
平成 29年度 事 業 報 告

(平成 29年 4月 1日 ～平成 30年 3月 31日 )

バスは地域住民の生活を支える重要な公共輸送機関であり、少子 。高齢化社会の進

展や地球温暖化問題等環境重視の時代を迎え、その役害Jは益々重要なものとなってい

ます。

我が国の経済は緩やかな回復傾向が続いてお り、その効果が徐々に各方面に波及 し

てきています。

こうした中バス事業は人 口減少、少子高齢化等の進展に伴い、特に地方部において

は、依然 として厳 しい状況のままになっています。

このような厳 しい経営状況の中、バス事業者の懸命な努力にもかかわらずバス事業

の現状は、乗合バスは、大都市部を中心に経営改善の動きがみられるものの、地方部

では引き続き輸送人員の減少が続 くなど厳 しさを増す状況にあります。貸切バスにお

いては、新運賃料金制度の下で経営基盤の改善がみ られますが、過当な市場原理の下

での厳 しい経営状況が続いています。

また、乗合バス、貸切バスともに乗務員の不足がバスの運行に影響を与えてお り、

乗務員の確保が問題 となっています。

一方、軽井沢スキーバス事故を受け、国土交通省では軽井沢スキーバス事故対策委

員会の答申 (平成 28年 6月 3日 付 「安全 。安心な貸切バスの運行を実現するための

総合的な対策」)に基づき、貸切バス事業者に対する事業更新制度の導入、運行管理

者制度の改正等を実施 し、貸切バス事業者はこれ ら安全規制の強化等の対策を積極的

に取 り組んできま した。

こうした厳 しい経営環境の中にあつても、岐阜県バス協会は、バスを取 り巻 く環境

の変化に適切に対応 し、平成 29年度においては、事業計画に基づき、生活路線維持

方策、安全輸送対策、環境対策、交通バ リアフリー対策への対応の推進など各種の事

業に取 り組んできました。

特に、運輸安全マネジメン ト、地球温暖化対策への対応、地方バ ス路線維持対策、

飲酒運転、健康などに起因する事故防止 とその絶滅を期するための対策強化など、バ

ス事業の運営上、重要な課題について積極的に取 り組んできました。

また、貸切バスについては、平成 26年 4月 から新運賃・料金制度が発足 しました。

これは安全で安定 したバス輸送サービスの提供に不可欠のものであり、この制度の内

容、趣 旨をよく理解 してもらうため、バス事業者、旅行事業者、地方自治体等に対 し

行政当局と連携 し、 リーフレットの配布等に取 り組んできました。
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主な事項は下記の とお りです。

記

1.バス事業関係

(1)岐阜県、県内各市町 (28市町 62回 )で開催 した地域公共交通会議等に出席

し、事業実態等の把握に努め、バス業界の意見・要望が反映されるように努めま

した。

(2)岐阜県地域公共交通協議会において、生活交通の確保及び安全対策、地方バス

補助制度、その運用実態を把握するとともに生活路線の確保が円滑に運営される

ように努めました。

(3)乗合バス、貸切バスともに乗務員の不足がバスの運行に影響を与えていること

から中部バス協会では、「中部地区バス運転士合同就職説明会」を平成 29年 1

1月 11日 ミッドラン ドスクエアにて開催 しま した.

