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１－１ 業務概要

業務目的：人口減少や高齢化が進行する中、公共交通の役割はますます重要になっており、とりわけ乗合バス事業は、道民にとって必要不可

欠な交通手段である。道内の乗合バス路線を維持・確保していく上で重要な課題である生産性向上に向けた利用促進及び運転

手確保について、道内の乗合バス事業者等と連携を図りながら、モデル事業を実施し、道内生活交通路線の維持・確保に向けた具

体的な取組方向についてとりまとめる。

履行期間：自 平成29年9月7日 至 平成30年3月15日

１－２ 業務内容

(１) 道内バス事業の課題等分析

(２) 他都府県の事例調査

(３) 利用促進対策モデル事業の実施

(４) 運転手確保対策モデル事業の実施

(５) 利用促進・運転手確保に係る課題等分析

(６) 報告書の作成

（１）道内バス事業の課題等分析

（５）利用促進・運転手確保に係る課題等分析

（６）報告書の作成

（２）他都府県の事例調査

（３）利用促進対策モデル事業の実施

（４）運転手確保対策モデル事業の実施

モデル事業実施事業者の選定

モデル事業の実施内容検討

モデル事業の実施・効果検証

事業全体の企画・打合せ

有識者会議

第１回

課題抽出

＜計画段階＞

課題抽出

＜実施段階＞

有識者会議

第２回

有識者会議

第３回

▲業務フロー図
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業務
内容

乗合バス事業の現状を把握すると共に、乗合バス事業者が生産性向上に向けた利用促進等の取組、および運転手確保に向けた取組を行

う上での課題やＰＲ手法、地域連携、運行体系のあり方などを整理する。

実施
方法

道内の乗合バス事業を対象としたアンケート調査を実施し、各事業者の運行実績などの基本データに加え、生産性向上に向けた利用促進

等の取組、運転手確保に向けた取組状況、行政や他事業者との連携の有無などをまとめた『バスカルテ』として整理した。

▲事業者アンケートの参考資料（生産性向上・運転手確保の施策案と先行事例）

調査概要
- 生産性向上・運転手確保に向けた取組実績、地域との連携状況を調査
- 経営・運行規模、今後の取組意向及びモデル事業への参加意向を調査

調査内容
①経営規模（人員数、車輌台数、等）／②運行規模（輸送人員数推移、走行キロ数推移、運行エリア、等）／③生産性向上の取組実

績／④運転手確保の取組実績／⑤地域連携等の取組実績／⑥今後の取組意向／⑦本年度のモデル事業への参加意向

２-１ 事業者アンケートの実施

※生産性向上、運転手確保に向けた取組は、

具体なイメージが伝わるよう参考資料添付

▲事業者アンケート調査票
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２-２ 事業者アンケート結果
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求人サイト

就職イベント

合同説明会

会社説明会

出前説明会

求人コンサル活用

講習会への参加

運転手確保の取組状況

実施中 実施予定 検討中 未検討 意向なし

25.0%

32.0%

20.0%

84.0%

36.0%

新規採用時の正社員雇用

新規採用時の年齢制限

高校新卒者の採用

大型二種免許の取得支援

運転手向けの福利厚生

採用制度及び支援制度等

2-2-1 生産性向上の取組・意向について 2-2-2 運転手の現状、確保の取組・意向について

男性正規

81.6%

男性非正規

16.8%

女性正規

1.2%
女性非正規

0.3%

運転手在籍状況（人数比）

-運転手のうち、女性が占める割合は1.5％

-７割以上の事業者で運転手が不足と回答

-新規採用時からの正社員雇用を導入している事業者は25%で多く

の事業者は雇用から数か月～数年で正社員登用する形態

-高校新卒者の採用は20％の事業者で実施しているが、21歳未満

の運転手候補が在籍している事業者は現状で２社

-大型二種免許の取得支援制度については、8割強の事業者が実施
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運転手不足の事業者割合
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上限運賃の設定

