安全報告書
西鉄バス佐賀株式会社

2018年

１．輸送の安全に関する基本的な方針
弊社におきましては、「最も優先されるのはお客様の安全である」を肝に銘じて
輸送の安全に関して以下の取り組みを行っています。

西鉄グループ安全に関する基本方針
私たちは、西鉄グループ企業理念において「安全の確保」を第一の使命としています。
私たち一人ひとりが、自らの責任と役割を自覚し、お客様からの信頼に応え、社会的責務を
果たしてまいります。
（１）安全を何より最優先する組織･風土の構築
（２）安全マネジメント体制の確立と継続的改善
（３）安全を支える従業員の能力向上と健康の確保
（４）お客様の安全を第一に考えた商品･サービスの提供
（５）お客様との安全に関するコミュニケーションの推進
（６）基本方針に基づく施策の確実な実施と法令の遵守
以上の方針に基づき、「安全の確保」に向けた不断の努力を重ねてまいります。

２．2017年度 輸送の安全に関する目標および達成状況
2-1 輸送の安全に関する目標
2017年度の輸送の安全に関する目標は下記のとおりです。
(1)有責事故件数の削減
2016年度の事故発生状況を踏まえ、事業所毎に5～20％以上の範囲で削減目標を設定する。
これにより西鉄バスグループ全体として、2016年度対比5％以上を削減目標とする。
(2)バス事業における総合安全プラン2009に基づき、下記項目を目標に定める。
①有責死亡事故
ゼロ
②有責人身事故
2008年度対比50％減
③飲酒運転及び危険ドラッグ等薬物乱用による運行 ゼロ ④重大有責事故 前年比50％減
⑤横断歩道上の有責事故
ゼロ ⑥乗務中の携帯電話に関する不祥事 ゼロ
（④,⑤,⑥については西鉄バスグループ独自目標）

2-2 目標の達成状況
2017年度の輸送の安全に関する目標の達成状況は下記のとおりです。
目標
達成状況
１．有責事故の減少 2016年度比 20%の減
12件 （前年度比 ＋1件 未達成）
２．有責死亡事故 ゼロ
0件 （前年度比 ±0件）
３．有責人身事故（2008年度対比50％減）

3件 （2008年度対比 未達成）

４．飲酒運転 ゼロ
５．重大有責事故 ゼロ
６．横断歩道上の有責事故 ゼロ
７．乗務中の携帯電話に関する不祥事 ゼロ

0件
0件
0件
0件

（前年度比
（前年度比
（前年度比
（前年度比

±0件）
±0件）
±0件）
±0件）

３．2017年度 事故に関する統計
事故件数（2017年度）
事故種別

件数

車両人身事故

0件（前年度比 ±0件）

乗客負傷事故

1件（前年度比 ＋1件）

合 計

1件（前年度比 ＋1件）

※上記は自動車事故報告規則第２条に基づく重大事故件数です。（弊社に責任のない事故件数を含む）
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４．2017年度 輸送の安全のために講じた措置
4-1 輸送の安全に関する重点施策とその取組み状況（2017年度）
2017年度は輸送の安全に関する重点施策を下記のとおり定め、取り組みました。
（１）安全体質の定着
・基本動作及び基本操作の遵守
・安全を最優先とした取組みへの責任ある対応
西鉄バスグループドライバーズコンテストへの参加
3秒ルールの徹底（着席確認、後退時の安全確認、前車との車間距離確認）
交差点右左折時は横断歩道手前で一旦停車、指差での安全確認
西鉄バスグループバスジャック発生時対応訓練への参加
乗客負傷事故防止教材DVDの活用
（２）完全輸送運動の積極的展開
・事業所毎にテーマを設定した、グループ討議の実施
・ヒヤリハット・事故の芽情報の収集・共有化・活用
・改善提案の推進
外部講師による幹事（乗務員）研修への参加
西鉄バスグループ完全輸送運動大会への参加
安全情報共有ポータルによるヒヤリハット情報の活用
ご意見箱等を活用した乗務員からの改善提案の収集・採用
（３）事業所の特性に基づいた管理者による的確な指導･教育・改善確認
・事故分析結果を活かした指導･教育
・個人特性に着目した指導･教育・点呼・コミュニケーションの推進
西鉄バスグループCS向上・事故防止対応マネジメント管理者研修への参加
ドライブレコーダー映像を活用した指導・教育
西鉄バスグループ内における重大事故映像等の迅速な情報共有
事故事例等に関する情報提供（各会議体、通達・警報の活用）
事故惹起者等への再発防止個人面談・継続的指導･教育
適性診断結果を活用した継続的な乗務員指導
（４）乗務員の健康に起因する事故の防止
・平時の疾病（リスク）の把握、管理
・点呼時の健康状態チェック
・万が一発症した際の安全確保についての指導・教育
・歩こう会等実施による健康促進に関する取組みの推進
・健康診断にピロリ菌検査を追加(胃腸系リスクの早期発見)
2次検診者への早期受診の促進及び受診経過の確認
「乗務前確認事項」に基づいた点呼の実施
体調に異変を感じた時は、決して無理をせず安全な場合への停車を指導
歩こう会・健康管理学習会等の実施及び運動促進リーフレットの活用

