
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪神タクシー株式会社 

２０２２年４月１日 

 

～年間スローガン～ 

ハンドルを 握る責任 再確認 



【２０２１年度 輸送の安全に関する目標および達成状況】 

１，重大事故件数（自動車事故報告規則第２条に規定するもの） 

  目標 ・・・ 発生させない 

  結果 ・・・ ２件 

２，有責事故件数 

  目標 ・・・ 前年発生件数の１０％を削減する 

  結果 ・・・ 目標値より １６，６％増 

  ※違反検挙数 

目標 ・・・ 前年度検挙数の１０％を削減する 

  結果 ・・・ 目標値より ８，１％増 

  ※特定事故件数 

  目標 ・・・ 前年度発生件数より削減する 

  結果 ・・・ 追突事故件数が目標値より大きく減少 

結果 ・・・ 対自転車および対歩行者事故件数が増加 

 

結果として目標は達成出来ず、また自動車事故報告規則第２条に規定する重大事故が２

件発生、全社員に事故発生状況を徹底周知し再発防止策を掲げ啓蒙・啓発活動を実施、以

降の重大事故防止を目指し安全意識の向上に努めた。 

 

【２０２１年度 輸送の安全に関する目標達成のための具体的な取り組み】 

１，輸送の安全確保が最優先するという意識の徹底 

 輸送における安全意識の向上を図るため、社長をはじめとする役員が、出庫する各営

業所に対して点検指導を実施し、乗務員に対しても安全意識の重要性を認識させ、継続

して安全意識の向上に努めた。 

２，安全教育および交通事故防止研修の取り組み 

① 交通事故防止対策の充実 

 管理職・所属長が、当社の主要な営業地域内における交通事故発生箇所の検証を実施

し、また乗務員より抽出した交通危険箇所情報をもとに現地巡回を行いその情報を各基

地にて全乗務員に事故発生状況を周知し啓蒙・啓発活動を実施。 

 ② 安全講習会（年２回）の実施 

（１回目）６月２１日～２２日 管理職により事故の発生状況および年間目標の明示。 

（２回目）１１月４日～ ５日 インターリスク総研専任講師により「事故０」を目指

す為の自己防衛手段および事故を誘発するメカニズムなど解説し、事故撲滅教育を実

施。 
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③ 事故惹起教育の実施 

  ・個別教育および指導  ・・・ １４７名（参考：前年度１４１名） 

  ・事故惹起者６時間教習 ・・・ ３８名 

  ・特定事故惹起者教育  ・・・ ２８名 

④ 新人乗務員教育の実施 

   入社時および入社後それぞれ定期的に新人教育を実施し、入社時教育の内容を復習

するとともに安全への意識を再確認させた。 

  ・入社時安全教育    ・・・ ２１名 

  ・フォローアップ研修 

   § 入社３か月研修  ・・・ １２名 

   § 入社６か月研修  ・・・ １１名 

   § 入社１２か月研修 ・・・ １０名 

   すでに乗務職に就いている者のドライブレコーダー映像を定期的に抽出し、実際の

運転業務における危険因子をあらかじめ調査の上、事実に基づいた形式での指導・教

育を実施、新人時期に多発する傾向のある狭路での右左折事故の防止強化を図った。 

 

３，安全管理体制 

① 会議体の充実 

 ・役員連絡会   ・・・ 毎週/月曜日 

  ・部長会議    ・・・ 月/２回 

  ・営業本部会議  ・・・ 月/２回 

  ・事故査定会議  ・・・ 月/２回 

  ・渉外担当者会議 ・・・ 四半期毎/１回 

② 点呼による指示管理の充実 

  ・拡大点呼    ・・・ 全乗務員を対象とし事故発生情報の共有および事故事例

の分析結果を周知し、輸送の安全確保への意識向上に努めた。 

  ・対面点呼    ・・・ 健康診断結果に基づき要注意者を抽出、特に高血圧者に

対し出庫前点呼時に血圧測定を義務化し、健康起因事故の抑止に努めた。 

  ・緊急拡大点呼  ・・・ 全乗務員を対象に極めて重要性の高い事案に対し実際の 

ドライブレコーダー映像を用い事故発生状況の説明を行い、全乗務員に情報を提供し 

危機意識の向上に努めた。 

   乗務員の安全意識をより増強させるため、管理職をはじめとする渉外担当者が事故 

現場視察を実施、より深い事故状況把握に努めその情報を現場に徹底周知した。 

③ 車両点検の管理体制強化 

   乗務前対面点呼にて運行前点検の実施状況について、運行管理者と整備管理者が相 

互に確認作業を行い、整備不良による交通事故発生の防止を未然に努めた。 
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４，交通事故防止体制の強化 

