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別紙１

飲酒運転は重大事故に直結する極めて悪質・危険な犯罪であり、絶対にしてはならな
い。

令和３年１２月
東北運輸局

飲酒運転防止にかかる自己チェックシート

１．遵守事項

チェック項目 自己評価

　このチェックシートは、飲酒運転防止に向けた取り組みの一環として、
『飲酒』に関するあなたの理解度について、確認するものです。
　自己評価の結果が『２』や『１』になった項目は、もう一度読んで理解し、
自分なりの飲酒運転防止に取り組みましょう。

自己評価の基準　（「自己評価」の欄に、「１～４」を記載してください。）
　　⇒　　４  ：  理解している
　　　　　 ３  ：  概ね理解している
　　　　　 ２  ：  あまり理解していない
　　　　　 １  ：  全く理解していない

令和　　年　　月　　日

飲酒運転は会社のイメージを極端に悪化させ、荷主の信頼を失うだけでなく、社会的
信用も失墜し、経営破綻に至る可能性がある。

酒酔い運転（アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態で運転）
の罰則は、５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金で、違反点数が３５点の免許取
消である。

酒気帯び運転（呼気中アルコール濃度が１リットルあたり０．１５mg以上含まれる状態
で運転）の罰則は、３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金で、違反点数が２５点も
しくは１３点の免許取消もしくは免許停止である。

裏面に続く　　　

飲酒運転により、失職、経済的困窮から一家離散や自殺などにつながるケースもあ
る。
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３．アルコール依存症対策

チェック項目

５００㎖のビール（純アルコール２０ｇ）を飲むと、体内でのアルコールの処理に、およ
そ４時間かかる。
なお、個人差（性別・年齢・体重・体質）があり、体調にも左右されるので、４時間を超
える場合がある。

血中アルコール濃度が０．０５％（ほろ酔い期）でも、速度超過、ブレーキの踏み遅れ
等による、衝突事故の発生率は平常時と比べ、ぐんと上がる。

自己評価

アルコール依存症の治療法は、これまで「断酒」だけだったが、新たな治療法として
「減酒」が始まっている。
ただし、重度の依存症の治療は「断酒」しかない。

以上、ご協力ありがとうございました。

トラック運転者は、勤務時間が不規則になりがちで睡眠時間も乱れやすく、早く眠りに
つくための「寝酒」が習慣になることがきっかけでアルコール依存症になるケースが見
受けられる。

アルコール依存症から逃れるためには、「アルコール依存症スクリーニングテスト」を
行うことにより自分自身の症状に早期に気付いて、専門機関を受診することが重要で
ある。

アルコールの分解には、起きている時より寝ている時の方が、余計に時間がかかる。
一般に２割から３割、分解が遅くなる。

アルコール依存症の運転者の飲酒運転をやめさせることは、本人の意思の力だけで
は難しく、必要なのは、専門医によるアルコール依存症の治療である。

アルコール依存症の人が病院に行かないのは、本人に依存症の自覚がないことや、
断酒したくないからと言われている。

２．飲酒の影響

チェック項目 自己評価

アルコールは、認知力、判断力、操作力を著しく低下させるもので、運転に大きな影
響を及ぼす。
お酒が強い人でも弱い人でも同量のアルコールを飲んだ場合の運転への影響は同じ
である。

仮眠前の「寝酒」が習慣になると少量の飲酒では寝付けなくなるため、だんだん酒量
が増える。
「寝酒」はアルコール依存症につながるおそれがあるため、少量でも避けるべきであ
る。



№

1-1 14,620 99.6% 44 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 8 0.1% 14,672 100.0%

