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令和３年度事業報告 

自 令和３年４月１日から 

 至 令和４年３月３１日まで 

公益社団法人山口県バス協会 

（概況） 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることで、バス業界は多大な影

響を受け、未曾有の危機的な経営状況に陥っています。 

そうしたなか、会員事業者は、日本バス協会が策定した感染予防対策ガイドライン

に基づき、乗務員の体調管理、車内消毒、車内換気などの感染予防対策に努め、利用

者の皆様にいつでも安心してご利用いただける環境を整えています。 

乗合バス事業は、人口減少と少子高齢化により利用者が減少し、厳しい経営状況が

続いており、バス路線の維持が大きな課題となっています。また、コロナ禍により高

速バスの利用者は大幅に減少し運行休止等を余儀なくされています。 

貸切バス事業は、軽井沢の事故を受けて、安全対策の強化に取り組んでおり、また、

安全コストを含んだ新運賃・料金制度の下で、経営基盤の健全化が進んでいましたが、

コロナ禍により大きく落ち込んだ需要の回復に向けた取組を進める必要があります。 

また、乗合バス、貸切バスともに運転者不足の問題を抱えており、運転者確保の取

組みを進めるとともに、働き方改革への対応に引き続き取組むことが求められてい

ます。 

さらに、バス事業にとって最重要の課題である安全の確保については、バス事業に

おける総合安全プランに沿って、事故防止に一層取組むことが求められています。 

このように、バス事業者は未曾有の厳しい状況に直面していますが、山口県バス協

会は令和３年度事業計画に基づき、バス輸送改善の推進やバス輸送の安全確保等の

事業に取り組みました。 

 主な報告事項は、次のとおりです。 

１．運輸事業振興助成交付金事業によるバス輸送改善の推進 

交付金運用委員会での審議等を踏まえ、交付金事業計画に基づき、次のとおり事

業を実施した。 

(1) 助成事業 

① 利用者ニーズに対応した輸送環境の改善に資するための「バス利用者施設等の

整備事業」として、バス停上屋、バス停標識及びバス停設備の新設、建替え、補

修、取替、その他バス利用者施設の整備など ９２件 ６６０万円の助成を行った。 

② 高齢者等を含めバスを快適に利用していただくとともに、利用者の利便性及び

安全性の向上等を推進するための「バス輸送サービスの改善事業」として、ＯＢ
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Ｃビジョンの導入、ＬＥＤ式行先表示機の導入、時刻表の作成、バスステップの

導入など ９件 ２３１万円の助成を行った。 

③ バス輸送の安全確保等を推進するための「安全運行対策及び環境対策事業」

として、ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ等の導入、適性診断の受診

及び運行管理者講習等の受講、ＳＡＳ簡易検査及び簡易脳ドック検査の受診な

ど １１件 ５３４万円の助成を行った。 

(2) 普及啓発事業 

① ホームページにより、バスの利用促進につながる情報及び新型コロナウイルス

対策などの情報、また、最新の会員向け情報の提供に努めた。 

② バスの車内事故は、バス事故全体の約３割を占めるとともに増加傾向にあるこ

とから、ゆとり乗降の啓発、ゆとり運転の励行、貸切バス等ではシートベルト着

用の徹底などの車内事故防止のキャンペーン事業を行った。 

 ・車内事故防止ポスター作成     ２００枚 

③ バス乗り方教室への助成、ノーマイカー運動用バス半額券の作成・配布及びバ

ス利用促進広告、ノベルティ等の作成・購入等を行った。 

 ・バスの乗り方教室の開催   ２４回 

 ・山口県ノーマイカー運動用バス半額券   １０，０００枚 

 ・「路線バスで行く！山口県観光マップ」更新及び増刷 

                日本語版   １，０００部 

                英語版      ５００部 

 ・ノベルティ作成 

蛍光ペン     ８００本 

鉛筆       ８０４本 

(3) 相互扶助等事業 

① 事故防止対策委員会、貸切バス委員会を開催し、交通安全運動、新型コロナ

ウイルス感染症対策等への取組について協議を行った。 

 ・事故防止対策委員会の開催        ２回 

 ・貸切バス委員会の開催          １回 

② バス事業の適正運営と安全確保等を図るため、運転記録証明の発行手数料の

助成、大型二種免許取得費用の助成、公共交通担い手確保ミニフェアへの協

力、運転者教育用教材の購入等を行った。 

・運転記録証明発行       １，１９５件 

・大型二種免許取得費用助成       ４件 

・公共交通担い手確保ミニフェア     １回 

・感染症対策ポスター        ６７０枚 
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・マスク着用啓発ポスター      ４５０枚 

