北海道中央バス株式会社

2019年度
事故防止・巡回等の取り組み状況

4月

6月

7月

・31年度第1回安全輸送実務者会議（4/18）

・厳正点呼強化月間 営業所巡回点検

・責任事故発生乗務員指導教育

・第44回輸送安全管理委員会 事務局会議
（5/13）
・第47回輸送安全管理委員会 合同会議
（5/27）
・旭川営業所個別点呼開始（5/1～）
・春の乗務員無事故表彰（5/8）
・輸送安全管理委員会事務局 営業所巡回
（6/6～27）
・シートベルト着用強化旬間（6/21～30）
・旭川営業所個別点呼開始（6/1～）

・整備技術研修（5/28、29）
・新規採用乗務員教育

・春の全国交通安全運動（5/11～20）
・セーフティーコール（5/10）
・春の踏切事故防止キャンペーン（5/14上砂留
踏切、5/17発寒小学校踏切、岩見沢踏切）
・高速道街頭啓発
（5/10輪厚パーキングエリア）

・営業所長による飲酒運転防止個別指導
・勤続7年乗務員教習（6/4～6）
・勤続10年乗務員教習（6/11～12）
・勤続15年乗務員教習（6/13～20）
・整備技術研修（6/29）
・新規採用乗務員教育

・車両点検整備強化旬間
（不正改造車排除運動：6/1～30)
・整備主任者技術（実技）研修
（6/17～9/3）
・運輸局ガイドラインセミナー（6/20 3名受講）
・運輸局リスク管理セミナー（6/21 10名受講）

・車内事故防止キャンペーン
（7/1～31 7/2街頭啓発実施）
・最重点取組み２項目の添乗調査強化期間②
（7月）
・安全統括管理者営業所巡回（13箇所）
・社長営業所巡回（7/5）

・所長研修（7/10）
・勤続15年乗務員教習（7/2～11）
・勤続20年乗務員教習（7/17～19）
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修（7/30、31）

・車内事故防止キャンペーン街頭啓発（7/4）
・夏の交通安全運動（7/11～20）
・乗務員(副)班長を対象にした運行管理者
基礎講習受講（4/2,3 16名）
・NASVAガイドラインセミナー（7/30 5名受講）
・整備主任者技術（実技）研修（6/17～9/3）

・社長営業所巡回（11箇所）

・運行主任研修（8/21）
・運行管理者研修（8/26～30）
・勤続25年乗務員教習（8/6、7）
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修（8/27）

・整備主任者技術（実技）研修（6/17～9/3）

・社長営業所巡回（5箇所）
・安全統括管理者営業所巡回（11箇所）

・新任所長研修（9/6）
・勤続30年乗務員教習（9/3～5）
・勤続35年乗務員教習（9/7）
・整備技術研修（9/27）
・新規採用乗務員教育

・自動車点検整備推進運動重点点検期間
（11/1～30）
・バス用タイヤ技術研修会（9/12）
・秋の全国交通安全運動（11/21～30）
・交通安全道民総決起大会（11/21 2名参加）
・NASVAリスク管理セミナー（9/10 7名受講）

・第45回輸送安全管理委員会 事務局会議
（10/15）
・第48回輸送安全管理委員会 合同会議
（10/28）
・乗務員コンテスト
・秋の乗務員無事故表彰（11/5）

・責任事故発生乗務員教習（11/11～17）
・整備技術研修（10/24、28）
・新規採用乗務員教育

（5/14、15、16）

9月

・整備技術研修（11/25、26）
・新規採用乗務員教育

11月
・安全統括管理者 営業所巡回（13箇所）
・輸送安全管理委員会事務局 営業所巡回
（12/11～12/26）

・バス事業部長による集合指導教育
（13箇所）
・営業所長による飲酒運転防止個別指導
・新規採用乗務員教育

・輸送の安全に関する内部監査

・整備部長指導教育（12/11～16）
・新規採用乗務員教育

・輸送の安全に関する内部監査

・係長、副所長、業務主任等管理者研修
（2/18、20）
・整備部長指導教育（2/26）
・新規採用乗務員教育

12月

1月

2月

3月

外部運動・講習等の実施状況

・勤続1年未満乗務員研修（4/9）
・勤続1年乗務員研修（4/10）
・勤続2年乗務員研修（4/11）
・勤続5年乗務員研修（4/16、17）
・バス事業部長による集合指導教育
・営業所長による飲酒運転防止個別指導
・整備部長指導教育（4/16～19）
・整備技術研修（4/22）
・新規採用乗務員教育

