
資料５

事業用自動車総合安全プラン２００９

～地域における安全対策会議の設置状況等～



局 会議名称 第１回開催日 構成メンバー 目標 目標達成のための施策計画 第２回開催予定日

北
海
道

北海道地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年７月２日（木）

①北海道運輸局
②北海道バス協会
③北海道ハイヤー協会
④全国個人タクシー協会北海道支部
⑤北海道トラック協会、北海道適正化事業
実施本部
⑥北海道自動車整備連合会
⑦自動車事故対策機構　札幌主管支所

①死者数：１０年後半減
（平成２０年１９人を９人に）
→（５年後１４人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年２，０８１件を１，
０１５件に）
　→（５年後１，５００件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

＜業態別目標＞
１．死者数
                  H25    H30
バス　　　          0       0
ハイタク            2       1
トラック　          12       8

２．人身事故件数
                  H25    H30
バス             100     　65
ハイタク         750   　500
トラック       　 650   　450

１．事故防止関係
（１）事故防止会議７回、事故防止セミナー1回
（２）運行管理者講習会６１回
（３）整備管理者講習会５９回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①運輸安全マネジメント説明会・セミナー６回
（２）マネジメント評価実施４事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員３２名配置
　②評価員研修１０名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査２７２件
　②呼出監査６８４件
　③呼出指導４７０件
（２）重点監査
　①貨物事業者（５両未満）５８件
　②①以外の貨物事業者４０件
４．街頭調査
　　９６回
５．年末年始総点検査察・指導
　　７７回

平成２２年２月下旬～
３月上旬

東
北

東北地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年６月２９日（月）

①東北運輸局
②東北バス協議会
③東北ハイタク連合会
④東北六県トラック協会連合会
⑤自動車整備東北ブロック連絡協議会
⑥自動車事故対策機構　仙台主管支所

①死者数：１０年後半減
（平成２０年５０人を２０人に）
→（５年後３５人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年２，５５１件を１，
２７５件に）
　→（５年後１，９２０件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

＜業態別目標＞
１．死者数
                 H25   H30
バス　　　        0       0
ハイタク          0     　0
トラック　        35   　20

２．人身事故件数
                  H25    H30
バス            100     　65
ハイタク      　570   　380
トラック        1250   　830

１．事故防止関係
（１）事故防止会議３６回、事故防止セミナー３６回
（２）運行管理者講習会８５回
（３）整備管理者講習会５２回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①事故防止会議１８回
　②運輸安全マネジメント説明会・セミナー２０回
（２）マネジメント評価実施２４事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員３９名配置
　②評価員研修２６名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査３５０件
　②呼出監査３７０件
　③呼出指導５００件
（２）重点監査
　①貨物事業者（５両未満）４０件
　②乗合、貸切事業者３５件
　③タクシー事業者３５件
④①以外の貨物事業者35件
４．街頭調査
　　１４５回
５．年末年始総点検査察・指導
　　７０回

平成２２年３月上旬

地域における安全対策会議の設置状況等について
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北
陸
信
越

北陸信越地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年６月２９日（月）

①北陸信越運輸局
②北陸信越バス協会
③北陸信越地区タクシー協議会
④北陸信越ブロックトラック協会
⑤北陸信越ブロック自動車整備連絡協議
会
⑥自動車事故対策機構　新潟主管支所

①死者数：１０年後半減
（平成２０年３１人を１５人に）
→（当面、毎年５％づつ削減
し、５年後２３人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年１，６２９件を８１
５件に）
　→（当面、毎年５％づつ削
減し、５年後１，２２０件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）
※県（運輸支局）単位の事故
削減目標も設定

＜業態別目標＞
１．死者数
                 H25   H30
バス　　　       0      0
ハイタク       　0    　0
トラック　       21  　 14

２．人身事故件数
                  H25    H30
バス            　97     　65
ハイタク      　305 　   205
トラック       　818    　545

１．事故防止関係
（１）事故防止会議３５回、事故防止セミナー８回
（２）運行管理者講習会６０回
（３）整備管理者講習会７６回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①事故防止会議１回
　②運輸安全マネジメント説明会・セミナー６回
（２）マネジメント評価実施　２巡目を計画中
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員２６名配置
　②評価員研修６名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査　４３件
　②呼出監査１０１件

（２）重点監査
　　 貨物事業者（５両未満）８０件
　
４．街頭調査
　　９１回
５．年末年始総点検査察
　　１７回

・平成２２年３月初旬

関
東

関東地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年６月２９日（月）

①関東運輸局
②関東地区バス保安対策協議会
③東京乗用旅客自動車協会
④関東地区ハイヤー・タクシー協議会
⑤全国個人タクシー協会関東支部
⑥東京都トラック協会
⑦関東トラック協会
⑧自動車整備振興会関東ブロック連絡協
議会
⑨自動車事故対策機構　東京主管支所
⑩第２回以降、関東交運労協参加予定

