の期間

行政処分を受けた日から３年間を経過する日までの間

３．公表の方法
（１）公表の場所
① 基本方針等に関する情報は、本社、全営業所
② 行政処分情報は、本社及び当該行政処分を受けた営業所

（２）公表の手段
① 自社ホームページへの掲載
② 報道機関へのプレス発表
③ 自社広報誌への掲載
④ 営業所等利用者が出入りする自社施設における掲示

◆事業者は事業規模に応じて、輸送の安全にかかわる情報を公表し
なければなりません。
◆公表する情報の中には、運輸安全マネジメントに関する項目も含
まれています。
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（別添１）

安全管理の取組状況の自己チェックリスト

前回点検日 年 月 日

点検日 年 月 日

番号 自己点検チェックポイント 判定 特記事項

１ 社長は、法令を守ること、安全を最優先とすることなど

の考え方を盛り込んだ安全方針を作っている。

２ 社長は、安全方針を社内に周知している。

３ 社長は、安全方針を実現するため、１年ごとに安全目

標を 定め、その目標を達成するための具体的な取組

計画を作っている。

４ 安全運行に努め、安全目標を達成している。

５ 重大事故が発生した場合の対応方法を決めている。

６ 社長は、安全に必要な設備の更新・整備や人員の配置

等を行っている。

７ 運行管理者は、安全目標の達成に向けた取組を積極

的に行っている。

８ 運行管理者は、社長との連絡を密にし、輸送の安全に

関する情報を集め、社長に報告している。

９ 社長は、安全管理の実施体制における各自の責任・役

割を明確に定めている。

１０ 社長は、安全管理の実施体制における各自の責任・役

割は周知している。

１１ 社内において、輸送の安全に関する定期的な話し合い

を行っている。

１２ 社長は、社員と直接話す機会を作り、安全に関する指

示・指導をしたり、社員から意見・要望を聴いたりしてい

る。

１３ 旅客から輸送の安全に関する意見要望を収集してい

る。

１4 関係法令や社内規則を遵守して、安全運行している。

１５ 安全管理・運行管理に関する社内規程が適切に管理さ

れている （必要な部署への配付・保管、改廃手続きの

適切な実施と表示）。



１６ 安全運行に必要な教育・訓練を定期的に実施してい

る。

１７ 社長・運行管理者は、外部が主催する運輸安全マネジ

メントに関する研修等に参加している（事業者内部の教

育の受講も含む）。

１８ １６及び１７の教育・訓練等の実施状況を記録している。

１９ 事故が発生した場合、社長まで事故の情報が現場から

報告されるようになっている。

２０ 発生した事故の再発防止策を考え、実行している。

２１ ヒヤリ・ハット情報を集め、事故防止に活用している。

２２ 他の事業者の事故事例などを集め、自社の事故防止

に活用している。

２３ 緊急通報・連絡先を少なくとも１年ごとに見直し、電話

番号等に変更がないかどうか確認をしている。

２４ １９から２３の実施状況を記録している。

２５ 事故が発生した場合、必要な報告を国土交通省にし

ている

２６ 社長は、少なくとも年に１回は安全の確保に向けた取

組状況（安全目標、安全目標達成に向けた取組、安全

管理の取組体制、情報の伝達体制、事故防止策、教育

・訓練等）を点検し、問題があれば改善している。

２７ ２６の実施状況を記録している。

＊ 「判定」欄は、実施している場合は○、未実施の場合は×を記載。

＊ 「特記事項」欄は、社で行っている取組の概要や取組が困難な理由・問題、前回チェック

時からの改善状況等を記入する。



（別添２）

安全管理の取組状況の自己チェックリスト 記載例

・実施している場合は「判定」欄に○、実施していない場合は を記入すること。☓

・文書や記録等により実施状況が明確に判定できる項目は、それらに基づき判定すること。

・実施状況が明確に判定できない項目については、取組に応じて適宜判定すること。

・ 特記事項」については、自社で行っている取組の概要や取組が困難な理由・問題、前回のチェック時「

から改善した点などを記入すること。

・経年比較のために、前年の判定および特記事項が記載できる欄を設けることも有効。

前回点検日 28年3月30日

点検日 29年3月31日

番号 自己点検チェックポイント 判定 特記事項

○１ 社長は、法令を守ること、安全を最優先とすることなど

の考え方を盛り込んだ安全方針を作っている。

1２ 社長は、安全方針を社内に周知している。 ○ 各営業所内に掲示 月、

回の安全会議で訓示

３ 社長は、安全方針を実現するため、１年ごとに安全目

○標を 定め、その目標を達成するための具体的な取組

計画を作っている。

○４ 安全運行に努め、安全目標を達成している。

事故発生初動手順書に５ 重大事故が発生した場合の対応方法を決めている。 ○

より規定

○６ 社長は、安全に必要な設備の更新・整備や人員の配置

等を行っている。

個別指導を実施７ 運行管理者は、安全目標の達成に向けた取組を積極 ○

的に行っている。

様々な機会を通じて情８ 運行管理者は、社長との連絡を密にし、輸送の安全に ○

報を収集し、安全会議関する情報を集め、社長に報告している。

等で報告

安全管理規程に明記９ 社長は、安全管理の実施体制における各自の責任・役 ○

割を明確に定めている。

職務割表を作成し周知１０ 社長は、安全管理の実施体制における各自の責任・役 ○

割は周知している。

安全会議を月 回開催１１ 社内において、輸送の安全に関する定期的な話し合い ○ 1

を行っている。

１２ 社長は、社員と直接話す機会を作り、安全に関する指

○示・指導をしたり、社員から意見・要望を聴いたりしてい

る。



○１３ 旅客から輸送の安全に関する意見要望を収集してい

る。

○１4 関係法令や社内規則を遵守して、安全運行している。

１５ 安全管理・運行管理に関する社内規程が適切に管理さ

○れている （必要な部署への配付・保管、改廃手続きの

適切な実施と表示）。

年間教育訓練計画書に１６ 安全運行に必要な教育・訓練を定期的に実施してい ○

基づき実施る。

運輸局が開催する運輸１７ 社長・運行管理者は、外部が主催する運輸安全マネジ ○

安全マネジメントセミメントに関する研修等に参加している（事業者内部の教

ナーに社長が参加育の受講も含む）。

年間教育訓練計画書に１８ １６及び１７の教育・訓練等の実施状況を記録している。 ○

実施状況を記録

○１９ 事故が発生した場合、社長まで事故の情報が現場から

報告されるようになっている。

安全会議にて事故惹起２０ 発生した事故の再発防止策を考え、実行している。 ○

者も交えて実施

集めた情報をもとにハ２１ ヒヤリ・ハット情報を集め、事故防止に活用している。 ○

ザードマップを作成し

掲示

特に実施していない２２ 他の事業者の事故事例などを集め、自社の事故防止 ☓

に活用している。

変更の都度確認してい２３ 緊急通報・連絡先を少なくとも１年ごとに見直し、電話 ☓

るが、定期的ではない番号等に変更がないかどうか確認をしている。

２２，２３については２４ １９から２３の実施状況を記録している。 ☓

記録なし

○２５ 事故が発生した場合、必要な報告を国土交通省にし

ている

３月に実施する安全会２６ 社長は、少なくとも年に１回は安全の確保に向けた取

議において、年間の取組状況（安全目標、安全目標達成に向けた取組、安全 ○

組をとりまとめ、次年管理の取組体制、情報の伝達体制、事故防止策、教育

度目標と計画に反映・訓練等）を点検し、問題があれば改善している。

安全会議議事録に記録２７ ２６の実施状況を記録している。 ○


