
労働者数

下記の各項目に、○を付けてお答え下さい。

Ⅰ　「交通労働災害防止のためのガイドライン」を知っていますか。　 知っている・知らない

   ◇(知っている場合)何で知りましたか。

①　労働基準監督署等の集団指導

②　基準協会の広報紙

③　業界団体の広報紙(団体名　　　　　　　)

④  その他(　　　　　　　　　)

Ⅱ　貴事業場における交通労働災害防止対策についてお答え下さい。

   １　交通労働災害防止のための管理体制等

(1) 総括安全衛生責任者を選任していますか。

安全管理者を選任していますか。

衛生管理者を選任していますか。

産業医を選任していますか。

安全衛生推進者を選任していますか。

上記について労働者に周知していますか。

交通労働災害防止の責任者・担当者を選任していますか。

(2) 安全衛生管理規程を作成していますか。

(3) 毎年、安全衛生方針を表明していますか。

安全衛生方針を労働者に周知していますか。

(4) 毎年、安全衛生目標を設定していますか。

安全衛生目標を労働者に周知していますか。

(5) 毎年、安全衛計画を作成していますか。

(6)

計画について、実施、評価、改善を実施していますか。

(7)

交通労働災害防止対策自主点検表
―交通労働災害防止のためのガイドラインに基づく対策の推進―

点検責任者職・氏名

事業場名

所 在 地

電話番号

業    種

 なお、貴事業場の事業、自動車運転業務等の実態に照らして、＊を付したⅡの２の(1)、(5)､(7)並びに(10)の
項目に該当しない場合には、当該項目については点検する必要はありません。

（交通労働災害防止の責任者・担当者を選任している場
合、）交通労働災害防止の責任者・担当者は誰ですか。

氏名：

している　・　していない ・ 非該当

選任された責任者・管理者等の役割、責任及び権限を定
めていますか。
いますか。

している　・　していない ・ 非該当

している　・　していない ・ 非該当

している　・　していない ・ 非該当

している　・　していない ・ 非該当

している　・　していない ・ 非該当

している　・　していない ・ 非該当

している　・　していない ・ 非該当

している　・　していない 

職名：

している　・　していない 

している　・　していない 

している　・　していない 

労働時間管理・走行管理・教育実施・意識高揚・健康管理に
ついての計画を作成していますか

している　・　していない 

している　・　していない 

している　・　していない 

している　・　していない 

している　・　していない 

安全委員会等において、交通労働災害防止に関する事項
について調査審議していますか。

している　・　していない 

選任された責任者・管理者等に必要な教育を実施していま
すか。



   ２　適正な労働時間等の管理及び走行管理

(1)

◇(知っている場合)貴事業場の実態について記入して下さい。

  ① １日の拘束時間：最大(　　　)時間　 ※拘束時間：始業時刻から終業時刻までの間の時間

  ② 休息期間：最小(　　　)時間　 ※休息時間：終業時刻から次の勤務の始業時刻までの間の時間

  ③ 運転時間：１日平均(　　　)時間

  ④ 連続運転時間：最大(　　　)時間

(2)

◇(作成している場合)走行計画の一例を添付して下さい。

  ① 走行の開始及び終了の地点及び時間

  ② 拘束時間、運転時間及び休憩時間

  ③ 走行に際して注意を要する箇所の位置

  ④ 荷役作業の有無、内容及び所要時間

  ⑥ その他

(3)

◇(把握している場合)把握の方法を次のうちから選んで下さい。(複数選択可)

  ①　運転日報

  ②　タコグラフ

  ③　運転者からの申告

  ④　その他(　　　　　　　　　　)

  ①　走行管理の方法がわからない。

  ②　走行管理を担当する者がいない。

  ③　自動車運転業務において、目的地、時間等が一定でない。

  ④　道路状況等の変動が著しく、走行管理が的確にできない。

  ⑤　運転者が走行管理されることを好まない。

  ⑥　経費が高い。

  ⑦　その他(　　　　

定めている ・ 定めていない

定めている ・ 定めていない

定めている ・ 定めていない

定めている ・ 定めていない

（走行計画を作成している場合、）以下の事項について定
めて
　　いますか。

走行計画を作成し、自動車運転者に適切な指示をしていま
すか。

している　・　していない

道路情報を収集している

道路情報を収集していない

改善基準告示(平成元年労働省告示第７号「自動車運転者の
労働時間等の改善のための基準」)を知っていますか。

知っている　・　知らない

自動車運転者の十分な睡眠時間を確保するためどのよう
なことに留意していますか。

※留意している事項を記入してください

  ⑤ 走行の経路並びに主な経過地における出発及び
      到着の日時の目安

◆(1)～(3)の結果にかかわらず、走行経路の決定、走行計画の作成等の走行管理を実施すること
が困難な理由を次のうちから選んで下さい。(複数選択可)

定めている ・ 定めていない

定めている ・ 定めていない

（走行経路を決めている場合、）道路地図、過去の走行記
録、各種道路情報提供機関からの道路情報等を収集し、
走行経路を決めていますか。

走行経路を決めている場合、）走行に際して注意を要する
箇所の位置、制限速度等交通規制、休憩・仮眠・食事・給
油等の場所等を地図等に盛り込んだ「交通安全情報マッ
プ」を作成したうえで、これら情報を伝達していますか