①死者数：１０年後半減
（平成２０年１５３人を７０人
に）
→（５年後１０５人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年２２，１２３件を１
１，７００件に）
　→（５年後１６，９００件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

＜業態別目標＞
１．死者数
                 H25   H30
バス　　　       0      0
ハイタク        15    10
トラック　       90    60

２．人身事故件数
                  H25    H30
バス            920     640
ハイタク      7970   5470
トラック       8010   5590

１．事故防止関係
（１）事故防止会議２４回
（２）運行管理者講習会３０６回
（３）整備管理者講習会１９２回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①整備、運行管理者講習会４９８回
　②運輸安全マネジメント講習会１８回
（２）マネジメント評価実施６０事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員６６名配置
　②評価員研修３８名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査７２９件
　②呼出監査５９６件
　③呼出指導４８０件
（２）重点監査
　①貨物事業者（５両未満）４３６件
　②タクシー事業者５０件

４．街頭調査
　　１３６回
５．年末年始総点検査察
　　２９回

平成２２年６月
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中
部

中部ブロック事業用自動車
安全対策会議

平成２１年６月２６日（金）

①中部運輸局
②管内各運輸支局
③管内各県バス協会
④管内各県タクシー協会
⑤管内各県トラック協会
⑥管内各県自動車整備振興会
⑦自動車事故対策機構　名古屋主管支所

①死者数：１０年後半減
（平成２０年６７人を３３人に）
→（５年後に５０人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年２１１件を１０６件
に）
→（５年後に１５８件に）
（注：人身事故件数は、事故
報告規則に基づく数値を採
用。）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

１．事故防止関係
（１）事故防止会議５回、事故防止セミナー１回
（２）運行管理者講習会１２０回
（３）整備管理者講習会７６回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①運行・整備管理者講習会１９６回
　②運輸安全マネジメント説明会・セミナー１４回
（２）マネジメント評価実施１６事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員４１名配置
　②評価員研修４名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査４４５件
　②呼出監査１２６件
　③呼出指導２５５件
（２）重点監査
　①貨物事業者（５両未満）９６件
　②乗合、貸切事業者４５件
　③タクシー事業者４０件
④①以外の貨物事業者４０件
４．街頭調査
　　８０回
５．年末年始総点検査察・指導
　　２０回

平成22年3月3日

近
畿

近畿地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年６月２９日（月）

①近畿運輸局
②近畿バス団体協議会
③近畿ハイヤータクシー協議会
④社団法人全国個人タクシー協会近畿支
部
⑤近畿トラック協会
⑥自動車事故対策機構　大阪主管支所
⑦近畿地区自動車整備連絡協議会
⑧近畿管区警察局広域調整第二課
⑨近畿地方整備局道路部交通対策課

①死者数：１０年後半減
（平成２０年６８人を３０人に）
→（５年後に４９人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年１０，７１８件を
５，３００件に）
→（５年後に８，０３９件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

１．事故防止関係
（１）事故防止会議２３回、事故防止セミナー１回
（２）運行管理者講習会１３６回
（３）整備管理者講習会１３７回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①事故防止会議１回
　②運輸安全マネジメント説明会・セミナー３回
（２）マネジメント評価実施９事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員３７名配置
　②評価員研修２２名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査５０６件
　②呼出監査　９８件
　③呼出指導１６０件
（２）重点監査
　①貨物事業者（５両未満）２１４件
　②乗合、貸切事業者１２０件
　③タクシー事業者１８２件
④①以外の貨物事業者３０２件
４．街頭調査
　　１３３００台調査
５．年末年始総点検査察・指導
　　３０回

年度内に１～２回開催を予
定している。
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中
国

中国地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年６月２９日（月）

①中国運輸局
②中国バス協会
③中国乗用自動車協会
④全国個人タクシー協会中国支部
⑤中国トラック協会
⑥中国自動車整備連絡協議会
⑦自動車事故対策機構広島主管支所

①死者数：１０年後半減
（平成２０年３１人を１５人に）
→（５年後２３人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年２，６６２件を１，
４００件に）
　→（５年後２，０００件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

＜業態別目標＞
１．死者数
                 H25   H30
バス　　　       0      0
ハイタク         2　    1
トラック　       21   14

２．人身事故件数
                  H25    H30
バス            120      90
ハイタク      　700   　490
トラック        1010   　820