1-2 14,196 97% 439 3% 27 0.2% 1 0.0% 9 0.1% 14,672 100.0%

1-3 14,460 99% 197 1% 8 0.1% 0 0.0% 7 0.0% 14,672 100.0%

1-4 12,890 88% 1,618 11% 145 1.0% 10 0.1% 9 0.1% 14,672 100.0%

1-5 12,605 86% 1,861 13% 181 1.2% 13 0.1% 12 0.1% 14,672 100.0%

№

2-1 13,562 92.4% 1,005 6.8% 79 0.5% 8 0.1% 18 0.1% 14,672 100.0%

2-2 12,828 87.4% 1,689 11.5% 130 0.9% 7 0.0% 18 0.1% 14,672 100.0%

2-3 10,871 74.1% 3,063 20.9% 646 4.4% 65 0.4% 27 0.2% 14,672 100.0%

2-4 12,951 88.3% 1,526 10.4% 157 1.1% 15 0.1% 23 0.2% 14,672 100.0%

2-5 12,298 83.8% 1,971 13.4% 345 2.4% 31 0.2% 27 0.2% 14,672 100.0%

№

3-1 11,650 79.4% 2,484 16.9% 468 3.2% 50 0.3% 20 0.1% 14,672 100.0%

3-2 12,540 85.5% 1,843 12.6% 238 1.6% 30 0.2% 21 0.1% 14,672 100.0%

3-3 12,132 82.7% 2,119 14.4% 349 2.4% 43 0.3% 29 0.2% 14,672 100.0%

3-4 11,749 80.1% 2,338 15.9% 485 3.3% 67 0.5% 33 0.2% 14,672 100.0%

3-5 10,992 74.9% 2,736 18.6% 788 5.4% 134 0.9% 22 0.1% 14,672 100.0%

「飲酒運転防止にかかる自己チェックシート」の集計結果

（公社）福島県トラック協会　会員事業所
事業所数 運転者数

831 事業所 14,672 名

１．遵守事項

評価「４」 評価「３」 評価「２」 評価「１」 記載なし・無効等 計

２．飲酒の影響

評価「４」 評価「３」 評価「２」 評価「１」

飲酒運転防止にかかる自己チェックの結果

1.遵守事項⇒１-５：概ね理解しているが他の項目と比べ酒気帯び運転の罰則内容の理解度が若干低い傾向が見受けられる

2.飲酒の影響⇒２－３：起きている時より睡眠中の分解時間は遅くなること等の理解度が若干低いことから飲酒の影響等に
ついての啓発が求められる。

3.アルコール依存症対策⇒３－５：アルコール依存症の治療法の種類（断酒、減酒）等の理解度が若干低いことから情報を周
知して依存症対策の理解を深めることが必要と思われる。

計

３．アルコール依存症対策

評価「４」 評価「３」 評価「２」 評価「１」 記載なし・無効等 計

記載なし・無効等



区分 独自の工夫点

1 指導教育の徹底
新聞記事など定期的に活用。飲酒状況の聞き取りや飲酒量の指導を実施してい
る。

2 指導教育の徹底
健康診断でアルコール依存症の疑いがある場合は、家族に連絡するともに医療
機関の受診を指示。

3 指導教育の徹底 健康診断で数値が悪い時はアルコール依存症の疑いが無いか確認している。

4 点呼の厳正な実施
遠隔地における点呼はテレビ電話で携帯型アルコール検知器の使用を確認して
いる。

5 点呼の厳正な実施 点呼時に自己申告書をもとに体調の把握をしている。

6 指導教育の徹底
安全会議等で飲酒運転による重大事故の事例やビデオ等で「しない、させない」を
徹底している。

7 点呼の厳正な実施
衛生面、健康面を考慮して１人１台としてメモリー機能（９９件）が搭載されている機
種を使用。測定結果を本体でいつでも確認できる。

8 指導教育の徹底
健康診断の結果を活用。数値が悪い運転者には聞き取りを行い指導を実施して
いる。状況によって医療機関での受診を行い診断結果を必ず報告するよう指示し
ている

9 啓発活動
運転者控室へ飲酒運転防止ポスターを掲示している。定期的に安全指導を行って
いる。

10 点呼の厳正な実施 アルコール検知器で酒気帯びの確認を徹底。

11 指導教育の徹底 新聞記事やトラック協会からの資料を基に定期的に指導を実施している。

12 指導教育の徹底
スクリーニングテストの実施している。飲酒運転と薬物使用の禁止を教育してい
る。

13 点呼の厳正な実施
点呼執行者が見ている前でアルコール検知器を使用させ酒気帯びを確認してい
る。過去５年間で検知者はゼロ。

14 指導教育の徹底 家族を守るため飲酒運転は「絶対しない・させない」ことを指導実施している。

15 指導教育の徹底
健康診断の結果を見て数値の高いドライバーには医療機関で再検査を実施して
いる。

16 指導教育の徹底
飲酒の習慣がある運転者から聞き取り調査をして健康診断の結果と照らしながら
注意を促している。

17 指導教育の徹底
国交省メルマガの事故事例等の情報ををもとにプロドライバーとしての社会的責
任を自覚させ飲酒運転防止に取り組んでいる。

18 指導教育の徹底
健康診断の結果を対面で確認し、アルコール依存症について確認している。朝礼
や安全大会等の機会にアルコール飲酒量等について指導している。

19 指導教育の徹底
飲酒習慣のある運転者、過去にアルコールが検知された者には飲酒状況の聞き
取りを実施している。

20 指導教育の徹底
健康診断の結果、肝機能の数値が悪い人や飲酒習慣のある運転者には飲酒状
況の聞き取りや飲酒量の指導を実施している。特に夜９時以降の飲酒には休日前
に飲酒するように指導している。

21 指導教育の徹底
健康診断の結果による指導を実施（肝機能等）。飲酒による事故の報道等を掲示
し、飲酒運転がなぜ恐ろしい行為なのか？を指導している。

22 指導教育の徹底
翌日乗務の場合、２１時以降の飲酒は控えるよう指導している。スクリーニングテ
ストの結果を参考に要注意群のドライバーには点呼時に前日の飲酒量を確認す
るなど依存症の疑いがないか慎重に確認している。

