
運輸産業における
更なる安全性向上の課題

関西大学社会安全学部教授

安部 誠治 氏

『安全・安心』への果てしなき道

2017年10月24日
11:45［受付開始］～17:10

●11:45～　開　　場

●13:00～　開会･主催者挨拶･来賓挨拶

●13:15～　基調講演

●13:55～　休　　憩

●14:10～　特別講演

●15:10～　休　　憩

●15:35～　取組事例報告(バス)

●16:05～　取組事例報告(ハイヤー・タクシー)

●16:35～　取組事例報告(トラック)

●17:10　　閉　　会

14:10～ 特別講演 16:05～ 取組事例報告(ハイヤー･タクシー)

東京国際フォーラム･ホールC

※協賛団体割引がございます。

主催

後援

　毎年、自動車運送事業者の皆様をはじめ、多くの皆様にご参加いただいております「NASVA安全マネジメントセミナー」も、

第12回を迎えました。

　今回のセミナーでは、運輸安全マネジメントにすでに取り組まれている事業者の皆様には有益な情報(復習を含めた継

続的なレベルアップ)を、これから取り組もうとする事業者の皆様には気付き(ヒント)を提供し、安全文化の構築と定着

を図ることにより、利用者にとって安心で安全な運輸事業を提供するための機会としていただきたいと考えております。

運輸事業の最大の使命は

安全の確保です。関係者

の地道な努力によって、

これまで日本の運輸産業

は安全性を向上させてき

ました。本講演では、更

なる安全性の向上のため

の課題についてご講演い

ただきます。

安全運行のための健康管理

横浜市交通局（神奈川県）
総務部人事課（保健師）

青谷 奈美 氏

15:35～ 取組事例報告(バス)

横浜市交通局における健康

起因による事故防止を目的

とした、運転者の健康管理

と職員全体の健康づくりの

取組事例をご紹介いただき

ます。

安全は、組織と社員が
つくりだす文化です

日生流通運輸倉庫株式会社（埼玉県）
安全管理センター長

（市営交通イメージキャラクター）

樋口 弘之 氏

16:35～ 取組事例報告(トラック)

「絶対的な安全は世の中に
はない」、安全とは「運転
者の技能・技術」だけでな
く、組織と社員がつくりだ
す文化との認識のもと、安
全文化の構築に尽力されて
います。日常の具体例からリスクコミュニケー
ションによる安全づくりの大切さを伝えていた
だきます。

帝都グループでは、社長自

らが先頭に立って安全・安

心に対する強い思いを実現

するため、独自の取り組み

を進めています。帝都グル

ープの安全・安心に対する具体的な取り組みに

ついてご紹介いただきます。

「運輸安全マネジメント制度の
今後のあり方」について
～これまでの10年を踏まえた運輸安全
マネジメントのスパイラルアップに向けて～

～タイヤ以外、何に触れても事故である。～

～リスクコミュニケーションで安全文化へ～

～運行管理者ができること～

国土交通省大臣官房運輸安全監理官

三上 誠順 氏

13:15～ 基調講演

事業用自動車の
安全対策について

国土交通省自動車局安全政策課長

吉永 隆博 氏

13:35～ 基調講演

平成29年7月に改訂を行った
「安全管理規程に係る報告
徴収又は立入検査の実施に
係る基本的な方針」及び
「運輸事業者における安全
管理の進め方に関するガイ
ドライン」について、改訂
の背景と趣旨、主な改正事
項について解説をしていた
だきます。

平成29年6月に策定した「事

業用自動車総合安全プラン

2020」をはじめ、事業用自

動車の安全対策についてご

説明いただきます。

帝都自動車交通株式会社（東京都）
代表取締役社長

ミニ･生命(いのち)のメッセージ展
を開催します。

安全マネジメント支援ツール
の展示･紹介を行います。

独立行政法人 自動車事故対策機構

国土交通省

協賛 公益社団法人 日本バス協会

公益社団法人 全日本トラック協会

一般社団法人 全国ハイヤー･タクシー連合会

交通事故等により､理不尽に生命を奪
われた犠牲者の顔写真付き等身大パネ
ルと彼らの遺品の靴を展示します。
被害者･遺族の人権を訴えると共に､
「生命の重み」を伝えます。