4-2 経営トップ・安全統括管理者によるコミュニケーション向上を目的とした職場巡回
毎月1日と17日を職場巡回の日と定め、職場の従業員と対話をすることでコミュニケーションの向上と
安全意識の浸透に努めています。

５．内部監査の結果ならびに講じた措置
2017年度においては、「安全の確保」を第一の使命とする基本方針に基づいて、安全管理体制が
効果的・適切に機能しているか等、安全監査実施規程に基づき実施しました。
尚、監査において指摘された不適合内容はありませんでした。
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６．2018年度 輸送の安全に関する目標および重点施策
6-1 輸送の安全に関する目標
2018年度の輸送の安全に関する目標は下記のとおりです。
(1)有責事故件数の削減
2017年度に事故削減目標を達成した事業所に於いては、自主的に目標件数を定め、未達成の
事業所に於いては2017年度の実績を基に、5％～20％以上の削減目標を設定する。
これにより西鉄バスグループ全体として、2008年度対比50％以上を削減目標とする。
(2)バス事業における総合安全プラン2020に基づき、下記項目を目標に定める。
①有責死亡事故 ゼロ
②有責人身事故 2008年度対比50％減
③飲酒運転による運行 ゼロ ④重大有責事故 前年比50％減 【特に乗客負傷事故】
⑤横断歩道上の有責事故 ゼロ ⑥乗務中の携帯電話に関する不祥事 ゼロ
（④、⑤、⑥については西鉄バスグループ独自目標）

6-2 2018年度 輸送の安全に関する重点施策
2018年度の輸送の安全に関する重点施策は下記のとおりです。
（１）安全体質の底上げ
①確実な確認 ⇒ 正しい判断 ⇒ 基本通りの操作の遵守
②遅延による先急ぎの心理を抑える、3秒ルールの徹底
（取組みの例示）
常会等において各通達及び乗務の手引き、運転士教則用DVDを基に、安全体質の底上げを図る教育の継続的実施

（２）完全輸送運動の積極的展開
①事業所毎にテーマを設定した、グループ討議の実施
②ヒヤリハット・事故の芽情報の収集・共有化・活用
③改善提案の推進
（取組みの例示）
事業所毎に、常会年間スケジュールを立案し、自主的な運営内容を明確にすることで、完全輸送運動への参画
意識の浸透を図る

（３）事業所の特性に基づいた管理者による継続的な指導・教育・改善確認
①事故分析結果を活かした指導･教育
②個人特性に着目した指導･教育・点呼・コミュニケーションの促進
③運行管理者の力量向上の推進
（取組みの例示）
・個人別ドライブレコーダーチェックリスト、安全フォローアップ等を活用し、イエローストップおよび交差点右左折時
の一旦停車・3秒ルールの遵守状況を確認し、未実施者へ改善を指導
・運行管理者力量向上計画を立て、半期毎に行動を振返り、改善点を次年度へ反映させる

（４）乗務員の健康に起因する事故の防止
①平時の疾病（リスク）の把握、管理
②乗務前確認事項を活用した点呼時の健康チェック
③万が一発症した際の安全確保についての指導･教育
④歩こう会等実施による健康増進に関する取組みの推進
⑤58才に達した高速バス乗務員に頸部エコー検査を導入
（取組みの例示）
・健康管理台帳を基に乗務員の健康状態を毎月把握
・常会の中で、生活病の予防や生活の中で運動量を増やすコツ等の教育することで、健康促進に関する意識の
向上を図る
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また弊社では、事故防止の検討・情報の共有化施策として、下記のとおり各種会議体を開催し、
輸送の安全に関する情報伝達やコミュニケーションの確保を図ってまいります。
（１）年間スケジュール
西鉄グループ

