
データシート 
 
業  種  トラック 
取組分野 安全方針の周知徹底、見直し等 
テーマ 安全重点施策に関する取組み 

PDCA サイクルを機能させながら安全目標の達成とその見直しを図る 取組の狙

い 
中越運送(株)（以下「中越運送」という。）においては、「安全管理規

程に係るガイドライン」に定める安全重点施策に関する取組みとして、

以下を推進しています。 

具体的内

容 

１．中越運送の「安全管理規程」第５条（輸送の安全に関する目標）と

して、年度毎に安全目標及び重点施策を本社で策定し、各営業所

等（関係会社を含む。以下同じ。）に対し、上記目標等を達成するた

め安全目標達成計画表の策定を指示しています。 
 
２．各営業所等では、別添のとおり、１ヶ月毎に目標達成の施策の計

画、実行、検証の責任者を明確に定め、施策を実施し、各営業所

長がそれらの実施状況を月末に確認し、見直し・コメントを行うなど、

安全目標達成に係るＰＤＣＡサイクルを機能させる取組みを精力的

に実施している。 
 
３．各営業所等は上記２の取組み状況を随時記録し、４半期分を取り

まとめ、本社に安全目標達成計画表を報告。本社では各営業所等

の当該計画表を社長・会長まで供覧し、各営業所等の安全目標達

成に係る取組み状況をチェックし、年度末にそれらを総括し、各営

業所等での上記取組み状況や事故発生状況等を総合的に勘案

し、次年度の安全目標及び重点施策を立案・策定している。 
 
ＰＤＣＡ活動の推移（＝月々の計画、実施状況、結果の確認、事故等

の有無、当月の反省と次月へのコメント等）が明確に掌握できます。 
取組の効

果 
様々な社内教育、コンテスト、安全活動が年間を通じて積極的に実施

され記録されており、現場の安全管理の「見える化」を担っています。 
尚、関連資料や各種記録類等は別ファイルで管理されています。 
全店で統一して実施することによって安全管理体制の実態や課題が

浮き彫りとなり、管理体制の継続的改善を遂行する上で有効です。 
中越運送(株) 事業者名 
（連絡先：業務推進部  電話：０２５－２８３－００２３） 

 



２０１０年度：安全目標達成計画表 (C)2007 Chuetsu 中越 運送運輸安全マネ ジメント帳票

２０１ ０年

・２０ １０年度年間教育 計画を策定する。 ・国交省告 示第１３６６号 「トラック の構造上 ・ヒヤリハッ ト体験を募集し、ミ ーティング

・安全 研修、職場ミーテ ィング開催を予定す る。 の特性」 について教育訓練 を予定する。 開催時の資 料活用を図っていく 。

・年末 年始の輸送安全点 検…結果の総括と報 告。 ・運転適性 診断の受診を予定 する。 ・交差点付近 での呼称確認強化月 間を計画する。

（実施内容 は別途、計画表によ る）

・同業 他社の事故例を参 考に職場ミーティン グ ・「トラッ クの構造上の特性 」について、 ・ヒヤリハッ トの目的について職 場ミーティ

を開 催した。（１月９ 日…参加者５４名） 研修用ビ デオによる教育訓 練を実施した。 ングを開催 。（３月２０日…参 加者４２名）

・事故 防止研修会を開催 した。 （２月１ ３日…参加者５０ 名） ・呼称安全確 認徹底キャンペーン を実施。

（１ 月２３日…参加者 １２９名） ・運転適性 診断を受診した。 （３月２日 ～３月２０日）

（教 育資料、記録は別 綴り保管） ３名受診 （２月２日・４日 ・１２日） ・ヒヤリハッ ト体験報告が３５件 寄せられた。

受診結果 に基づく個別指導 を実施した。 （車両関連 ３０件、労災関連５ 件）

（診断結 果は別綴り保管） （内容は別 途、分析して公表の 予定）

・１月 …車両事故、労災 事故の発生は無かっ た。 ・２月…被 害事故が１件発生 した。 ・車両事故、 労災事故の発生は無 かった。

・安全 性優良事業所（Ｇ マーク）認定を更新 した。 赤信号で 停止中に追突され る。（２月２３日） ・道中故障等 の発生も無かった。

（有 効期間…２０１３ 年末迄） （事故報 告書は別綴り保管 ） ・ヒヤリハッ ト体験報告の分析結 果を検証。

・労災事故 の発生は無かった 。 （詳細は別 綴りで保管）

○１月 ２０日現在 無事故継続日数 ○２月２０ 日現在 無事故継続日数 ○３月２０日 現在 無事 故継続日数

車両 ：集配１,０３１日・運行２ ,０３１日 車両：集 配１,０ ６２日・運行２,０６２日 車両：集配 １,０９０ 日・運行２,０９０日

労災 ：３,０３ １日 労災：３ ,０６２ 日 労災：３,０９０日

・事故 の発生も無く、良 いスタートを切る ・計画に沿 った教育訓練が実 施できた。 ・職場ミーテ ィングで意見の多か った顧客構内

こと ができた。１年間 、無事故を達成で ・交通ルー ルとマナーを守っ て周囲に優しい運転 でのヒヤリ ハット体験に関する 要注意事項は

きる よう全員で取組ん でいこう。 を継続す ること。 来月以降の 重点課題に取り上げ ること。

・次月…社内 安全パトロールを計 画すること。

重 点項目

支社長 所 長 担 当会 長 社 長 重 役
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○ ○ 営業所

○車両事故と労災事故の根 絶を期す。

○適正な運行計画、乗務割 によって過労運転を防止する 。
○交通法令、法規を必ず守 る。呼称安全確認を実行する 。
○飲酒、速度、無資格等、 悪質危険運転を根絶する。
○定期点検の確実な実施。 車輪脱落事故防止の徹底。
○教育訓練、安全研修、指 導を継続して実施する。

２月度１月度

安 全目標