当日は岐阜県に本社を置 く 1社を含め 16社がブース出展、資料参加等を含め

ると合計 27事業者が参加 し、来場者は 121名 を迎え大盛況の うちで終了する

ことができました。

(4)軽井沢スキーバス事故受け、国土交通省では軽井沢スキーバス事故対策委員会

の答申 (平成 28年 6月 3日 付 「安全 。安心な貸切バスの運行を実現するための

総合的な対策」)基づき法改正等を行い、 28年度から順次運行管理者制度等、

監査・処分制度の改正、事業更新制度の導入などを実施 しました。これ ら安全規

制の強化等の対策を積極的に取 り組むよう努めました。

(5)国 が導入 した民間指定機関による適正化実施事業について、中部運輸局管内で

は、中部運輸局の要請に基づき各県バス協会等が出資 し、一般財団法人中部貸切

バス適正化センター (以降適正化センターとい う。)を設立 しました。適正化セ

ンターは当面の間、非会員に対する巡回指導を実施 し、運営費も非会員の負担金

で賄 うこととしました。各県バス協会員に対 しては、適正化センターからの委託

を受けた各県バス協会が巡回指導を行 うこととな りました。

岐阜県バス協会は運輸事業振興助成交付金を使用 し、2猛 を巡回指導員 として

委嘱 し、適正化センター と同じ29年 9月 から巡目指導を実施 し、平成 29年度

は 22事業所に対 し巡回指導を行いました。
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(6)貸切バス事業者安全性評価認定制度が平成 23年度からが開始 され、この 7年

間で岐阜県内に本社がある33事業者が認定を受けました。

この評価認定制度は制度を通 じ、認定事業者の安全に対する取組状況が、利用

者や旅行会社などに評価 されることにあり、多くのバス事業者が認定申請を行 う

ことができるよう中部バス協会主催で概要、申請書の記入方法等の説明会を平成

30年 2月 28日 (水)ウ ィンク愛知において開催 し、認定の取得を促進するよ

う努めました。

(7)平成 29年度は 7年 目を迎え、岐阜県内に本社がある事業者で新規申請事業者

7社、更新事業者 11社に対 し訪問審査員 と tノ て参加 しました。

なお、新規申請事業者 7社は全社 とも認定、更新 11事業者の うち 3回 目の更

新事業者 4社すべてが 3星の認定、 2回 目の更新事業者 5社の うち 2社が 3星、

1社が 2星、 1社が引き続き 1星の認定,1回 目の更新 2社が引き続き 1星の認

定を受けました。岐阜県内の貸切バス安全性評価認定事業者は平成 29年度末現

在 33社で内訳は 3星 8社、2星 5社、 1星 20社となっています。

新運賃・料金制度が平成 26年 4月 に発足 し、 4年 目を迎え、この制度の主旨

を理解 してもらうため、 日本バス協会、中部運輸局が作成 した リーフレットを地

方 自治体、教育委員会等に配布 し新運賃・料金制度を理解 してもらえるよう努め

ました。

2.環境対策の推進

環境の改善を図るため、ディーゼル黒煙の自主点検 (平成 29年 6月 、10月 )、

エコ ドライブ強化月間 (平成 29年 11月 )期間中に重点的に環境対策を推進 しま

した。

岐阜県バス協会では、運輸事業振興助成交付金を活用 し、低燃費車かつ衝突被害

軽減装備車 31両に補助を実施 しました。

3.交通バ リアフリー対策の推進

平成 18年 12月 に施行 されたバ リアフリー新法に基づき、「移動円滑化基準 J

に適合 したノンステップバス車両等への代替促進を図るため、国の補助制度、運輸

事業振興助成交付金による補助制度の活用を図 り普及の促進に努めました。

岐阜県バス協会では、運輸事業振興助成交付金を活用 しバ リアフリー車両 (超低

床 ノンステップバス 10両、低床スロープ付バス 9両)に補助を実施 しました。
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4.安全輸送対策の推進

・バス運転者による飲酒運転根絶のため「飲酒運転防止対策マニュアルJに より

再発防止に向けて積極的に取 り組みました。

・運輸安全マネジメン トについては、平成 25年度に全ての貸切バス事業者に安

全管理規定の作成 。届出、安全統括管理者の選任 。届出が義務化 され、その円滑

な取組が図られるよう努めました。

・シー トベル トの着用について、着用率の向上を図るため、高速バス、貸切バス

利用者に対 し、シー トベル ト着用の啓発に努めました。

・乗務中の携帯電話・スマー トフォンの使用は、重大事故を引き起こすおそれが

高いため、日本バス協会が平成 29年 1月 に作成 した「乗務中における携帯電話・

スマー トフォンの使用に関する社内規定策定のガイ ドライン」を会員事業者に送

付 し、 29年度も引き続きこのガイ ドラインに基づき社内規定を策定 し、同種事

案の再発防止に資するよう努めました。

バス協会においても、交通安全運動岐阜県バス協会実施要綱に 「乗務中の携帯

電話による通話やスマー トフォンの操作の禁止を徹底するJ項 目を設け引き続き

周知を徹底 しました。

・ SAS(睡 眠時無呼吸症候群)や健康状態に起因する事故等を未然に防止する

ため、運輸事業振興助成交付金による助成制度の活用によりSAS検 診 (443
名 )、 (平成 28年度は 349名 )の促進を図るとともに、運転者の健康管理に努