23 指導教育の徹底 アルコール量によって体内でのアルコール処理が変わることを理解させている。

24 点呼の厳正な実施
朝礼並びに点呼時に飲酒運転による事故等の情報を共有するとともに絶対しては
ならないことを指導している。

25 指導教育の徹底
飲酒習慣のある運転者への飲酒状況の聴き取りをしている。定期ミーティングで
指導教育を実施している。

26 点呼の厳正な実施
点呼時にアルコールが検出された場合はアルコール依存症の疑いが無いか慎重
に確認するようにしている。

27 指導教育の徹底
朝礼、終礼の乗務員教育に飲酒運転に係る事故事例を題材に教育指導してい
る。運転前日は各自ルールを決め、時間になったら飲まない習慣をつけさせてい
る

28 啓発活動
教育の場において「飲酒運転防止マニュアル」の配布及び、その資料をもとに指
導している。掲示物を掲示し飲酒運転防止について意識の高揚を図っている。

29 点呼の厳正な実施
報道ニュースや国交省のメールマガジンとを活用し、特に飲酒習慣のあるドライ
バーについて、日々点呼等で飲酒量を確認している。

30 点呼の厳正な実施
遠隔地における点呼では携帯電話のテレビ機能を使用し、対面点呼のようにアル
コール検知器を使っての酒気帯び確認を実施している。

31 指導教育の徹底
社内で安全運転委員会を立ち上げ、動画により教育指導の徹底を図っている。社
内ミーティングを行い都度、注意喚起を促す。

32 点呼の厳正な実施
朝、出勤しタイムカードを押したらアルコールチェックを必ずしてもらっている。社員
の顔色や様子を社長が確認している。

飲酒運転を防止するために独自に工夫している点、こだわっている点等の記載



33 その他
飲酒習慣のある社員は１名のみで、仕事の休みの前日だけ飲酒するようにしてい
る。車通勤者には全員に携帯用アルコール検知器を会社から支給しており公私問
わず問わず運転前の検査を推奨している。

34 点呼の厳正な実施
翌日早出のドライバーに対しては帰宅後の飲酒を控えるよう終業点呼時に都度指
示を出すようにしている。

35 その他
新人隊員や交通事故を起こした隊員には裁判所所に行って道路交通違反者の裁
判傍聴をさせて所管文を提出させている。

36 指導教育の徹底

長期連休や休み前のドライバーには自家用車を運転する際にも飲酒運転になら
ないように飲む量や休息期間に十分注意するように指導している。各地のニュー
スや飲酒運転に関する資料やパンフレット等を配布・掲示し、個人指導や安全教
育の資料として用いている。

37 指導教育の徹底
社内全体教育の中においても「交通安全」は必須であり、飲酒運転については勿
論、通勤途上を含めた日頃より運転者としての自覚を植え付けるように指導して
いる

38 点呼の厳正な実施
自社のメインとなる定期運行前の点呼時に持ち物に関するCHECKも入れており、
業務上不要なものはないかの申告をさせている。

39 点呼の厳正な実施 対面点呼が行えない場合はテレビ電話を使用した点呼を実施。

40 その他 アルコール依存症の疑いがある場合は通院を進めフォローしている。

41 指導教育の徹底
トラック協会等の資料を活用しながら指導している。特に飲酒習慣のある運転者
には飲酒量の確認を指導している。

42 点呼の厳正な実施 アルコール検知器で酒気帯びが検出された場合は面談を行い対応している。

43 指導教育の徹底 報道機関等の情報を収集し、運転者指導に活用している。

44 点呼の厳正な実施
電話点呼の際はライン電話を利用して、携帯しているアルコール検知器で酒気帯
びの有無を確認している。

45 その他
普段から1人1人のドライバーとコミニュケーションをとりアルコール依存症の疑い
が無いか慎重に確認するようにしている。

46 指導教育の徹底
アルコール依存症の意味が良く理解されていなかったため、実際に起きた身近な
例を挙げ依存症の怖さを知ってもらった。

47 指導教育の徹底
酒気帯びまたは飲酒運転で検挙された最悪な状況を考えさせる。（家族・会社・仲
間・その他様々な影響について）

48 点呼の厳正な実施
対面点呼・テレビ電話点呼・写真添付等で不正が無いようにオンライン・オンタイム
でアルコールチェックを行う。

49 指導教育の徹底
日常での飲酒習慣を確認。問題があるときは家族への協力をお願いして改善を図
る。酒による体への負担（病気）を健康診断結果を交えて教育指導している。