8月

10月

社員教育の実施状況

・春の事故防止・サービス向上強化運動
（4/6～25）
・最重点取組み２項目の添乗調査強化期間①
（4/6～25）
・安全統括管理者営業所巡回 （18箇所）

（5/1～31輸送安全対策室）

5月

輸送の安全に関する取り組み

・第46回輸送安全管理委員会
(書面会議）
・第49回輸送安全管理委員会
（書面会議）

事務局会議
・新規採用乗務員教育
合同会議

・乗務員(副)班長を対象とした運行管理者
基礎講習受講（11/27～29 乗務員7名）
・冬の交通安全運動（12/11～20）
・踏切事故防止キャンペーン（12/11～20）
・運輸局・支局 年末年始輸送安全総点検
（12/10 白石営業所）
・北海道バス協会主催バスジャック対応訓練
（12/2 3名参加）
・運輸局自動車事故防止セミナー
（12/5 3名参加）

北海道中央バス株式会社

2020年度
事故防止等取り組み計画

輸送の安全に関する計画
主な社員教育計画

外部運動・講習等

・春の事故防止・サービス向上強化運動
（4/6～25）
・最重点取組２項目添乗調査強化期間①
（4/6～25）
・安全統括管理者営業所巡回

・新入乗務員フォローアップ研修
・勤続1年乗務員教習
・勤続2年乗務員教習
・勤続5年乗務員研修
・新規採用乗務員教育
・バス事業部長集合指導教育
・飲酒運転防止個別指導
・整備部長指導教育
・整備技術研修

・春の乗務員無事故表彰

・責任事故発生乗務員教習
・新規採用乗務員教育
・所長研修
・整備技術研修

・シートベルト着用強化旬間
（6/21～30）

・勤続7年乗務員教習
・勤続10年乗務員教習
・勤続15年乗務員教習
・新規採用乗務員教育
・飲酒運転防止個別指導
・整備技術研修

・シートベルト着用街頭啓発
・車両点検整備強化旬間
（不正改造車を排除する運動)
・整備主任者技術（実技）研修

・車内事故防止キャンペーン
・最重点取組２項目添乗調査強化期間②
（7月）
・厳正点呼強化期間
・厳正点呼強化営業所巡回点検

・所長研修
・勤続20年乗務員教習
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修

・車内事故防止キャンペーン街頭啓発
（札幌地区バス協会、北海道警察後援）
・乗務員(副)班長を対象にした運行管理者基礎
講習受講
・整備主任者技術（実技）研修

・厳正点呼強化期間
・厳正点呼強化営業所巡回点検

・勤続25年乗務員教習
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修
・運行主任・運行管理者研修

・整備主任者技術（実技）研修

・交差点事故防止強化月間
・最重点取組み実施２項目の街頭調査
・安全統括管理者営業所巡回

・所長研修
・新任所長研修
・勤続25年乗務員教習
・勤続30年乗務員教習
・勤続35年乗務員教習
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修
・応急手当講習

・自動車点検整備推進運動重点点検期間（11月）
・バス用タイヤ技術研修会
・秋の全国交通安全運動
・飲酒運転防止週間
・高速道路街頭啓発
・秋の踏切事故防止キャンペーン

10月

・重大事故（災害）想定訓練
・輸送安全管理委員会事務局会議
・輸送安全管理委員会合同会議
・乗務員コンテスト

・正社員登用乗務員教習
・責任事故発生乗務員教習
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修

11月

・輸送安全管理員会事務局
関する営業所巡回
・秋の乗務員無事故表彰

4月

5月

6月

7月

8月

9月

輸送の安全に

・冬の事故防止・サービス向上強化運動

・春の全国交通安全運動
・春の踏切事故防止キャンペーン
・安全輸送会議（下旬／道バス協）
・高速道街頭啓発

・乗務員(副)班長を対象とした運行管理者基礎
講習受講
・冬の交通安全運動
・踏切事故防止キャンペーン
・安全輸送会議（下旬／道バス協）

・バス事業部長集合指導教育
・新規採用乗務員教育
・最重点取組実施２項目添乗調査強化期間③ ・飲酒運転防止個別指導
（12/10～1/10）
・整備部長指導教育 ・整備技術研修

・年末年始輸送安全総点検（10～1/10）

・輸送の安全に関する内部監査
（1月中旬～3月上旬）

・凍結路制動教習
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修

・NASVAガイドラインセミナー（1/27）
・整備管理者選任後研修
・指定自動車整備事業の事業場管理責任者講習

・輸送の安全に関する内部監査
（1月中旬～3月上旬）

・係長、副所長、業務主任等管理者研修
・凍結路制動教習
・新規採用乗務員教育
・整備技術研修

・NASVAリスク管理セミナー（2/4）
・指定自動車整備事業の自動車検査員研修

・輸送の安全に関する内部監査
（1月中旬～3月上旬）
・輸送安全管理委員会事務局会議
・輸送安全管理委員会合同会議

・新規採用乗務員教育
・整備管理者・職長研修

・運行管理者一般講習
・各所乗務員班長 運管基礎講習受講

（12/10～1/10）

12月

1月

2月

3月

