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令和元年度第２回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

令和元年８月５日（月） 10時 00分から 12時 00分まで 

 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎３－Ａ会議室 

 

３ テーマ名 

バスの運転手不足に対する対応 

  

４ 参加者 

(1) NPO・関係団体等関係者 

近江鉄道株式会社 

江若交通株式会社 

帝産湖南交通株式会社 

一般社団法人滋賀県バス協会 

西日本ジェイアールバス株式会社 

滋賀運輸支局 

大津市交通戦略室 

彦根市交通対策課 

長浜市都市計画課 

近江八幡市交通政策課 

守山市交通政策課 

栗東市交通政策課 

甲賀市公共交通推進課 

野洲市協働推進課 

東近江市都市基盤整備課 

竜王町未来創造課 

 

(2) テーマの提案者 

滋賀県 土木交通部 交通戦略課 

(3) 事務局 

滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 



2 

 

 

５ 協議内容 

(1)テーマ提案者から提出理由・趣旨を説明 

〇公共交通について、例えば、新しい交通サービス、イノベーションとか、自動運転

とか、ＡＩとかの報道がされているが、5 年後、10 年後にすぐに活用できるものでは

なく、ベースとなる公共交通が緑ナンバーの車両によって支えられている。それでも

成り立たない場合は、例えば、白ナンバーの支え合い交通とかもある。 

人口減少、高齢化の進展等の社会の変化があっても、今後、10 年、20 年、きちんと

生活・社会を支えていくため、今の公共交通のあり方を考えていくことが一番大事だ

と思っている。資料として、バスの数字的な状況、他の北海道における取組の事例を

紹介していく。あくまでも、これは一つのきっかけにすぎないので、皆さんと、どん

なことが本当にできるのかということを議論していきたいと思う。 

〇日本全国、滋賀おいても、人口減少という波がきており、バスの運転手に成り得る

層自体も、従来よりも減少してきている。社会構造が変化しており、そもそも働き手

不足がどこの業界にも起きていて、それがバスの業界では顕著になってきている。 

路線バスの状況として、滋賀県における路線バス利用者のピークが 1972 年であったが、

2017 年には、輸送人員だけでピーク時より 66％減っている。1972 年の輸送モデル、

ビジネスモデルは、立ちいかなくなってきているところが多いと考えられる。併せて、

滋賀県では、利用者数は減少してきているが、運行キロ数は、一時減少したものの、

その後増加に転じ、平成 1 年度から比べても、利用者数ほどの増減はない。利用者数

は減少しているが、運行キロ数は維持されているというのが滋賀県の現状。このため、

いろんな問題が起きているかと思う。国の方でも、実は、前々から運転者確保および

育成に向けた検討会という場で、バスの運転手の不足に対する検討がされており、平

成 26 年度か 27 年度の資料では、バスの運転手の課題として、志望者・採用者の減少、

離職率の２点が非常に問題となっている。この検討会で、戦略的なリクルートや女性

向けＰＲの強化ということも提言されている。 

大型２種免許保有者は、どんどん減ってきている。乗り合いバスの運転手の年間所

得は、全産業平均から比べても、29 万円も安い。けれども、年間労働時間は、384 時

間多い。利用者の減少というのは、当然バス会社の収入の減少につながる。走行距離

は伸び、バス路線がある程度維持されているとなると、収入が減少しているのに、支

出が増えていき、その結果、人件費に影響が出ているとものと考えている。 

滋賀県で運送キロ数が最も減少したのが平成 16 年度で、それから比べると運送キロ数

は増えてきている。一方、大型２種免許保有者数は、平成 16 年度時点は、若年層もあ

る程度いて、高齢者層が多いが、70 歳以上の免許保有者はかなり少ない状況であった

が、直近平成 28 年、29 年、30 年の傾向を見てみると、圧倒的に若年層が少なく、75

歳以上が多い。免許所有者の高齢化が進んでいる。そうなると、今後のバス事業の継
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続が一つ問題になる可能性があると考えている。全国的にも大型２種免許保有者数が