・筆談対応ステッカー        ８００枚 

・交通安全教育用ＤＶＤ         ３本 

・初任運転者教育用テキスト      ７０冊 

・ドライブレコーダー映像を用いた危険予知トレーニング  ７０冊 

 ③ 乗合、貸切バスの振興及び貸切バス安全性評価認定取得を推進した。 

   ・安全性評価認定取得助成       １８者 

   ・貸切バス利用促進チラシ    ２，８００枚 

２．乗合バス路線の維持、再編と輸送サービスの改善向上等 

(1) 乗合バス路線の維持、再編等の円滑な推進 

公共交通を取り巻く環境は、利用者数の低迷や交通を担う運転者不足など一段と

厳しい状況にあるが、持続可能な公共交通網の実現を図るという地域公共交通活性

化再生法の趣旨を踏まえ、県内各市町の地域公共交通計画作成のための地域公共交

通会議等に関係バス事業者と共に出席し、地方公共団体との連携・協力の下、乗合

バス路線の維持・再編と新たなサービスの提供などが円滑に進むよう努めた。 

・本年３月末の地域公共交通計画の作成状況（１３市） 

  宇部市、岩国市、防府市、山口市、下関市、周南市、山陽小野田市、 

  長門市、光市、美祢市、下松市、萩市、柳井市 

・本年３月末の利便増進実施計画の作成状況（２市） 

  宇部市、美祢市 

・本年３月末の立地適正化計画の作成状況（８市） 

  宇部市、岩国市、防府市、山口市、下関市、周南市、光市、萩市 

(2) 輸送サービスの改善向上 

① バスロケーションシステム、ＩＣカードシステムの導入等 

  バス利用者の輸送サービス改善に取り組んだ。 

・バスの利用環境の改善及び利便性の向上や観光などでのバス利用者の増加を

目指すため、今年度乗合バス事業者１社が交通系ＩＣカードシステムを導入

した。導入にあたっては、運輸事業振興助成交付金事業による支援を行うと

ともに、後続の事業者に対する予算の確保について国県等に要望を行った。 

・バス関係情報の共通フォーマット化によるバス情報検索サービスの強化等を

進めるためのセミナーや研修会への参加を推進した。 

② ノンステップバス等の推進 

国の認定した標準仕様ノンステップバスの普及など、移動円滑化基準に適合し

たバス車両への代替促進に努めた。 

・国土交通省公表のノンステップバス導入状況（令和２年度末）は、山口県の

対象車両数５０９両に対して３９３両で、導入率７７．２％（全国第６位）
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となっている。 

(3) 各種調査の実施等 

バス利用促進のための各種運賃制度について調査し、日本バス協会の発行する

「日本のバス事業」（冊子）に情報を提供した。 

３．貸切バス事業の安全確保と健全な経営基盤の確立 

(1) 軽井沢スキーバス事故を受けての安全対策の推進 

軽井沢スキーバス事故対策検討委員会の平成２８年６月３日答申「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」に基づく、貸切バス事業者等の遵