めました。

・バス事故の 3害Jを 占める車内事故防止に資するため、運転者に対する 「ゆとり

運転」禾J用 者に対する 「ゆとり乗降Jのキャンペーン (平成 29年 7月 )を実施

し、車内事故防止の推進に努めました。

・輸送の安全の確保を図るため、事故防止委員会の開催 (平成 29年 6月 、9月
,

12月 、平成 30年 3月 )、 車内事故防止キャンペーン (平成 29年 7月 )、 飲酒

運転防止週間(29年 9月 )、 自動車′点検整備推進運動 (平成 29年 9月 、10月 )、

年末年始の安全輸送等に関する総′点検を推進 し、輸送の安全確保等に努めました。

。交通安全運動の一環 として、平成 29年 4月 6日 岐阜県自動車会議所が主催 し、

岐阜県バス協会、岐阜県タクシー協会、岐阜県 トラック協会、その他 自動車関係
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団体、中日本高速道路(株)名 古屋支社、岐阜県高速道路交通警察隊等が協力 して

名神高速道路養老サービスエ リアにおいて、平成 29年 4月 14日 、7月 14日

の 2回、東海北陸自動車道下 り線ひるがの高原サービスエ リアにおいて、中日本

高速道路(株)名 古屋支社・高山サー ビスセンター、岐阜県自動車会議所、岐阜県

高速道路交通警察隊・郡上署、たかす北保育園、バス事業者、岐阜県バス協会等

が協力 し交通事故防止キャンペーンを実施 し事故防止の啓発に努めました。

・高速ツアーバス事故に端を発 し貸切バスヘの信頼の回復を図るための方策の一つ

として、貸切バスの交替運転者の配置基準が変更になったことから、新基準の適正

な運用に努めました。

・愛知、岐阜、二重バス協会合同で、営業所等で実際に運行管理に携わっている方

を対象 として平成 29年 11月 29日 ウィンク愛知で 「運行管理者向けコミュニケ

ーションスキルアップ研修」を、平成 30年 1月 31日 ウインク愛知で交通事故セ

ミナー 「ヒューマンエラー対策に基づ く事故防止Jを開催 しましたc

当日、両研修 とも多くの人が参加 しました。

5.運輸事業振興助成交付金事業の推進

運輸事業振興助成交付金を活用 して、交通安全対策事業、利用者ニーズの多様

化・高度化に対応 した輸送環境の改善に資するため、施設整備事業等の改善事業、

人 と環境にや さしい環境対策事業等に積極的に取 り組みました。

また、当該交付金を使用 して実施 した適正化事業については、2名 の巡回指導員

を委嘱 し、適正化センター と同じ29年 9月 から巡回指導を実施 し、平成 29年度

は 22事業所に対 し指導を行いました。

6.広報活動の推進等

バス利用促進広報の一環 として地方 自治体が主催する 「の りものフェア」等に積

極的に参加 し、バスグッズの配布、バスの乗 り方教室等を通 じ、広く一般にバスヘ

の親 しみとバス事業の理解を深めてもらい、バス利用促進を図るための啓発に努め

ました。

岐阜市

高山市

大垣市

ぎふバスフェスタ 2017

の りものフェスタ in高 山

交通 フェステ ィバル

平成 29年 9月 23日 (土 )

平成 29年 9月 24日 (日 )

平成 29年 10月 1日 (日 )
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中津川市  交通フェスティバル 平成 29年 11月 5日 (日 )