50 啓発活動 休憩所に飲酒運転撲滅ポスター等を掲示し、常に意識を高めるようにしている。

51 指導教育の徹底 飲酒の習慣がある運転者には定期的に面談等で指導している。

52 指導教育の徹底
体内でのアルコール処理の時間（個人差がある）と寝ている時の方が早く分解さ
れていると思い込んでいる人がいたのでよく話し合い、今後に活かすようにした。

53 指導教育の徹底 インターネット記事なども活用し定期的に指導を実施

54 その他 採用の面接で飲酒習慣のある方はお断りしている。

55 指導教育の徹底
会社独自で「今日の安全唱和」を作成。唱和の内容を同じく自書をして自分自身
の気の引き締めとなるよう毎日実施し、点呼時に提出してもらっている。（唱和と自
書で完了）

56 啓発活動
トラック協会・安全運転管理者協会から届くポスター・リーフレットを活用しての啓
発

57 指導教育の徹底
新聞記事等を利用し教育会で指導を実施し、飲酒習慣者には酒量の指導も実施
している。

58 指導教育の徹底
アルコールが認知力・判断力・操作力に及ぼす影響を定例打合せ時などに教育し
ている。

59 点呼の厳正な実施
泊運行者へは携帯のテレビ電話にて携帯用アルコールチェッカーにてかくにんし
ている。対面点呼時にアルコール摂取等確認し正常か確認している。

60 指導教育の徹底
年齢とともに個人差が出るので飲量を減らすなど自己管理の徹底を伝えている。
飲み過ぎで仕事に出れない状況の場合、会社等への迷惑をかけてしまうかの重
大さを説明している。

61 啓発活動 ポスター等での飲酒運転防止を呼び掛けている。

62 指導教育の徹底 とらっく広報誌などの情報を活用しながら定期的に指導を実施している。

63 指導教育の徹底
健康診断においてr-GTP数値の高い人や飲酒習慣のある運転者には飲酒状況
の聞き取りや飲酒量の指導を実施している。ニュースや新聞記事などを活用して
定期的に指導している。

64 指導教育の徹底
新聞記事などを活用し定期的に指導を実施するとともに運転手に「飲酒運転はし
ない！」という誓約書を書いてもらい家族にもお願いしている。

65 指導教育の徹底 飲酒量の指導を実施。特に深酒しないよう時間と量をきめるよう指導している。



66 その他 出来ればアルコールを飲まない人の採用

67 指導教育の徹底
「飲酒運転は犯罪だ！」という認識を定着させるため事故事例・ビデオ・ポスター等
を活用した勉強会・講習会などで必ず発言してもらうようにしている。

68 指導教育の徹底 翌日が仕事の時は控えるよう指導している。（出発時間や体調を考慮）

69 指導教育の徹底
飲酒運転の悪質性・危険性・交通事故を起こした時の責任の重大性等について定
期的に指導を実施している。

70 点呼の厳正な実施
酒気帯びの有無についてドライバーによる申し出を徹底し、アルコール検知器に
よる確認も徹底している。点呼内容（顔色・臭い・応答等目視確認）を充実・強化
し、出庫時・帰庫時は管理者立会いのもと対面点呼を確実に実施している。

71 指導教育の徹底
飲酒習慣のある運転者には飲酒状況の聴き取りや飲酒量の指導を実施してい
る。

72 点呼の厳正な実施
アルコールが検出された場合、本部報告と代走手配を実施している。コロナ禍で
の飲酒（忘年会・会合等）は禁止としている。

73 指導教育の徹底
アルコールを飲む習慣のない運転者が多いので安心しているところもあるが、聞
き取りや健診の結果等もよく見て指導を実施。

74 指導教育の徹底
運転者教育の中で動画を使いアルコールに対する依存の疑いが無いかなどを社
員全員に周知している。

75 啓発活動 掲示物、標語、ポスター等適宜更新

76 指導教育の徹底
健康診断の結果をもとに肝臓疾患があり、尚且つ飲酒習慣のある運転手にはア
ルコール依存症の疑いが無いか確認している。新聞記事や飲酒による事故の事
例をもとに飲酒習慣のある運転者に酒量の制限等について指導している。

77 指導教育の徹底 酒酔い運転の罰則及び事故による会社・個人に係る責任を理解させている。

78 指導教育の徹底
点呼時のアルコールチェックで反応した場合、厳罰に処すると通告しており危機感
をもって仕事に従事するよう指導している。

79 点呼の厳正な実施 点呼時のアルコールチェックの際、前日の飲酒量を確認している。

80 指導教育の徹底
月１度の教育時に必ずアルコールにまつわる事故や飲酒の知識を講話の中に盛
り込んでいる。アルコール依存症の疑いがあるドライバーは家族と相談し協議した
うえで乗務させている。