どんどん減ってきている。このようなことから、一人一人の負担が増えていると見て

取れる。 

男女別の大型２種免許保有者数の現状は、全国も滋賀県も同じような傾向であり、

女性はほとんどいない。女性ドライバーは全国的には増加傾向にあり、滋賀県でも増

加傾向にはあるが、年に１人か２人増えている状況。 

バス運転手不足の問題に対して、北海道での先進的な事例があり、事例紹介をしなが

ら、滋賀県で何ができるのかについて、一緒に考えていきたい。 

北海道の釧路地域での事例では、道庁とバス協会が協働し、釧路地域を走る何社か

のバス会社共同で、トークイベント、合同就職説明会や路線バスの運転体験のイベン

トを実施された。特に、何社かのバス会社が一緒に行ったこと自体が注目すべき点で

あり、運転免許試験場等を活用した路線バス運転体験が非常に好評だったと聞いてい

る。合同就職説明会では、各社のブースが設置されていた。このようなイベントを開

催する際には、集客が一番の課題となるが、チラシ配布、地元フリーペーパー、ウェ

ブ、ＳＮＳ、プレスリリース等の様々な手法を駆使された。これだけやるのには、県

だけ、バス協会だけ、一つの事業所だけでは、人手の問題もあり、とてもできない。

イベントの周知について、特に市町村の協力が得られており、広報紙における掲載、

公共施設におけるポスター掲示、公式ＷＥＢサイトにも掲載してもらい、その結果、

かなりの集客があったと聞いている。市町村の協力でイベントの周知を効果的に行っ

たことで、この釧路地域において 45 名のイベントへの参加があった。イベントは、10

月 13 日に開催されたが、２か月後には１名を採用決定し、２名も採用準備中であると

聞いている。この 45 名中 3 人採用できたというのは、かなり高い採用率であると考え

ている。周知やターゲットに対する広報が適切にでき、イベントとしては高い効果が

あったと考えている。 

バス運転手不足に対する北海道の取組のように、滋賀県としても、バス協会、市町

とも協働していく中で、何かできないかと考えている。北海道の取組が全て正しいと

は思ってはいないが、一つの参考になるのかと思う。 

滋賀県においても、大型 2 種免許保有者の減少が大きな課題となっている。運転手不

足の影響で、路線が減ってしまうのは、県民にとっても不利益なことになってくる。

そこに対しては、行政としても何かしらの手伝、協力はできると思う。さきほど説明

したとおり、北海道では、道庁、市町村、バス協会が協力して、バス運転手不足に対

して取り組む活動をさしたことで、一定の成果を上げている。採用人数だけではなく、

各社の採用ノウハウ、採用方法のブラッシュアップ等の見直しの機会としても有用で

あったと、バス会社のコメントがあったとのこと。 

そのまま滋賀県で同じことやるには検討が必要であり、本日参加いただいた関係者、

県も含めて協働していくことで、バス運転手不足に対して何かしらのことができるの
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ではないかと考えているところである。 

 

(2)対話・協議の内容 

〇バス運転手不足に対する何らかの取り組みが必要と考えており、実際に、各地で取

組が進められており、特に近畿では、スルッと関西加盟の会社を中心に、大阪で就職

説明会を開催している。就職説明会で、大きな会場を借り、近畿の各バス会社（滋賀

からは１社）が参加し、200 名以上の来場者があった。各ブースで、各社が自社の状

況等の説明をしている。 

 さきほど話があったバス運転の体験会について、前から教習所等でできたらいいと

思っていた。ウェブサイトによる情報発信は、非常に有効であると思っている。バス

運転者募集のチラシを作成してからの営業活動、チラシをウェブサイトにも掲載して

いくこともいいのではと思う。 

〇当社でも、採用するバスの運転手は、40 代が中心となっている。20 代、30 代はな

かなか採用できないという問題があり、平均年齢も年々上がる一方。５年後、10 年後

も踏まえて、考えていかなければいけないと思う。会社説明会を毎月開催しているが、

もっと有効にできる方法はないかと思っている。もっと身近にバスのことを知っても

らう、バス運転手という仕事があるということを知ってもらう機会をつくる方法が必

要だと思う。 

滋賀県だけでなく全国的にも、バスの運転手を獲得していくのは、なかなか難しい

状況。各社でいろいろ努力し、いろいろ考えていても、なかなか思うように人が集ま

らない状況がある。先ほどの北海道の事例の紹介があったが、滋賀県でも、何か大き

な動きができれば一番いいのではないかと思った。 

〇合同就職説明会の会場にはよく行くが、課題として、各事業者の採用条件が比較で

き、よい条件の事業者のブースに人が集まりがち。今まで、なかなか共同で取組がで

きていなかった理由ではないかと思う。 

〇バス運転手については、いろんな資格が必要だが、採用時に必要なのか、研修しな

がら取得していくものなのか。各社で、バス運転手をふやしていくような工夫されて

いる取組はあるのか。 

〇大型車両の運転と言う点で、採用にはハードルが高い。免許取得費用についても、

決して安くない、普通免許を取得した後、40～50 万円程度が必要。仮に、大型ではな

いコミュニティバス、タクシーに近い小さい車両で運行する場合、どうしても仕事内

容が制限され、社内的に業務の差が生まれ、今後同一労働同一賃金ということになっ

たとき、バスのサイズの差によって、賃金を変えてもいいのものなのかどうか。大型

車両になれば、それだけ注意力が必要であり、難易度も高くなっていくが、この差に

よる区別は難しいと思う。 

〇路線バスの路線を再編の検討時に、事業者からバス運転手が足りないので、４人分
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の運行を減らしたいという話があった。検討した結果、１路線を廃止、もう１路線を