安全な運行を支援するデジタル式運行
記録計､映像記録型ドライブレコーダ
ー､アルコール検知器､SAS(睡眠時無呼
吸症候群)スクリーニング検査機器等
の展示･紹介を行います。

開催日

会場

1名様　1階･2階席　3,000円

　　  　3階席      　2,000円
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フリガナ フリガナ

フリガナ

氏　名

会社名または
団体名

所在地

電話番号

ご連絡メールアドレス
〒

1階・2階席　　　　　3階席ご希望の席1階・2階席　　　　　3階席ご希望の席

FAX番号

参加証
送付先( 　 　 　 )

お申し込み
ご担当者氏名

希望する　　　希望しない次回セミナーのご案内

お支払い方法の選択
＊〇をお付けください

コンビニ（ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス・ミニストップ・デイリーヤマザキ）／ペイジー（Pay-easy）／クレジットカード
＊コンビニでのお支払いの場合は、コンビニ名に〇をお付けください。

参
　
　
加
　
　
者

部署(所属)

役　職

フリガナ

氏　名

部署(所属)

役　職

お申し込み用紙

ナスバは安全安心のパートナーお問い合わせ先

お申込み要領 アクセスMAP

NASVA 安全マネジメントセミナー事務局

しゅくみねっと株式会社内（担当：木村）

お申し込みいただいた「個人情報」につきましては､本セミナーの目的以外に使用いたしません。

TEL：03-6416-0136
お電話受付：平日9:00～17:40(土･日･祝日を除く)
e-mail：nasva@shukuminet.com
WEB：http://www.nasva.go.jp/

●JR線 有楽町駅より徒歩1分
　東京駅より徒歩5分(京葉線東京駅と地下1階コンコースにて連絡)

●有楽町線  有楽町駅と地下1階コンコースにて連絡

■お申し込み期限：平成29年10月10日(火)  ただし、定員になり次第、〆切
とさせていただきます。

■お申し込み先：NASVA安全マネジメントセミナー事務局

■お申し込みから当日までのスケジュール

①お申し込みは、NASVAホームページ
　(http://www.nasva.go.jp/)からお申し込みいただく

か、この申込用紙をセミナー事務局までFAXください。
　(3名様以上でのお申し込みは、この用紙をコピーの上

ご利用ください)

②セミナー事務局から「お申し込み受付のお知らせ」をお申し込みご担当
者様へメールまたはFAXにてお送りいたします。

③ご参加料のお支払い方法は「お申し込み受付のお知らせ」に記載してあ
ります。このお知らせに記載されている期日までにお支払いください。

④セミナー事務局から「セミナー案内」及び「参加証」を10月中旬頃に発
送いたします。

⑤セミナー当日は④の参加証をご持参の上、ご参加ください。

■お取消しの際は、すみやかにセミナー事務局宛にご連絡をお願いいたします。
10月11日(水) 以降のご参加取消しにあたっての参加料のご返金はいたし
かねますので、あらかじめご了承ください。

会場：東京国際フォーラム・ホールC
参加料：1名様  3,000円　先着1,000名様

○○○は
安全安心の
パートナー
※カタカナ三文字です

協賛団体割引
合言葉ヒント

1階･2階席
1階･2階席の

お席は座席指定と

させていただき

ます

3階席

※本セミナーの協賛団体(公益社団法人日本バス協会、公益社団法人全日本トラック協会、一般社団

法人全国ハイヤー･タクシー連合会)に加盟されている事業者の方がインターネットで合言葉を

入力してお申込みされる場合は､参加料が割引になります(おひとり様300円割引)｡

参加料：1名様  2,000円　先着300名様
※こちらの席は協賛団体による割引はございません。

FAX. 03-3463-0771
○この印刷物は､グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づ
く基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

○リサイクル適性の表示：紙へのリサイクル可
　この印刷物は､グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にした
がい､印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Aランク］のみを用いて作製しています。

⇒

インターネットでの

お申込みはこちら

からでも可能です

日比谷通り

●千代田線･
　二重橋前駅

●
JR京葉線
東京駅

IN

OUT

●三田線･日比谷駅

●銀座線･京橋駅
車両導入路

●有楽町線･有楽町駅

●丸の内線･銀座駅

JR有楽町駅

●日比谷線･銀座線･銀座駅

●日比谷線･日比谷駅●
千代田線
日比谷駅

JR東京駅

東京国際
フォーラム D

G

C B A