バスロケの導入

バス待ち環境の改善

Wi-Fi設置

パーク＆バスライドの実施

観光客向けの情報発信

観光客向けの乗車パス導入

観光施設連携のパック販売

返納制度と連動したインセンティブ

商業施設と連携したインセンティブ

貨客混載の実施

多様な主体からの資金の獲得

生産性向上の取組実績 実施 実施予定 検討中 未検討 意向なし

72.0%

28.0%

36.0%

52.0%

4.0%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

各計画の策定や利用促進策

についての市町村との連携

路線再編等の実施に際する

同エリアの同業他社との連携

利便性向上や利用促進の取組に

関する各施設との連携

利用意識醸成を目的とした

学校・町内会・老人会との連携

コンサルタント会社等

への業務委託

その他

社外との連携状況

-生産性向上に資する各種施策のうち、観光関連の取組については

実施している事業者が比較的多い（40％前後）

-各種施策において「未検討」という回答も多い（例えば、「バス

待ち環境の改善」については4割以上が未検討、「返納制度と連

携したインセンティブ」は5割以上が未検討）

-社外との連携について、計画策定では市町村と連携が多くなって

いるが、同業他社との連携は3割未満
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２-３ 道内バス事業の課題分析

2-３-1 生産性向上ついての課題

事業者アンケートで把握された現状の他、道内における輸送人員の変遷等の全体的動向も踏まえて、生産性向上、および

運転手確保についての課題を整理した。

2-３-2 運転手確保についての課題

●車両数の減少
（Ｈ27年3,637台／ピーク比85.6％）

【 現 状 】 【 課 題 】

●人口減少・少子高齢化
（Ｈ27年ピーク時より30万人減）

（Ｈ27年高齢化率29.0％）

●モータリゼーションの進展
（Ｈ28年1.9人／台 ※全国2.1人／台）

●外国人観光客の増加
（H28年230万人／H24年比約5倍）

●バスサービスの改善

⇒乗りやすい環境の整備

⇒ICT活用

⇒ICカード整備

●バス利用対象者の拡大

⇒観光需要の取り込み

●路線の適正化

⇒まちづくりと一体と

なった公共交通の見

直し

●免許更新制度の改正
（75歳以上、免許更新時に認知

機能検査義務付け）

●外国人観光客FITの増加
（来日個人手配59.1％）

●運賃収入以外の収益確保

⇒貨客混載

⇒多様な主体からの資金

獲得等

●輸送人員（利用者）の減少
（Ｈ27年18.7万人／S47年比31.1％）

●経常収支率の低迷
（Ｈ27年92.8％ ※全国乗合バス97％）

バス利用の促進に向けて

●バス利用の機運醸成

（機会の創出）

⇒モビリティ・マネジ

メント

⇒目的地提案

（バスパック等）

⇒高齢者の運転免許自

主返納

新たな収入の確保

【 現 状 】 【 課 題 】

●運転手が不足
（有効求人倍率1.65倍）

（バス事業者の内72％が「不足」

と認識）

●運転手の高齢化
（50歳以上の運転手が全体の49.5％）

●若年層の運転手が少ない
（20代の運転手が全体の2.2％）

●女性運転手の活用が少ない
（女性の運転手は1.5％）

●運転手の掘り起こしが

必要
⇒若年層運転手の採用

⇒女性運転手の採用

●雇用後早期の正社員化

●福利厚生、就労環境の

整備・充実

⇒U･Iターンの転職者

の採用

●労働条件の改善

⇒賃金アップ

⇒法定労働時間の遵守

●キャリアパスの見える

化

●大型二種免許の取得支援が

無いバス会社も存在
（バス事業者の16％が免許取得の

支援制度無し）

●離職者数が25.7％と高い。
（直近5年の採用者913人中235人

が離職）

●新規採用での正社員雇用は僅か
（バス事業者の75％が採用直後は非

正職員化）

●研修・養成制度の充実

●運転免許取得支援制

度の拡大

離職者の低減に向けて

運転手の募集に向けて

●道内大型二種免許保有者の年

齢階層別割合は、65歳以上が

約4割、50歳以上で約8割