１．事故防止関係
（１）事故防止会議３０回、事故防止セミナー１回
（２）運行管理者講習会７６回
（３）整備管理者講習会８６回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①事故防止会議９回
　②運輸安全マネジメント説明会・セミナー４回
　③整備・運行管理者講習会１２２回
（２）マネジメント評価実施３事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員１４名配置
　②評価員研修６名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査５２５件
　②呼出監査１８８件
　③呼出指導７１６件
（２）重点監査
　①貨物事業者（５両未満）１５７件
　②乗合、貸切事業者７３件
　③タクシー事業者５件

４．街頭調査
　　６６回
５．年末年始総点検査察・指導
　　６４回

平成２２年３月頃を予定

四
国

四国地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年７月１０日（金）

①四国運輸局
②四国トラック協会連合会
③四国バス協会
④四国ハイ・タク協議会
⑤四国自動車整備振興会連合会
⑥全国個人タクシー協会四国支部
⑦自動車事故対策機構　高松主管支所

①死者数：１０年後半減
（平成２０年２４人を１０人に）
→（５年後１５人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年１，３５４件を６７
０件に）
　→（５年後１，０００件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

１．事故防止関係
（１）事故防止会議２２回
（２）運行管理者講習会４５回
（３）整備管理者講習会３２回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①事故防止会議１回
　②運輸安全マネジメント説明会・セミナー８回
（２）マネジメント評価実施３事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員１８名配置
　②評価員研修１２名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査３３５件
　②呼出監査１００件
　③呼出指導２０件
（２）重点監査
　①貨物事業者（５両未満）８０件
　②乗合、貸切事業者２０件
　③タクシー事業者２０件
④①以外の貨物事業者２０件
４．街頭調査
　　７０回
５．年末年始総点検査察・指導
　　６０回

平成２２年２月頃開催予定
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九
州

九州地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年６月２９日（月）

①九州運輸局
②九州バス協会
③九州乗用自動車協会
④全国個人タクシー協会九州支部
⑤九州トラック協会
⑥自動車整備振興会九州連合会
⑦自動車事故対策機構　福岡主管支所

①死者数：１０年後半減
（平成２０年６１人を３０人に）
→（5年後に４３人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年６，３２５件を３，
２００件に）
→（５年後に４，７４０件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

＜業態別目標＞
１．死者数
                 H25   H30
バス　　　       1      0
ハイタク         1　    0
トラック　       41    30

２．人身事故件数
                  H25    H30
バス            350     230
ハイタク      2345    1585
トラック       2045  　1385

１．事故防止関係
（１）事故防止会議２１回
（２）運行管理者講習会８８回
（３）整備管理者講習会５７回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　①整備・運行管理者講習１４５回
　②運輸安全マネジメント説明会・セミナー１４回
（２）マネジメント評価実施１６事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員２７名配置
　②評価員研修１０名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査４２０件
　②呼出監査６００件
　③呼出指導１１８０件
（２）重点監査
　　貨物事業者（５両未満）１６７件
４．街頭調査
　　１０６回
５．年末年始総点検査察・指導
　　７回

平成２２年６月

沖
縄

沖縄地域事業用自動車
安全対策会議

平成２１年７月８日（水）

①沖縄総合事務局運輸部
②沖縄総合事務局陸運事務所
③沖縄県バス協会
④沖縄県ハイヤー・タクシー協会
⑤全国個人タクシー協会沖縄支部
⑥沖縄県トラック協会　地方適正化事業実
施本部
⑦沖縄県自動車整備振興会
⑧自動車事故対策機構　沖縄支所

①死者数：１０年後半減
（平成２０年１人を０人に）
→（５年後０人に）
②人身事故件数：１０年後半
減
（平成２０年５６３件を２８２件
に）
　→（５年後４２０件に）
③飲酒運転ゼロ（撲滅）

＜業態別目標＞
１．死者数
                 H25   H30
バス　　　       0      0
ハイタク         0      0
トラック　        0      0

２．人身事故件数
                  H25    H30
バス              19      13
ハイタク        344     231
トラック           57      38

１．事故防止関係
（１）事故防止会議３２回、事故防止法令遵守セミナー１
回
（２）運行管理者講習会１０回
（３）整備管理者講習会６回
２．運輸安全マネジメント関係
（１）制度の周知活動
　　 運行管理者講習会１０回
（２）マネジメント評価実施２事業者
（３）マネジメント評価員養成
　①管内評価員５名配置
　②評価員研修３名参加
３．監査
（１）　一般監査
　①臨店監査４１件
　②呼出監査１２件
　③呼出指導６９件
（２）重点監査
　　 貨物事業者（５両未満）１４件
４．街頭調査
　　３０回
５．年末年始総点検査察・指導
　　７回

平成２２年３月
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