① 交通事故の情報収集と原因分析への取り組み 

特定事故惹起者教育において、事故発生地点に赴き事故発生状況を調査し事故 

の背景に潜む要因の情報収集を行い、直接的な事故原因を分析し再発防止に努め

た。 

② 運行管理部門の質的向上 

   ・運行管理者特別講習           ・・・  ０名 

   ・運行管理者一般講習           ・・・ １３名 

   ・自動車事故対策機構適性診断（初任診断） ・・・ ２１名 

   ・自動車事故対策機構適齢６５歳時診断   ・・・ １７名 

          〃    ６８歳時診断   ・・・ ２１名 

          〃    ７１歳時診断   ・・・ １５名 

          〃    ７４歳時診断   ・・・  ６名 

〃    ７６歳時診断   ・・・  ４名 

   ・自動車事故対策機構特定診断Ｉ      ・・・  ２名 

    （事故状況を精査し会社が独自に診断を受診させたもの含む） 

   ③ 健康管理体制の強化 

   ・健康診断の受診状況（秋）受診者     ・・・４４１名 

        〃    （春）受診者     ・・・４１１名 

   ・健康診断結果に基づく健康指導の実施 

     乗務前対面点呼を執行する運行管理者および各営業所を所轄する労務担当者が

所属する全乗務員の健康診断結果を把握し、既往症のある乗務員に率先して声掛

けを実施、乗務前の健康状態や睡眠の状況を確実に確認することで、健康起因に

よる事故発生の防止に努めた。 

     また、健康診断結果にて要検査および要治療の項目がある乗務員に対し、その

項目に沿った医療機関受診を指示、その後定期的に追跡調査を行うことで健康管

理意識の低い乗務員に注意喚起を実施した。 

④ PDCA サイクルの活用 

     有責事故件数に関しての目標は達成出来ず、対自転車事故および対歩行者発生

件数について前年度を上回り、実施した指導内容の見直しおよび根本的な安全意

識改革が必要である。運行管理者はもとより管理職・所属長および渉外担当者が

一丸となり更なる施策の見直しを図ることが課題となった。 
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  ５，内部監査による監査の実施 

   ① 運輸安全マネジメントの実施状況 

   ② 計画の進捗状況 

   ③ その他輸送の安全に関わる事項の実施状況 

   

【内部監査の評価】 

   ２０２１年度は結果的に有責事故発生件数が増加した。事故再発防止教育および事

故未然防止指導の徹底が課題であると指摘されたことについて、２０２２年度は事故

防止意識を全乗務員に浸透させるため各点呼内容の見直し、および通常の個別教育に

加え、事故惹起者６時間教習および特定事故惹起者教育を継続して実施することとし

た。より深く事故状況および原因を追究し、輸送の安全が根幹であることの再教育の

実施に努めると同時に拡大点呼時に於いて事故事例を紹介。重大事故事例やヒヤリハ

ット情報を振り返りの可能なものに変更し、安全意識の向上に努めることとした。 

   

６，安全に対する投資の実施状況 

① 車両更新（UD 車両）  ・・・ ６，８００千円 

② ドライブレコーダー更新 ・・・   １０８千円 

③ スタッドレスタイヤ更新 ・・・   ４０４千円 

   

７，その他社内で実施した安全に対する啓発事項 

① 連続無事故達成者表彰の実施 

   ② 事故多発啓発ポスターの作成および掲示の実施 

   ③ 交通違反検挙事例・件数一覧の作成および掲示の実施 

   ④ 健康調査を継続し健康起因事故に関わる情報提供の実施 

   ⑤ 高血圧要注意者を抽出し出庫前点呼時の血圧測定義務化を実施 

   ⑥ 同業他社の重大事故事例などを点呼などで紹介、啓蒙・啓発の実施 

   ⑦ 異常気象時の冠水ポイントや浸水ポイントのハザードマップを作成 

   ⑧ 営業エリア内人身事故多発ポイントを可視化するためハザードマップを作成 
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《２０２２年度 輸送の安全に向けた取り組みについて》 

   既述のとおり２０２１年度に掲げた安全目標を達成できなかったことを会社として

重く受け止め、輸送の安全を最優先とする基本方針に再度重点を置き取り組む。 

    

