
運行管理者 補助者 整備管理者 補助者

4

・シートベルト着用について
・安心安全の運転マナーで運転
・新年度のコース試走
・R4年度安全目標・重点施策

● 一般講習4/21

5

・漫然運転、脇見運転は厳禁
・運転中の携帯電話、オーディオ操作の禁止
・運行中は運転に集中

6

・ゲリラ豪雨に対する対処と報告
・交通ルールの遵守
・夜間運行の注意事項
・歩行者、自転車に配慮した運転

国土交通省認定セミナー
・ガイドライン
・リスク管理（基礎）
・内部監査（基礎）

● 第３回
　基礎講習6/14.15.16

★ 整備管理者選任前研修

7

・「目と指と声と心」で指差呼称
・後退時は目視確認も励行
・運転に資する技能向上の訓練

○ 社内研修 ● 一般講習7/6.14
○ 社内研修

○ 社内研修 ○ 社内研修 ○ 社内研修

8

・体調管理について
・睡眠不足による事故防止
・体調悪化時の対処

第１回運行管理者試験

9

・会社内での言葉使いに注意
・模範運転マナーの励行
・思いやり運転を心掛ける

● 一般講習9/1.6.29

10

・アルコールの自己管理の徹底
・ゆとりを持った運転と行動
・防災訓練の実施

第１７回NASVA
安全マネジメントセミナー
○ 社内研修

● 適性診断活用講座
○ 社内研修

○ 社内研修 ★ 整備管理者選任後研修
○ 社内研修

○ 社内研修

11

・日常点検完全実施
・タイヤチェーンの装着（実技）
・ライト早め点灯
・始終業点検の重要性について

● 一般講習11/2.10 ★ 整備管理者選任後研修 ★ 整備管理者選任前研修
○ 社内研修

12

・アルコールの自己管理の徹底
・危険予知訓練の実施
・安全重点施策アンケート
・睡眠時無呼吸症候群講習会
・インフルエンザ感染予防

国土交通省認定セミナー
・ガイドライン
・リスク管理（基礎）
・内部監査（基礎）
○ 社内研修

○ 運行管理会議
○ 社内研修

● 第８回
　基礎講習12/20.21.22
○ 運行管理会議
○ 社内研修

○ 社内研修 ○ 社内研修

1

・交通安全教育の実施
・「急」の付く運転は厳禁
・スリップ事故防止

◇年頭安全会議 ● 一般講習1/16 ★整備管理者選任前研修

2

・制限速度厳守、車間距離の保持
・タイヤチェーンの装着による過信運転
・避難口の点検、消火器の取扱い
・普通救命救急講習

○ 社内研修 ● 一般講習
○ 社内研修

○ 社内研修 ○ 社内研修 ○ 社内研修

3

・交差点内の歩行者に注意
・巻き込み事故防止
・乗客の乗降時の安全確保
・車内事故防止の徹底

国土交通省認定セミナー
・ガイドライン
・リスク管理（基礎）
・内部監査（基礎）

※特別講習 第２回 運行管理者試験 ○ 整備管理会議

令和4年度　指導・研修・教育に関する年間計画表

月 指導事項 安全統括管理者
運行管理の研修・教育 整備管理の研修・教育



月 主な行事 運行管理 整備管理 防止対策

4
●交通マナーアップ強化月間
★春の全国交通安全運動
※新型コロナウイルス感染予防

○安全目標・安全重点施策の掲示・周知
○ミーティング内で言葉使いについて注意の呼びかけ
○バス車内掲示、立て看板で周知、ポスター等
　 シートベルト着用案内・老人子供の動向に注意