バスの 日(9月 20日 )の行事 として 9月 20日 (水 )「乗つて残そ う地域のバス」

をスローガンに名鉄岐阜駅、 」R岐阜駅、 JR大垣駅、 JR多治見駅、濃飛高山バ

スセンターの 5か所でバス事業者 8社、参加人員 66名 (バスガイ ド9名 を含む )

が参加 し、バス利用の啓発に努めました。

7.会員数 (平成 30年 3月 31日 現在 )

57社

8.役 員

会 長   1名
副会長   2名
専務理事  1名
理 事   8名
監 事   2名

9.部内会議

(1)定時総会

平成 29年度通常総会

平成 29年 6月 8日   岐阜グラン ドホテル

議題

① 平成 28年度事業報告(案)について

② 平成 28年度決算報告(案)について

③ 役員の改選について

④ 退任役員に対する記念品の贈呈について

報告事項

① 平成 29年度事業計画について

② 平成 29年度収支予算について

③ 会員入会・退会について

④ その他

(2)役員 (理事)会
・平成 29年 5月 10日   岐阜グラン ドホテル

定時総会に提出する議案について
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議題

① 平成 28年度事業報告(案)について

② 平成 28年度決算報告(案)について

③ 役員の改選について

④ 退任役員に対する記念品の贈呈について

⑤ 定時総会の開催について

報告事項

① 平成 29年度事業計画について

② 平成 29年度収支予算について

③ 会員入会・退会について

④ 業務執行報告について

⑥ その他

。平成 29年 6月 8日 (臨時)   岐阜グランドホテル

議題

会長、副会長、専務理事及び代表理事、業務執行理事の選任について

。平成 29年 10月 4日   岐阜グランドホテル

議題

① 健康づくりの推進に向けた包括的事業連携に関する協定について

報告事項

① 岐阜県バス協会が実施する巡回指導について

② 業務執行報告について

③ 今後の会議の予定について

④ その他

。平成 30年 1月 18日  岐阜グランドホテル

議題

① 家畜伝染病発生時における防疫作業従事者の輸送に関する協定書について

報告事項

① 岐阜県バス協会の適正化事業について

② 業務執行報告について

③ その他

・平成 30年 3月 28日   岐阜グランドホテル
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議題

① 平成 30年度事業計画 (案)について

② 平成 30年度予算 (案)について

③ 会員入会について

報告事項

① 業務執行報告について

② 次回定例理事会の開催について

③ その他

(3)監事会

平成 29年 4月 27日  自動車会館会議室 5階

平成 28年度の事業報告書、決算報告書の会計監査

(4)交付金運用委員会

1回開催 (平成 30年 3月 20日 )

(5)事故防止委員会

4回 開催 (平成 29年 6月 、 9月 、 11月 、平成 30年 3月 )

10.部外会議等

中部運輸局関係

岐阜運輸支局関係

岐阜県 。各自治体関係

日本バス協会関係

中部バス協会関係

岐阜県バス協会関係

岐阜県自動車会議所関係

交通安全関係

防災・危機管理・環境関係

その他 4

19

8 回

0 回

2 回

0 回

7 回

8 回

5 回

9 回

9 回

5 回

3 回

2

6

1

△
口 計

11.表彰関係等

(1)大 臣表彰 (平成 29年 1

① 自動車運転者 (1名 )

岐阜乗合 自動車 (株 )

0月 30日 )

。北村 和彦
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(2)中部運輸局長表彰 (平成 29年 10月 19日 )

①自動車運転者 (4名 )

岐阜乗合自動車 (株)   。真鍋 寿幸、後藤 英樹

梅村 清一

猛鉄観光バス (株)    ・村田 隆志

② バス関係従事者 (1名 )

岐阜乗合自動車 (株)   。中島 喜久夫

(3)岐阜運輸支局長表彰 (平成 29年 10月 5日 )

①自動車運転者 (9名 )

岐阜乗合自動車 (株)   。井原 潔史、永田 広昭、加藤 茂弘

名阪近鉄バス (株)    。野村 和弘

濃飛乗合自動車 (株)   ・谷口 吉治、北本 剛

名鉄観光バス (株)    ・熊澤 三良、青山 孝一、大橋 広幸

③ その他従事者 (3名 )