今年度の安全に対する取り組みとして、これまでに実施し成果のある施策について

は継続して実施し、成果の乏しい施策については再分析し改善策を講じ、引き続き事

故防止および事故削減に向けた施策に取り組む。 

    

交通事故再発防止を目的とした活動はもとより、２０２２年度においては交通事故

未然防止を目的とした活動を拡充し、新たに年間スローガンを設け交通法規遵守の精

神および運転者の責務を反復して認識させ、更なる交通事故抑止を目指す。 

 

 《２０２２年度 安全マネジメントに関する取り組み》 

  １，基本方針 ２，重点施策 ３，年間目標（年間スローガン） ４，年間計画 

  ５，内部監査 ６，安全に対する投資 ７，安全統括管理者 ８，安全管理規程 

   

  １，基本方針                                 

   ① 社長および役員は、経営トップとして輸送の安全確保が事業経営の根幹である

ことを深く理解し、全社員に対し輸送の安全確保が最優先事項であるという意識を

継続して周知徹底させる。 

   ② 輸送の安全に関する計画の策定・実行・評価・改善（ＰＤＣＡ）を確実に実施

しうる計画書を作成し、絶えず輸送の安全性を希求することはもとより安全確保の

ための対策を見直すなど、全社員一丸となって安全輸送ができる組織形成を図る。 

 

２， 重点施策                                 

① 輸送の安全確保が最優先事項であるという意識を全社員に徹底して周知し、関

係法令および安全管理規程に定められた事項を遵守します。 

② 輸送の安全に関する教育および研修計画を策定し実施します。 

③ 輸送の安全に関する内部監査を定期的に実施し、必要な是正措置を講じます。 

④ 輸送の安全に関する情報を伝達および共有し、事故防止に努めます。 

⑤ 輸送の安全に関する対策費および投資を効率的に行うよう努めます。 
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３，年間目標 （年間スローガン ~ ハンドルを 握る責任 再確認）         

① 重大事故発生件数（自動車事故報告規則第２条に規定するもの） 

    目標 ・・・ 発生させない。 

② 交通事故件数 

    目標 ・・・ 前年度発生した有責事故件数を１０％減少させる。 

 

  ４，年間計画                                  

（１）輸送の安全確保が最優先事項であるという意識の徹底 

    社長をはじめとする役員、および管理職が現場視察を含め、現場に積極的に関与

することにより乗務員への安全意識の高揚を図り、安全第一主義に努める。 

   （２）教育・研修の充実 

   ① 事故防止策の充実 

    交通事故が発生した実際のドライブレコーダー映像を乗務員とともに視聴・共有 

  し、安全意識の低下を防ぐ。事故に発展する原因の追究を行い、事故発生時と同様

の環境となった場合の対応方法および回避策を自ら見出させ、率先して回避行動を

取れるよう指導・教育を実施する。 

   また、交通事故は交通違反が根源であることを徹底的に理解させ、交通法規遵守

の意識向上を図り漫然・慢心運転の防止に努める。 

② 特定事故惹起者教育の継続 

   前年度と同様に追突・自転車・歩行者事故については交通事故再発防止グループ

教習を継続する。さらに、事故内容を精査し必要があると判断した場合においては

NASVA 特定診断 I を受診させ、適性を判断した上で再乗務させるものとする。 

なお、安全に再乗務できないと判断した場合においては、別途運転技能講習等を

実施し、個々の弱点を認識させるとともに、注意の配分について理解させた上で再

乗務させる。 

③ 安全運転講習会の実施 

   全乗務員を対象とした講習会を年２回実施する。健康起因事故事例などを取り入

れ事故再発防止に努めるとともに、会社が掲げる事故未然防止の取り組みの周知を

徹底する。高齢化等で判断力や瞬発力などあらゆる力が低下していくことを自覚さ

せ自身の運転行動の限界を知り、またヒューマンエラーが発生するメカニズムを理

解させることにより安全輸送への意識の向上を図る。 

④ 新人乗務員教育の実施 

   新人乗務員に対し定期的にフォローアップ教育を実施し、交通事故予防をはじめ

運転技術の向上ならびに危険予測の重要性を理解させる。引き続き緊張感を持続さ

せることによる慣れ・過信を抑止し、交通事故未然防止および再発防止に努める。 
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   （３）安全管理体制の拡充 