○夏タイヤ交換時期
○冬タイヤの保守管理
○ボルトナットの増す締め

・乗客の安全に関すること
・接客サービスの向上推進
※マスク着用、手洗い、うがいの徹底
 感染症対策の継続実施

5
●マンネリ化防止強化月間
※新型コロナウイルス感染予防

○ドライブレコーダーの運行映像の確認
○管理者による添乗乗務
○漫然運転・脇見運転について注意喚起

○エアコンフィルターの清掃
○トランクルームの点検

・トランクルームの施錠確認
 感染症対策の継続実施

6
★みやぎ交通安全啓発・実践キャンペーン
　「セーフティ１２３」参加
※新型コロナウイルス感染予防

○みやぎ交通安全啓発・実践キャンペーン
○エアコン動作確認
○入梅時期前のくもり止め準備

・交通事故の心理について
・無事故、無違反について
 感染症対策の継続実施

7
●指差呼称徹底月間
★運転に資する技能向上訓練
※新型コロナウイルス感染予防

○運行開始まえに指差呼称の徹底を呼びかけ
○ドライブレコーダーの運行映像の確認

○ドライブレコーダーの動作確認
○エアコン動作確認

・バスの特性について
・管理者のバック誘導の実施
 感染症対策の継続実施

8
●健康管理強化月間
※新型コロナウイルス感染予防

○猛暑による熱中症、脱水症状の注意を呼びかけ
○安全重点施策の意識確認のためアンケート
○体調悪化時の連絡体制の構築

○エアコン動作確認
・規則正しい生活の推奨
 感染症対策の継続実施

9
●社内マナーアップ強化月間
★秋の全国交通安全運動
※新型コロナウイルス感染予防

○立て看板で周知、バス車内の掲示、ポスター等
○会社内での言葉使いについて指導

○予備整備計画の進捗状況確認
・接客サービスの向上推進
 感染症対策の継続実施

10
●防災訓練の実施
●飲酒運転根絶強化月間
※新型コロナウイルス感染予防

○飲酒運転防止について呼びかけ
○事故を想定した避難訓練の実施

○車体の確認
○シートベルトの動作確認

・運行の安全に関すること
 感染症対策の継続実施

11
●車両整備強化月間
※新型コロナウイルス感染予防
●日常点検強化月間

○整備管理者との連絡体制の確認
○車両清掃道具の準備
○運転席周りの整理整頓

○運行管理者との連絡体制の確認
○タイヤチェーンの準備及び整備
○冬タイヤ交換時期・増す締め
○整備管理者による日常点検の立会い

・車両台帳の記載確認
・日常点検表の記載確認
・車両清掃の強化
 感染症対策の継続実施

12

★年末年始安全総点検
●SASスクリーニング検査
●インフルエンザ感染予防
※新型コロナウイルス感染予防
◇運行管理者会議

○インフルエンザワクチンの接種（任意）
○立て看板で周知、バス車内の掲示、ポスター等
○安全重点施策の意識確認のためアンケート実施
○経営陣による現場視察
○運行管理会議の実施

○暖房装置の動作確認
○タイヤチェーンの準備及び整備
○ボルトナットの増す締め

・危険を予測した運転に関すること
・外部講師「睡眠時無呼吸症候群」
・終業時における社内の点検
・テロ防止対策、訓練の実施
　感染症対策の継続実施

1

◇年頭安全会議
●スリップ事故防止強化月間
●健康診断月間
※新型コロナウイルス感染予防

○会長による新年の挨拶
○安全宣言の掲示（事務所・休憩室）
○全社員の健康診断受診

○暖房装置の動作確認
○年末年始明けの車両点検

・安全運行の心構え
 感染症対策の継続実施

2
●積雪時のタイヤチェーン装着強化月間
●普通救命救急講習会
※新型コロナウイルス感染予防

○感染症予防の呼びかけ
○健康診断二次検査の実施

○暖房装置の動作確認
○タイヤチェーンの整備
○避難口、消火器、発炎筒の確認

・外部講師「救命救急講習」
 感染症対策の継続実施

3
●車内事故防止強化月間
※新型コロナウイルス感染予防
◇整備管理者会議

○令和5年度 安全重点施策の策定
○感染症予防の呼びかけ

○タイヤチェーンの整備及び清掃
○令和5年度 予備整備計画の改善・見直し

○デジタコの距離修正
○夏タイヤ交換時期

・車内事故防止に関すること
 感染症対策の継続実施

令和4年度　輸送の安全に関する年間計画表



令和４年度 乗務員指導教育計画予定表 
 

月 全体教育 予定 実施 

４月 
NO.６ 主として運行する路線若しくは経路及び営業 
    区域における道路・交通状況の把握 ４月  

５月 
NO.９ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的 
    要因並びにこれらへの対処方法について ５月  

６月 
NO.２ 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を 
    確保する為遵守すべき基本的事項について 

６月  

７月 NO.３事業用自動車の構造上の特性について ７月  

８月 NO.１０ 健康管理の重要性について ８月  

９月 
NO.１１ 安全性の向上を図る為の装置を備える貸切 
     バスの適切な運転方法 

９月  

１０月 NO.８ 運転者の運転適性に応じた安全運転について １０月  

１１月 
NO.７ 危険の予測及び回避並びに緊急時における 
    対応方法について 

１１月  

１２月 

NO.１２ ドライブレコーダーの記録を利用した運転者 
     の運転特性に応じた安全運転について 
NO.１３ ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ 
     ハット体験等の共有 

１２月  

１月 NO.１ 事業用自動車を運転する場合の心構え １月  

２月 
NO.４ 乗客中の旅客の安全を確保するために留意 

すべき事項について 
２月  

３月 
NO.５ 旅客が乗降するときの安全を確保する為に 
    留意すべき事項 

３月  

 
 

有限会社 中川観光バス 