81 点呼の厳正な実施
遠隔地における点呼では専用の携帯電話のアプリを使い対面点呼のようにアル
コール検知器を使っての酒気帯び確認を実施している。

82 その他
運行業務前日の就寝前１時間は深酒にならないよう呼びかけ、お互いに声を掛け
合っている。

83 指導教育の徹底 本社安全管理部からの通達（注意・喚起事項）を落し込み教育実施

84 指導教育の徹底 １か月に１度、安全運転について飲酒運転防止についても触れて指導している。

85 指導教育の徹底 運行前日は基本的に飲酒は避けるよう見指導

86 点呼の厳正な実施
遠隔地における点呼は携帯電話を使用してアルコール検知器のブザー音で飲酒
の確認を行っている。

87 その他 飲酒する社員（運転手）には自宅にアルコールチェッカーを配布している。

88 指導教育の徹底 飲酒運転撲滅のポスターの掲示や旗等、その他教育資料を使用しての教育

89 点呼の厳正な実施
早朝・深夜についてはＩＴ点呼にて点呼を行い、確実な点呼を行うことにより飲酒運
転を防止している。

90 指導教育の徹底
飲酒運転による事故のニュース等を例に挙げ、日々飲酒運転の怖さを伝えてい
る。

91 指導教育の徹底
毎年１２月のドライバーミーティングにてトラック協会から借りたDVD「飲酒運転・許
されない犯罪」を観てもらい免許や仕事以外にも失ってしまうものがたくさんあるこ
とを理解してもらっている。

92 点呼の厳正な実施
パソコンによるＩＴ点呼を実施している。アルコールチェッカーと免許証の履歴をす
べて残している。

93 指導教育の徹底
安全衛生会議にてアルコール１単位の教育実施。アルコール反応（数値０以上）
が出た場合は状況確認や飲酒量との指導を実施している。

94 その他 決められたルールを守り守らせること。

95 指導教育の徹底
ネットニュースや新聞等を活用して毎月のミーティングで指導している。会社規則
を厳しくしており解雇措置等があることをドライバーには指導している。

96 点呼の厳正な実施 矢崎ESTRAシステムを導入して対面点呼・ＩＴ点呼時に確実にチェックしている。

97 点呼の厳正な実施
対面点呼以外はテレビ電話にて点呼・アルコールチェックをしている。アルコール
が検知された場合、重い処分を課している。

98 その他 車内点検を実施し、アルコールの有無をチェックしている。

99 指導教育の徹底 社内で事故防止委員会があり飲酒運転防止・事故防止指導を行っている。



100 指導教育の徹底 飲酒習慣のある運転者には飲酒状況や飲酒量の聴き取りをしている。

101 指導教育の徹底 パンフレットや資料を開示し、定期的に飲酒運転に対して指導を実施している。

102 点呼の厳正な実施 点呼時にアルコール検知器による確認を徹底するよう指導している。

103 指導教育の徹底
飲酒運転には厳しい行政処分と取り返しのつかない人生が待っていると言い聞か
せている。

104 指導教育の徹底
健康起因事故防止マニュアルを活用し、アルコールによる健康被害を周知させて
いる。

105 指導教育の徹底 毎月の運輸マネジメント会議、安全衛生会議にて指導している。

106 その他 飲酒運転によって起こされた事故について常に話し合う場を設ける。

107 指導教育の徹底
アルコール検知器を使用しての酒気帯び確認はもちろん、定期の安全教育時や
点呼時にも注意喚起を実施している。

108 指導教育の徹底
飲酒による事故ニュースを活用し飲酒による事故の危険性と事故後の重大な責
任（本人・会社）が発生することを定期的に行っているドライバー会議で話し合い、
酒気帯びの運転は絶対にしないように指導している。

109 その他
年に一度、飲酒運転や違法薬物使用禁止等の法令遵守に関する誓約書を書いて
もらう。

110 点呼の厳正な実施 点呼時のドライバーの目を見ている。

111 点呼の厳正な実施
主張先においての飲酒運転防止のためモバイル式のアルコールチェッカーを用い
て点呼時にチェックを行っている。

112 点呼の厳正な実施 モバイルアルコールチェッカーを持たせチェックしている。

113 指導教育の徹底 月１回行っているドライバーの勉強会の際は必ず注意喚起を行っている。

114 点呼の厳正な実施
車内にアルコールチェッカーとデジタコを連動させ移動のたびにアルコールチェッ
クをするように指導している。

115 指導教育の徹底
毎月実施している安全会議に個別に飲酒習慣のある運転者には、聞き取りや飲
酒量の指導も実施している。

116 点呼の厳正な実施
遠隔地における点呼では各自に携帯電話を持たせ、アルコール検知器を使って
の酒気帯び確認がパソコンでできる。

117 指導教育の徹底
完全な休日のみ飲酒をするようにしている。量も1合ほどにして飲み過ぎないよう
にしている。時間帯も1合で６～7時間あけるようしている。

118 点呼の厳正な実施
昨今のコロナ禍のため、マスク着用による顔の表情を確認しにくいので、マスクを
外した時の表情をよく確認する。

119 指導教育の徹底
普段の飲酒量を定期的に確認している。微量のアルコール検知でも運転は出来
ない旨、普段から指導している。

120 指導教育の徹底
飲酒運転がドライバー自身と家族に及ぼす影響について重点的に教育をしてい
る。懲役などの厳しいものであり、結果として解雇（失業）さらに生活崩壊に繋がっ
ていくとと話し合っている。