西鉄バス佐賀 本社

西鉄バス佐賀 鳥栖支社

バス専門部会

４月

事故防止・飲酒運転防止研修会
西鉄自動車事業本部全体役付会議

５月

西鉄バスグループ完全輸送運動大会

６月

西鉄バスグループ安全推進大会
事故防止・飲酒運転防止研修会

７月

西鉄安全統括管理者による全事業所職場巡回

８月
９月
１０月

事故防止・飲酒運転防止研修会
バス専門部会
ドライバーズコンテスト

１１月
事故防止・飲酒運転防止研修会
西鉄グループ安全推進大会

１２月
西鉄グループバスジャック対応訓練

１月

安全祈願・西鉄自動車事業本部全体役付会議

２月

事故防止・飲酒運転防止研修会

３月

（２）恒常的な１ヵ月のスケジュール
西鉄グループ
上旬

西鉄バス佐賀 本社

西鉄バス佐賀 鳥栖支社

飲酒運転撲滅強調の日・完全輸送運動強調の日巡回（１日）
グループ６社 部長・支社長会議

中旬
安全の日巡回（１７日）
勤務担当者会議
グループ６社
事故防止飲酒運転防止対策研究会

安全管理委員会

下旬
幹部会

幹部会

幹事会

幹事会

常会

常会
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7．輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
7-1 西鉄バスグループにおける安全マネジメント体制
西鉄グループ

総合安全部会

鉄道専門部会

安全マネジメント委員会

運輸部会

バス専門部会

建物部会

船舶専門部会

食品部会

タクシー専門部会

貨物専門部会

西鉄バス佐賀

グループ６社
事故防止飲酒運転
防止対策研究会

グループ６社
部長・支社長会議

勤務担当者会議

幹部会

本
連社
絡・
会各
議支
社

幹事会

業務常会

西鉄グループ
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西鉄バス佐賀本社および支社

7-2 組織体制および指揮命令系統図

代表取締役社長

本社
取締役運行部長
(安全統括管理者)
安全統括管理者)

（（（（

西 鉄
エム･テック

鳥
栖
支
社

））））

本
社

整
備
管
理
者

運
行
管
理
者

運
行
管
理
者
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8．輸送の安全に関する教育および研修の実施状況
8-1 乗務員への教育･研修
①西鉄バス研修センターでの教育･研修
■西鉄バス研修センターで実施される入社6ヶ月、1～4年目までの定期研修の受講。
入社5年目以降は3年に１度の適性診断受診の際、バス停発着時の車内事故防止訓練、
車内動揺体験訓練、車庫入れ、狭路・Ｓ字走行等、基本操作、基本走行の再徹底を行って
います。
■事故惹起者については、惹起した事故の内容により、西鉄バスグループで開催される
諸車接触事故惹起者研修、静止物接触事故惹起者研修、乗客負傷事故惹起者研修等、
再発防止に向けた研修に参加し、各種分析手法を用いた各自の事故分析、グループ討議等
を実施することで、安全意識の向上を図っています。
②事業所での指導･教育
■イエローストップ・交差点右左折時の一旦停車、3秒ルールを決められたとおりに実施して
いるかをチェックするため、街頭での定点観測や管理者による添乗指導を行い、指導の
強化を図っています。また、ドライブレコーダー映像を活用した事故の討議や個人の運転特性に
適した指導を適宜実施しています。
■グループ常会において、運行中の事故や事件、災害等が発生した場合を想定した実感訓練を
実施し、緊急事態への初動対応についての知識と理解を深める取組みを行っています。

8-2 管理者への教育
管理者の指導力、対応力の向上を図るため、西鉄バスグループ全体で開催される、研修会等に
積極的に参加し、管理能力のレベルアップを図っています。

8-3 合同研修等への参加
運行管理者、乗務員が一体的に安全性向上に取組むため、西鉄バスグループで開催される
研修会等に参加しています。
・事故防止・飲酒運転防止研修会
・西鉄バスグループ安全推進大会
・西鉄バスグループ完全輸送運動大会
・西鉄バスグループバスジャック等緊急事態対応訓練

その他、必要に応じ、適宜実施することで安全意識の向上を図ってまいります。

9．安全統括管理者

安全統括管理者 取締役 運行部長

10．安全管理規程

別紙
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