岐阜乗合自動車 (株)  。恩田 弘之、蒲 浩紀、光村 克巳

(4)日 本バス協会長表彰等

①自動車運転者 (4名 )(平成 29年 12月 1日 )

岐阜乗合自動車 (株)   。大平 里志、井原 潔史、浅野 卓

名鉄観光バス (株)    。大橋 広幸

② バスガイ ド褒賞 (5名 )(平成 29年 6月 1日 )

岐阜乗合自動車 (株)   。小林 歩

東濃鉄道 (株)      ・綴級 三紀子、黒田 優里奈、堀 友実賀

比嘉 悠利加

(5)岐阜県バス協会長表彰 (平成 29年 6月 8日 )

①事業従事者 (4名 )

岐阜乗合自動車 (株)   。福井 恒雄、藤原 茂、上嶋 英樹

濃飛乗合自動車 (株)   。桐山 知子

②優良運転者 (15名 )

岐阜乗合自動車 (株)   。井藤 慶蔵、中島 幸男、林 宏司
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東濃鉄道 (株)      ・山北 幸利、市岡 真司、岡田 満

伊藤 昌平、神谷 誠、

名阪近鉄バス (株)    。荒木 和雄、坂東 敦史、近藤 忠孝

菊池 寛

濃飛乗合 自動車 (株)   。高橋 直之、奥田 和明

北恵那交通 (株)     ・勝野 寿和

③ バスガイ ド (9名 )

岐阜乗合 自動車 (株)   。北野 瑞季

名阪近鉄バス (株)    。片桐 理紗、藤澤 美海、

濃飛乗合 自動車 (株)   ・堀 美沙希、松場 美香、 日下部 朱音

倉橋 妙奈

名鉄観光バス (株)    。石川 瞳、田口 彩

12.協定書関係

○緊急・救援輸送に関する協定 (岐阜県) 平成 25年 8月 26日 締結

この協定は、岐阜県内で地震等大規模災害が発生 し、災害救助法が適用 され、

岐阜県災害対策本部が設置 された場合、バスによる緊急・救援輸送に係る要請方

法、業務内容、運賃の負担、請求支払方法、事故等の措置などが明記 されてお り、

災害が発生 した時に、被災者支援、復旧・復興活動が円滑に行われることを目的

とし、協定を締結 しました。

○ ドライブレコーダの映像情報の提供に関する協定 (岐阜県警察本部 )

平成 26年 1月 30日 締結

この協定は、各種犯罪において防犯カメラが事件の解決に大きく寄与 してお り、

近年営業用車両にも ドライブ レコーダが搭載 されるようになり、交通事故や各種

犯罪が発生 した場合、現場の状況等を映像情報 として記録することから、事故・

犯罪の解決に寄与することを目的とし、協定を締結 しました。

○家畜伝染病発生時における防疫作業従事者の輸送に関する協定 (岐阜県 )

平成 30年 1月 31日

この協定は、家畜伝染病発生時におけるバスによる防疫作業従事者のバス輸送

について、迅速かつ的確に対応 し、特定家畜伝染病 (口 蹄疫、高病原インフルエ

ンザ等)のまん延防止 と早期終′自、を図ることを目的とし、協定を締結 しました。
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○健康づ くりの推進に向けた包括的事業連携に関する協定 (中 部運輸局岐阜運輸

支局、全国健康保険協会 )

平 成 30年 2月 19日

この協定は、健康管理マニュアルを活用 した健康づくり及び健康に関する情報

の共有、周知等関係組織が相互に連携及び協力を行い、バス事業者における健康

管理対策の推進を図ることを目的とし、協定を締結 しました。

13.新規等許認可関係

営業所の新設

(株)白鳥交通 関営業所

関市緑町 2丁 目73番 1   大型 2両

事業の廃止

新興交通 (株 )

徳伸急送 (株 )

澤田タクシー (株 )

14.登記関係

平成 29年 7月 11日 役員変更登記
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