121 その他 不定期に運転室内を点検している。

122 指導教育の徹底
日頃から飲酒運転の危険性をドライバーに周知徹底。飲酒運転のニュース・新聞
記事等をミーティング時で活用。

123 指導教育の徹底
アルコール依存症スクリーニングテストチェック結果を確認して飲酒に関する危険
度を理解させるよう指導している。

124 指導教育の徹底
飲酒運転の根絶に向け月１回会教育・指導の実施。年２回外部講師を招いて交通
安全教育会を開催。運転記録証明証をもとに違反歴の把握とドライバー毎に指導
し安全意識の啓発を行っている。

125 その他 車内に酒類の瓶や缶が無いか抜き打ちでの点検を実施。

126 指導教育の徹底
講習等で放映される飲酒運転事故の映像の話をして被害者や自分だけではなく
家族や周囲の人たちの将来にも影響を及ぼすことを認識させる。

127 指導教育の徹底
翌日に運転業務がある場合、禁酒（強制ではない）を呼び掛けている。（車中泊を
含む）幸いなことに酒好きがいないため守られている。

128 指導教育の徹底
トラック協会や損害保険会社より送付される資料等を積極的に掲示や配布をして
指導に利用している。

129 点呼の厳正な実施
スマホ連動型アルコールチェッカーを使用し、結果を記録するシステムを導入して
いる。

130 指導教育の徹底
全従業員を対象に新久里浜式アルコール症スクリーニングテストを行い、アルコー
ル依存症になっていないか自分自身で再認識してもらい飲酒について意識を促し
た

131 指導教育の徹底
定期的な面接（年２回以上）で飲酒習慣の有無を確認し指導しているが、認識不
足も否めない現状なので資料や新聞記事等を活用して全員で飲酒運転の防止に
努めている。

132 指導教育の徹底
本人だけの問題ではなく家族に飲酒に対するお願いの文章（手紙）を送り飲酒運
転防止に努めている。新聞記事やネットニュースなどを活用し社内新聞にて本人
と家族に読んでもらい理解していただいている。



133 指導教育の徹底
勤務日前日のアルコール飲酒量について出勤時間に家を出る時間までにアル
コール１単位の量を考えて飲酒するよう指導している。

134 指導教育の徹底
新聞・テレビ・ネット等で飲酒運転による事故が多く発生した時はドライバーへ周知
をし、指導も兼ねて再確認を実施している。出勤する前には必ず自宅で携帯用ア
ルコールチェッカーをしてもらい確認している。

135 点呼の厳正な実施
点呼時のアルコールチェッカーや対面点呼で異常が確認できた場合は、乗務停止
と出勤停止の措置をとる。

136 その他
運転者の家族については飲酒運転撲滅に関する宣誓書に運転者と連名による署
名の実施

137 点呼の厳正な実施 運行中の車載アルコール検知器の使用とデジタコ・GPSとの連動

138 指導教育の徹底 交通安全協会及びトラック協会から借りたDVDの視聴

139 指導教育の徹底
飲酒習慣のあるドライバーには飲酒状況の把握を行っている。飲酒運転事故など
の報道があった際は指導を行うようにしている。

140 その他
出発前のアルコールチェックだけでなく、出社時点でのアルコールチェックを抜き
打ちで実施し、飲酒運転の重大性を注意喚起している。

141 点呼の厳正な実施
遠隔地等で終了する運行時、抜き打ちで管理者が出向きアルコールチェックをし
ている。

142 指導教育の徹底
早朝の運行時、前日の飲酒を控えるように乗務後点呼時に指導している。荷主様
の教育で講師を招き飲酒について講習会を年２回行っている。

143 その他
点呼時検知した場合、該当者より報告書の提出。同じ配送員が検知した場合、期
間限定の乗務停止にしています。

144 指導教育の徹底
年間指導教育計画に基づき、年３回のドライバーへの指導「飲酒運転防止の徹
底」教育を実施している。休日前の帰庫点呼時に「明日は休みだからと気が緩み
アルコール摂取量が増加しないようにすること」等注意を促す。

145 点呼の厳正な実施

遠隔地における点呼では各車両の携帯電話とアルコールチェッカーを接続し、酒
気帯び確認を実施している。その結果はWeb上で確認できるので検知量・顔色・場
所等に問題が無いかチェックしている。休日明けや長い休息後のアルコールチェッ
クは特に厳しくチェックしている。