決めている　・　決めていない

把握している　・　把握していない

「交通安全情報マップ」を作成し
ている・していない

伝達している　・　伝達していない

運転日報等を活用することにより運転者の乗務の実態を
把握していますか。



(4)

  ① 原因の把握

  ② 次回以降の走行計画の見直し

  ③ その他（　　　

(5) 走行前・走行後に点呼を実施していますか。

(6)

（講じた措置の内容：

)

（講じた措置の内容：

)

　３　運転者に対する教育等

(1)

(2)

(3)

(4) 次の交通労働災害防止に関する教育等のうち実施しているものを選んで下さい。

②  安全運転指導員制度(添乗指導により運転者の指導を行う制度)

③  安全運転実技訓練(実施機関:自動車安全運転センター都道府県事務所等)

走行計画どおりに走行できなかった場合の措置として実施している事項を次のうちから選んで下
さい。(複数選択可)

している ・ していない

講じている ・ 講じていない走行前の点呼等により、運転者の服装、履物等の点検、体
調のチェック等を行い、体調が不調な者に対し、運転禁止、
休養等の措置を講じていますか。

事前に荷役作業の有無を確認し、運転者に通知していま
すか。

している ・ していない

貨物自動車に荷を積載して走行させる場合、最大積載量
の遵守、偏荷重、荷崩れ防止等のための措置を講じていま
すか。

講じている ・ 講じていない

している ・ していない荷役作業を運転者に行わせる際に、運搬物の重量を確認
していますか。

荷役作業を運転者に行わせる場合、疲労の回復に必要な休
憩時間を確保していますか。

している ・ していない

事前に予定していない荷役作業を運転者に行わせる場
合、必要な休憩時間確保のため、走行計画の変更を行っ
ていますか。

行っている ・ 行っていない

荷役作業による運転者の身体的負担を軽減させるための
措置を講じていますか

講じている ・ 講じていない

フォークリフト等の荷役機械の使用をする場合、安全な作
業方法についての作業計画を定めていますか。

定めている ・ 定めていない

長距離走行の場合、自動車及び荷の状態について途中点
検を行っていますか。

行っている ・ 行っていない

交通労働災害防止担当管理者等に対して、その職務等に
関する教育を実施していますか。

実施している ・ 実施していない

④  交通労働災害防止講習会(運転に対して交通労働災害防止に関する知識を付与するための
講習会に参加させること等)

実施している ・ 実施していない運転者に対して行う雇入時教育等において、交通労働災
害防止についての教育を実施していますか。

運転者に対して、走行経験のない経路を走行させるとき
は、事前に安全な走行に必要な事項についての指導を
行っていますか。

行っている ・ 行っていない

①  交通危険予知訓練(交通労働災害の潜在的危険性を予知させ、その防止対策を立てさせる訓
練実施機関：中央労働災害防止協会ゼロ災椎進部・安全衛生サービスセンター等)

異常気象、天災等により安全な運転の確保に支障が生じ
るおそれがある場合、運転者に対して、一時待機、徐行運
転等の指示を行っていますか。

指示している ・ 指示していない



  ①　教育を担当するものがいない。

  ②　適当な教材がない。

  ③　教育対象者が全員集まる機会がない。

  ④　外部の教育機関を知らない。

  ⑤　外部の教育機関が近くにない。

  ⑥　経費が高い。

  ⑦　その他(

　４　健康管理

(1) 運転者に対し、健康診断を実施していますか。

(2)

（講じた措置の内容：

)

(3)

　５　交通労働災害防止に対する意識の高揚等

(1)

(2)

Ⅲ　交通労働災害防止についての意見を自由に書いて下さい。

申し出がない ・ 該当する長時
間の勤務がない ・　その他

長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対し
て、面接指導を行っていますか。

行っている ・ 行っていない

健康診断の結果に基づき、保健指導、運転の可否、安全
運転上留意すベき点等についての指導等の事後措置を講
じていますか。

行つている・行っていない

ポスターの掲示、標語の募集、優良運転者の表彰、交通労
働災害防止大会の開催等により、運転者の交通労働災害
防止に対する意識の高揚を図っていますか。

図っている・図っていない

交通事故体験、ヒヤリ・ハツト事例等の収集、交通危険マッ
プの作成等により、運転者の交通労働災害防止に対する
注意の喚起を図っていますか。

図っている・図っていない

運転者に対して、走行経路の途中におけるストレッチング、
体操等の運転時の疲労回復についての指導を行っていま

すか。

⑥  運転適性検査(運転者の持つ生理的・心理的運転特性を把握し、安全運転についての指導を
受ける制度  実施機関：自動車事故対策センター都道府県支所等)

◆(1)～(4)の結果にかかわらず、これらの教育等を実施することが困難な理由を次のうちから選ん
で下さい。(複数選択可)

実施している ・ 実施していない

（健康診断を実施している場合、）健康診断は、１年以内ご
とに１回定期に実施していますか。

定期に実施している  ・ 定期に
実施していない ・ その他

深夜業に従事する運転者に対して、６か月以内ごとに定期
に健康診断を実施していますか。

実施している ・ 実施していない

講じている ・ 講じていない

⑤  運転者認定制度(一定の教育指導を受けたもの、認定試験に合格したもの等に対してのみ運
転業務を認める制度)