守すべき事項の着実な実施を推進した。 

 ① 事業許可の更新 

   道路運送法の改正により、貸切バス事業は５年毎の更新制となり、更新の際に

は許可の際の審査項目が審査され、また安全投資計画及び事業収支見積書に加

え、安全投資実績及び事業収支実績報告書を提出することとなっている。   

  ・平成２９年４月～令和４年３月末までの県内の状況 

    更新対象事業者数   ６１者 

    更新済        ４２者 

    審査中         ６者 

    退出         １３者 

    （※ 退出の内訳：需要減少 ５者、乗務員・設備の確保が困難 ５者、 

             事業縮小 １者、制度改正関係 ２者） 

② 貸切バス適正化機関による巡回指導 

   貸切バス適正化機関として、中国運輸局長の認可を受けた中国貸切バス適正

化センターは、平成２９年８月から巡回指導を開始している。 

今年度の交付金事業として、貸切バス適正化事業負担金の一部助成を行った。   

   ・巡回指導の実施状況 

    平成２９年度    ８８件（県内１５件） 

    平成３０年度   １９０件（県内３４件） 

    令和元年度    ２４０件（県内４０件） 

    令和２年度    １３０件（県内２６件） 

    令和３年度    ３４３件（県内５９件） 

(2) 貸切バス事業者安全性評価認定制度の推進 

日本バス協会が平成２３年度から実施している貸切バス事業者安全性評価認定

制度は、旅行業等利用者に注目され、認定取得者が増加している。 

今年度の交付金事業として、認定申請手数料の一部助成を行った。 

・認定申請状況等 
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令和３年度の新規申請者数        １者 

令和３年度の更新事業者数       １７者 

令和４年３月現在の認定取得事業者数（県内に営業所を置く事業者数） 

   ３４者： ☆ １１者、☆☆ ５者、☆☆☆ １８者（取得率：７９％） 

(3) 運賃・料金制度の定着と手数料問題への対応 

平成２６年４月から開始された現行の運賃・料金制度は、関越道のツアーバス事

故を受けて、安全な輸送サービスを安定的に提供するための経営基盤改善を目指し

て設けられ、さらに、軽井沢のスキーバス事故対策として制度の厳正な順守の取組

が進められ、この定着に努めた。 

適正な取引環境のさらなる適正化のため、疑義の生じた入札等の運賃については、

手数料問題の通報窓口を通じた問題解決の推奨を図った。 

また、全国バス協会専務理事会において、中国ブロック運賃と九州ブロック運賃

の公示額の差によって山口県内事業者の受注が得にくくなっている事態について

報告し、問題解決のため、運行区域の運賃・料金を適用する等制度の見直しを国土

交通省に対し要望した。 

４．インバウンドの振興 

国土交通省からの要請により日本バス協会の策定した「インバウンド振興のため

のバスサービス向上アクションプラン」に基づいて、次の各種サービスの向上に協

力支援した。 

(1) 観光需要を取り込んだ便利で利用しやすいバスサービスの提供 

 ・やまぐち絶景満喫バス 

・外国人観光客向け山口県内バス乗り放題共通乗車券（Yamaguchi BUS PASS） 

販売状況７枚（１day７、２day０、３day０） 

(2) 多言語での案内の推進 

・「路線バスで行く！山口県観光ガイド」の修正を行い、英語版と日本語版を印

刷し、新山口駅観光案内所等へ設置した。その他の言語も含めて協会ホームペー

ジにアップした。 

５．バリアフリー対策の推進 

改正されたバリアフリー法の施行により、公共交通事業者はこれまでのハード

対策に加え、障害者に対する介助等の支援や必要な情報の提供、職員に対する教

育訓練等のソフト対策についても取組むことが求められ、その周知を図った。 

・筆談対応ステッカーを乗合バス事業者に配布した。 

６．働き方改革実行計画の実施と運転者の確保対策について 

(1) 働き方改革関連法の実施 
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日本バス協会の策定した「バス事業における働き方改革の実現に向けたアクショ