146 啓発活動 飲酒運転防止の重要性への指導をポスター掲示等で周知

147 指導教育の徹底
帰宅時に翌日の出発時間を確認するときに飲める量を教えている。１本しか飲め
ないならと平日に飲酒することが無くなったドライバーが増えた。

148 点呼の厳正な実施

精度の高いアルコールチェッカーを使用し、対面による原価買うなアルコール
チェックを行っている。アルコールが検知された場合、１回目は厳重注意とし始末
書を提出させ、２回目は安全運転手当の支給を６ヶ月停止、３回目は乗務から外
し他の業務へ配置転換することを原則としている。会社として飲酒運転・酒気帯び
運転の撲滅に本気で取り組む姿勢を日頃より周知している。（これまでに配置転
換に至った運転手はない）

149 指導教育の徹底
社内処分にあたり本人に丁寧なヒアリングを行い、飲酒の状況や常習性の有無等
の確認を行い飲酒による事故防止例など指導を行っている。

150 指導教育の徹底
健康診断の結果をもとに医療機関の受診を指示し、受診した日時を会社へ報告
するよう指示している。

151 啓発活動
飲酒に関する啓発ポスターの掲示と関連資料を休憩室に貼り、いつでも確認でき
るようにしている。

152 その他
点呼時など乗務員との会話において飲酒運転について話題にし継続的な声掛け
を実施している。

153 その他
内部や外部の会議・研修会及び啓発ポスターや広報誌を活用し飲酒運転星に取
り組んでいる。

154 点呼の厳正な実施
飲酒習慣のある運転手には特に点呼時に新聞・ニュースなどの情報をもとに飲酒
運転の事故などの話をするようにしている。

155 指導教育の徹底
配車する時と朝のミーティングの時には必ず運転者には飲酒運転を絶対しないよ
うに指導を実施している。

156 指導教育の徹底
飲酒運転による痛ましい事故事例を社内に掲示し、飲酒運転の恐ろしさを指導し
ている。高齢ドライバーの比率が高まっているためアルコール分解能力が衰えて
いることを自覚させる指導をしている。

157 啓発活動 飲酒運転事故の記事を見えるところに貼って注意喚起を行っている。

158 指導教育の徹底
アルコール検出が自分や会社や家族に多大な迷惑をかけることを１人１人に自覚
させている。メディア・マスコミ関係の仕事をしているので飲酒運転は最低限のこと
と教育・指導している。

159 指導教育の徹底
飲酒の増える時期には飲酒運転時のリスク等を話し合い、ハンドルキーパーの設
定を促す。朝礼時、実際にあった飲酒運転で起きた事故の話題をあげ罰金や罰
則、社会的な損害等を話し指導している。

160 点呼の厳正な実施
アルコールチェッカーを朝・夕実施しチェック忘れ等がいた場合、声を掛け必ず
チェックする環境にしている。

161 点呼の厳正な実施 ３日運行の運転者には携帯のアルコール検知器を持参させ確認させている。

162 指導教育の徹底 飲酒運転防止対策についてマニュアルに沿った指導を行っている。

163 指導教育の徹底
点呼時以外でも極力運転手とコミニュケーションをとり飲酒運転の危険性を伝えて
いる。テレビや新聞で報道されたダンプの事故等については、すぐに点呼等で話し
合うように努めている。



164 啓発活動
飲酒運転根絶のポスターを掲示し、運転者だけでなく会社全体として取り組んでい
る。

165 点呼の厳正な実施
遠隔地の点呼においてはLINEにアルコールチェッカーの画像を添付させ酒気帯び
確認を実施している。

166 点呼の厳正な実施
休日明けの運行前点呼時は特にアルコール検知器の他に個別に声かけ確認を
行っている。

167 指導教育の徹底 アルコールスクリーニングテストを定期的に行っている。

168 指導教育の徹底
普段から運行前日のアルコールは出発時間の８時間前に飲み終わり少量でアル
コール分が残らないように、また運行前日は極力禁酒するよう指導している。

169 指導教育の徹底
飲酒習慣のある運転者に対しては頻繁に面談を行い飲酒実態について把握す
る。機会あるごとにアルコール依存症について情報提供を行い、その恐ろしさを認
識させる

170 指導教育の徹底 飲酒運転に対する罰則や運転への影響を教育し周知させる。

171 啓発活動 掲示板等に飲酒運転事故防止にかかる掲示物を貼り付け乗務員に確認させる。

172 その他
新入社員募集面接で飲酒の有無確認（把握）と昨今の飲酒運転防止の話を行い、
採用時には飲酒運転撲滅の誓約書の徴求を実施している。

173 指導教育の徹底
健康診断結果の肝機能（γ-GTB）数値に注視し、高数値や基準範囲以上の対象
者には面接指導を行っている。

174 指導教育の徹底
夜間当番日は飲酒は絶対にさせない。飲酒する（できる）社員には特に注意させ
ている。

175 点呼の厳正な実施

遠隔地における点呼では会社側で貸与スマホとアルコール検知器をドライバーに
携行させ専用アプリ（アルキラー）により酒気帯び確認、なりすまし防止を図ってい
る。点呼時にアルコールが検出された場合は人間尊重の精神で接し、アルコール
依存症の疑いが無いか慎重に確認するようにしている。