   ① 会議体の充実 

    安全に対する事項について定期的に会議を開催し、検討・協議・指示を行い情報

の伝達や共有を図る。 

② 点呼による指示・確認 

    対面点呼および拡大点呼において、安全に対する意識を高めるとともに、安全輸

送に必要な指示の念達および目視での健康状態の把握に努める。 

③ 飲酒運転（酒気帯び）の管理体制強化 

    運行管理者が出庫時および入庫時の対面点呼において、アルコール検知器を用い

たアルコールチェックを確実に行う。また啓蒙啓発活動として、服用している処方

薬とアルコール消化作用との関係を含め、アルコールの及ぼすデメリットを周知す

ることにより飲酒・酒気帯び運転の撲滅を図る。 

④ 車両点検等の管理体制強化 

    運行管理者および整備管理者が、営業車の乗務前点検作業の完了を確認し、整備

不良に起因する事故・違反を未然に防ぐ。また、運転操作ミスが起因する交通事故

が社会問題化されており、不適切操作による事故事例および健康起因事故事例を拡

大点呼などで周知し啓蒙啓発活動を実施する。さらに、車両安全装備の強化として

自動補助ブレーキシステムを装備するジャパンタクシー車両等へ積極的に更新し、

さらなる旅客の安全の確保を目指す。 

⑤ 運輸防災マネジメントに関する取り組み 

    事業者の責務として、発災時においても運送事業を維持・確保することが求めら

れていることを踏まえ、自然災害への状況に応じた的確かつ柔軟な対応策を構築す

る。緊急時連絡体制を見直し非常事態対応連絡一覧表を更新、その体制に基づき安

全輸送の継続を図るための指示命令系統を明確にした。また異常事態緊急マニュア

ルを更新し、災害時の運送の維持・確保に努める。 

   （４）事故防止体制の強化 

   ① 交通事故の情報収集と原因分析への取り組み 

    運行管理者および管理職による交通事故現場への視察を積極的に実施し、事故発

生のメカニズムを分析すると同時にヒヤリハット情報を収集、これらを大型モニタ

ーで放映し現場にフィードバックし、安全輸送意識向上を図る。 

② 運行記録計による管理体制の強化 

    運行管理者および管理職による運行記録計チェックを行い、拘束時間、速度、休

憩時間の管理を徹底することにより、適正な労働条件を確立させ疲労などによる交

通労働災害の防止に努める。 
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③ 管理部門の質的向上 

    安全統括管理者および統括運行管理者は、運行管理者および整備管理者に対し外

部機関による講習を受講させることに加え、社内教育を実施し管理知識の向上に努

めることで乗務員指導時に於ける指導力を育成し、より理解しやすい指導を実施す

るよう努める。 

④ 健康管理体制の強化 

    全従業員に対して健康診断の受診を徹底し、継続して受診結果に基づいた健康追 

跡調査を実施する。健康要注意者を抽出し、その対象者についての出庫点呼前血圧 

測定義務化を継続、健康起因による交通事故を未然に防止することに努める。 

⑤ ＰＤＣＡサイクルの積極的活用 

    安全最優先の基本方針に基づき、年度目標および安全確保に向けた取り組みに於

いて本サイクルを活用し、当マネジメントを有効に機能させ事故防止意識の浸透お

よび重大事故撲滅への取り組みの継続に努める。 

⑥ 運輸安全マネジメントの評価 

    当社の掲げた運輸安全マネジメントを評価するために渉外担当者会議を通じ、そ

の時点での検証を継続して行い、関係法令および社内規定を基軸とした多角的な視

点から目標としている安全への取り組みを公平に評価し改善することに努める。 

５，内部監査                                 

① 運輸安全マネジメントの実施状況 

② 年間計画・目標の進捗状況 

③ その他輸送の安全に関する事項の実施状況 

 ※ 管理職および渉外担当者にて構成する内部監査要員による運輸安全マネジメン

ト検証会議を実施し、直面している問題改善に努める。 

 ※ 運輸安全マネジメントに関する理解を現場層まで浸透させるよう、安全管理体

制全体の振り返りを四半期ごとに実施、安全目標の見直し・改善を行う。 

  ６，安全に対する投資                             

① 車両更新(UD 車両）    ・・・ ４０，８００千円 

② ドライブレコーダー更新   ・・・    ４００千円 

③ スタッドレスタイヤ更新  ・・・    ４２０千円 

  ７，安全統括管理者                              

   常務取締役 南 勝也 

  ８，安全管理規程                               

   別紙「安全管理規程および非常事態対応連絡一覧表」参照 
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