ンプラン」の着実な実施について周知を図った。 

・令和４年３月１５日 「令和３年度働き方改革関連連法に関する説明会」 

（山口労働局労働基準部主催） 

(2) 運転者確保のための取組 

運転者採用説明会等や運転者の自社養成制度を支援した。 

・「公共交通担い手確保ミニフェア」（令和３年１１月５日）への協力   

・「やまぐち未来のしごとフェスタ」（令和３年１１月１７日、１８日）へ出展 

・大型二種免許取得費助成     ４名 ２０万円 

７．交通事故防止対策の推進 

交通事故防止については、日本バス協会の策定した「バス事業における総合安全

プラン２０２５」の目標達成並びに中国バス協会の事故防止対策重点取組事項への

取組みを推進し、特に交通安全運動期間中において周知を図った。 

(1) 交通事故の防止 

交差点を右左折する際に横断歩行者を確実に確認するため、横断歩道の手前で一

旦停止又は徐行する運動への取組み、交通安全運動等期間中に交差点での立哨等を

実施した。 

また、バス停留所の安全対策を図るための関係者からなる合同検討会に参加し、

バス停留所に関わる安全性の向上に取組んだ。 

(2) 車内事故の防止 

車内事故防止キャンペーン（７月１日～３１日）に取組んだ。また、高速・貸切

バスについては、発車時のシートベルト着用案内放送の励行を推進した。 

(3) 飲酒運転の防止及び健康起因事故の防止 

① 飲酒運転の防止 

秋の全国交通安全運動時に合わせた日本バス協会策定の「飲酒運転防止週間」

に取組んだ。 

② 健康起因事故の防止 

健康管理マニュアル及びＳＡＳ対策マニュアルによる健康管理への取組み、脳

血管疾患対策ガイドラインの活用の推進、ＳＡＳ簡易検査及び簡易脳ドックへの

助成を行った。 

・ＳＡＳ簡易検査・簡易脳ドック助成   １９７名 ２２４万円 

(4) ＡＳＶ装置の導入等による事故の防止 

衝突被害軽減ブレーキ装着車両の導入、ドライブレコーダー等の事故防止対策機

材の導入を促進した。また、貸切バス事業者に義務付けられたドライブレコーダー

の画像を活用した運転者教育に係る情報等を提供した。 



7  

・ドライブレコーダーの導入助成   ５台  １０万円 

・デジタルタコグラフの導入助成  １８台  ４３万円 

(5) その他 

  大規模な地震災害等に対応するための役立つ情報として、山口県バス協会ホー

ムページに「ＢＣＰ(事業継続計画)関係」ページを掲載している。 

・島根県原子力安全対策課が実施する「原子力防災業務関係者研修」への参加を 

促した。（新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった。） 

・新型コロナウイルス感染予防対策として、日本バス協会の作成した「バスにお

ける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」や貸切バス旅行連絡会の

作成した「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」の周知を

図った。 

８．環境対策の推進 

バスの環境対策強化期間において、燃費にかかわる車両の点検整備や急発進・急

加速を避けた無理のない運転の励行への取組みを推進した。 

また、山口県の「ぶちエコやまぐち～ＣＯ２削減県民運動」に協力するため、ノー

マイカー運動を推進し、乗合バス事業者の理解を得てバス半額券を作成・配布した。 

・バスの環境対策強化月間（エコドライブの推進）１０月～１１月 

・山口県ノーマイカー運動  ６月、１０月１５日、１２月 

  バス半額券       １０，０００枚 

９．その他 

(1) 広報活動の推進等 

・ホームページにより、会員事業者及び一般利用者等に対し、当協会の活動状況や

バス事業の現状等についての情報提供を行った。 

・定期的に「メールマガジン」を発信し、全会員事業者に対する迅速な情報提供に

努めた。 

・国土交通省からの通達等については、メール等による通知及び中国バス協会ホー

ムページの活用等により周知に努めた。 

・貸切バスランディングページを作成し、貸切バスの利用促進や認知度の向上に努

めた。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響への対応 

① 政府等の緊急対策や施策などの情報について、メールやメールマガジンによっ

て会員に速やかに周知するとともに、山口県バス協会ホームページでいつでも

確認できるように掲載した。 

② 協会として、国、県、自治体などに支援要望等を行った。 

   ・令和３年４月８日 
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     山口県知事あて要望書 

   ・令和３年４月２８日 

     山口県知事あて要望書 

   ・令和３年５月２５日 

   中国運輸局山口運輸支局長、山口県知事あて要望書 

   ・令和３年７月１２日 