176 指導教育の徹底
健康診断（血液検査）の結果、γ-GDPの数値に異常のある運転手には、医療機
関受信状況や休日等の飲酒状況等を聴き取り治療等を継続させている。

177 その他 面接時に飲酒の有無を確認し飲酒ありの場合、不採用としている。

178 その他
次勤務の配車予定を知らせる時に早出の運転者へ飲む量の調整を促すとともに
早めの就寝を心がけるよう声掛けしている。飲み会の翌日は可能な限り、午後出
勤か遅めの配車を組むよう努めている。

179 点呼の厳正な実施
点呼者はアルコール検知器の他、運転者の表情・顔色・匂い・会話に異常がない
か確認している。

180 点呼の厳正な実施
対面点呼が出来ない運行の場合、テレビ電話でのアルコール検知器の確認及び
日常会話などをして表情やしぐさ、呂律などがいつも通りかを確認する。

181 啓発活動 パンフレット・新聞記事等を活用し個別に啓発指導をしている。

182 点呼の厳正な実施
アルコールチェッカーを使い乗務前・乗務後で確実に測定をし、点呼執行者がいな
い場合はＩＴ点呼を行い確実にアルコールが残っていないか点呼を行っている。

183 その他
飲酒習慣や勤務時間以外の飲酒について家族への協力を実施する。勤務前の飲
酒の有無、飲酒後の経過時間、睡眠状況、体調等を報告するよう徹底する。お酒
を飲んだら必ず運転代行を利用する。

184 啓発活動
飲酒運転防止啓発ポスター等を掲示活用し、定期的に点呼時に指導とドライバー
への認識を確認し注意を促している。

185 その他 飲酒する人を採用しない

186 その他 集魚規則で勤務１０時間前までの飲酒を禁止してる。

187 指導教育の徹底 飲酒する人、しない人を把握し、個別指導

188 その他 根性でガマンする

189 点呼の厳正な実施
点呼時にアルコールが検出された場合は、仮眠室で休憩をとらせる。また運行を
変更している。

190 その他 全従業員に対し、飲酒運転しない旨の誓約書を交わしている。

191 その他 車内端末にてドライブレコーダーの社内カメラにて随時確認している。

192 その他 業務前１２時間は絶対に飲酒しないと家族と約束

193 指導教育の徹底 「日高の遺書」を読み聞かせ、飲酒運転は「悪」であることを常に話している。

194 点呼の厳正な実施
点呼時にアルコールチェックだけに頼らず、個々の口臭を嗅ぐように心掛けてい
る。

195 指導教育の徹底
通常出勤の方は前日の飲酒を止めております。翌日公休の場合のみ可にしてい
る。

196 その他
管理職がアルコールの基礎知識や依存症の兆候に関して正しい知識を持ってい
る。



197 指導教育の徹底
飲酒量をドライバーにわかってもらうため、毎月１回本社から法令・安全クイズが
送付され、そのクイズの中に必ずアルコール計算問題があり提出している。また、
各酒類の１単位の声掛け、ポスターを掲示し訴えかけている。

198 指導教育の徹底
毎月実施している「安全委員会」にてアルコール摂取に関連する事例を挙げ、ドラ
イバーへ注意喚起を行っている。

199 指導教育の徹底 社のルールとして重複者に対し、運転職の解任等厳しく対処している。

200 その他
年に一度、「飲酒運転根絶のための誓約書」に本人・同居家族共に署名をしてもら
い自覚を持たせている。

201 その他
社員に対しアルコール検知器の貸し出しを行っており帰宅後、飲酒した場合、就
業前と翌朝起床時にアルコールチェックを自身で行いアルコール処理に要する時
間を把握させ飲酒運転根絶に向けての意思ｓ機工場を図っている。

202 その他 トラックの室内が映るドライブレコーダーを付けている。

203 啓発活動
飲酒による事故事例を事務所内に掲示し、自身が起こしたらどうなるのか最悪の
場合を常に想像させる声掛けを行っている。

204 指導教育の徹底
「少しくらい大丈夫」という自分の思い込みで人を殺めてしまう可能性が通常時の
運転よりもあることを安全教育時や日常会話等で伝え認識してもらっている。

205 指導教育の徹底 全体会議・班会議に集まるときには題目として必ず入れるようにしている。

206 点呼の厳正な実施
ＩＴ点呼システムを使用し遠隔地においても対面と同等のアルコールチャックを行っ
ている。

207 指導教育の徹底 アルコールの分解速度を種別に掲示している。
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