   自由民主党バス議員連盟地元議員（高村正大衆議院議員、河村健夫衆議

院議員、林芳正参議院議員、北村経夫参議院議員）あて要望書 

   ・令和３年９月２８日 

     自由民主党山口県支部連合会会長あて要望書 

   ・令和３年１０月１２日 

     国土交通大臣あて要望書 

   ・令和３年１０月１３日 

     日本バス協会長あて要望書 

   ・令和３年１０月２０日 

山口県教育委員会教育長、県内各市町教育委員会教育長、県内各市町長、

県内公立小中高学校長あて要望書 

   ・令和３年１１月１２日 

     公明党山口県本部代表あて要望書 

③ 山口県地域公共交通事業継続支援補助金事業の実施 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、利用の低迷が続く公共交

通事業者の事業継続を支援するとともに、公共交通における感染症対策を推進

し、安心・安全な公共交通の維持を支援するため、次の事業を行った。 

ア 車両における定期的な安全点検経費や機器の維持経費等、車両の維持に要

する経費に対して補助した。 

 ４８者    １２８，１６２，０２８円 

イ 車両・設備・器具にかかる洗浄・消毒・除菌・飛沫感染防止等に要する経

費や新たな技術を活用した感染症対策経費に対して補助した。 

 ４６者     ４１，３２５，３４０円 

ウ 利用者へ事業者における感染症対策への取組を周知し、公共交通が安全・

安心であることをＰＲし、利用促進を図った。 

・公共交通における感染症対策の紹介動画の作成及びレノファ山口ホーム

ゲームにおける放映（バス協会、タクシー協会及びレンタカー協会共同事

業） 

 放映回数：６回    ６９１，５００円 

・貸切バス利用促進ランディングページの作成 

 作成及びインターネット広告費  ８６３，５００円 

④ 公共交通燃料価格高騰対策緊急支援補助金事業の実施 

 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある公共交通事業者
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の事業継続を図るため、燃料価格高騰により大きな負担となっている燃料費の

一部を支援した。 

   ４４者      １４４，５１２，０００円 

(3) バス事業関係表彰の実施 

 ① 山口県バス協会長表彰 

・優良バス運転者表彰    ７名 

・優良整備士表彰      ２名 

・優良運行管理者表彰    １名  

 ② 山口運輸支局長表彰 

   ・永年勤続（指導的役割） 

     サンデン交通株式会社  中津留 賢次氏 

   ・永年勤続（運転者） 

     第一観光バス株式会社      野㞍 憲生氏 

防長交通株式会社        河野 美智照氏 

     中国ジェイアールバス株式会社  石田 明宏氏 

③ 中国運輸局長表彰 

   ・永年勤続（指導的役割） 

     サンデン交通株式会社      新田 孝博氏 

   ・永年勤続（運転者） 

     防長交通株式会社        吉兼 政通氏 

(4) 会員バス事業者の状況（令和４年３月末日現在） 

  会員総数  ４３者  車両数 １，０４４台 

   乗合バス事業者    ７者   ６３９台 

   貸切バス事業者   ４３者   ３５８台 

   特定バス事業者    ９者    ４７台 

   ※非会員事業者   １０者    ５３台 

10. その他 

  会費の減免について 
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経緯： 

新型コロナウイルス感染症対策等の影響による会員バス事業者の経営状況

悪化に伴い、山口県バス協会として、会費月額 1ヶ月分（基本割＋車両割）と

休車車両の車両割会費の減免措置を行った。 

収入の状況等： 

   予算額 ２８，８４５，６００円 

決算額 ２５，９２１，５００円 

差 額  ２，９２４，１００円 

減免額  ３，０３３，４５０円 

内訳（会費月額 1ヶ月分（７月分）      ２，４３５，９５０円 

休車車両の車両割会費（11 ヶ月分）     ５９７，５００円） 

   ・日本バス協会の減免措置（６か月３０％減）     ５４８，２５３円 

   ・中国バス協会の減免措置（１割減）          １３８，７２５円 
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附属明細書（事業報告関係） 

令和３年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第３４条第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないの

で附属明細書は作成しない。 

公益社団法人山口県バス協会   