半分に短縮した。これまでは、バス運転手の確保は事業所の責任であると行政として

は考えていたが、繰り返し住民・議会等へ説明するときに、住民からすれば、行政に

も一定責任があって、バス運転手の確保に何をしているかという問題提起をいただく。

行政としても、具体的に問題解決のためのアクションへのプレッシャーが高まってき

ており、今後、同じ理由で減便とか路線の廃止となると、説明が困難となると思う。

一方で、バス運転手の募集を行政が手伝うとき、民間企業の採用に対して、行政がど

のように関わっていくのかという問題もある。今後、どうしていけばいいのか困って

いる。 

〇昨年度、当市の路線は、すべて赤字路線になっており、市がすべての欠損額補助し

ている。バス運転手の採用のために、事業者が投じた費用のために補助金の予算が不

足したが、行政としても、住民の足を確保するためになんとか補正予算の承認が得ら

れた。今後、さらに運転手不足が加速していくことを非常に危惧しているが、先ほど

あったように、市の広報の場で、単独の事業者の人材募集を掲載しにくい。広報紙に、

皆さんの生活の足であるバスを運転する運転手が不足して課題となっているという記

事ぐらいは載せられなくはないと思うが、それでは、改善には至らないと思う。 

〇バス運転手不足への対応というは、総合的に考えていく必要があると思う。 

〇路線バスと市民バスの両方が走っている。市民バスは、一般競争入札行い、運行委

託でしている。バス運転手不足は課題となっている。市民バス運行開始から 10 年経過

したが、開始当初から比べると、バス運転手の登録数は半分以下となっている。１日

12 路線を運行しているので、最低でも 12 人が必要。一番長い路線で 21 ㎞、一番短い

路線でも 15～16 ㎞、５または６往復している。路線バスが赤字で、一部路線が廃止さ

れた。路線バスが廃止になると、空白地域ができてしまい、そこに市民バスをいつか

ら運行するか、どのように路線を再編するのかという課題がある。２年に 1 度は定期

的に見直しをしている。市民バスは、観光客も利用するが、市民の利用を中心に考え

ている。市街地から一番離れている地域に出発地点を設けている。また、運転免許の

自主返納が増えてきており、そのような方にバスの回数券を渡しており、利用者はど

んどん増えている。市街地から離れた市民は、市民バスが１時間に１本と不便である

と感じているため、免許の返納が進んでいない。安全な移動手段は、市民バスと考え

ているが、課題が山積である。バス運転手不足への対応のため、事業者から市民バス

にバス運転手募集という掲示していいかと聞かれたが、バスの広告収入で赤字を補填

しており、これは広告に該当するため、費用が必要となる。広報紙でも同じであり、

課題として考えているところ。 

〇当市でもコミュニティバスと路線バスがあり、コミュニティバスは主ではない。バ

ス運転手不足というのは聞いている。バス運転手募集を広報紙掲載で協力をしても、

会社へ就職するため、実際に乗務する場所が当市であるとは限らない。各自治体とい
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うより、県の方で進めてもらえば、市として協力しやすいと思う。 

〇当市でも路線バスとコミュニティバスがあり、山間部では、タクシー車両を用いた

予約式路線型のデマンドタクシーを運行している。タクシーの地域では、決まった時

間で運行するバスに乗りたいという声が多く来ている。少しでもバス運転手が増えて、

バス路線、運行本数、コミュニティバスを少しで増やせて行けたらと思う。バス運転

手だけなく、保育士も不足しており、広報紙で募集ができなかと検討したが、広報の

審議会で個別の会社の社員募集を広報に掲載するのは不可とされた。 

〇子どもを対象に通学定期のバス利用促進をしている。その中で、広報紙で、バス利

用促進に合わせて、バス運転手が不足していることについて掲載した。鉄道の駅がな

いので、住民は公共交通を大切に考えており、行政としてもなにかできないかと考え

ているところ。 

〇一企業のバス運転手募集を広報紙に掲載するのは難しい。人材について、せっかく

育てても、他の企業へ転職してしまうということも聞いている。 

〇コミュニティバスを運行しているが、今年の８月 13 日から 16 日は、土日祝日ダイ

ヤで運行した。人材募集ということでは、広報紙に広告として掲載したことはある。

市の方で合同面接会をしているが、そこにバス事業者も参加している。 

〇昨年、路線バスの減便があり、その部分について、コミュニティバスで、空白地域

をフォローしている。来年に向け、コミュニティバスを充実していけるように再編を

考えている。バス運転手募集については、企業のＰＲになるため、広報紙を通じては

できない。例えば、消防や防災等のいろんなイベントがあるが、この中でのＰＲはで

きる可能性はあるのではないかと思う。 

〇バス事業者から減便、廃線等の話を聞く中、バス運転手不足については認識をして

いるところ。昨年度まで高齢者の窓口の部署にいて、免許返納についての問い合わせ

等がある中、実はその大型バスの運転できる免許を持つ高齢者が何名かいて、その際、

相談窓口、再任用で採用してもらえる手順等が判らないとのことであった。 

〇高齢のバス運転手となると、健康起因事故等のリスクがあり、なかなか難しい。長

くバス運転手を務めることが可能な人材を求めているというのは、事実としてはある。 

〇これまでの話のとおり、いろいろ課題はある。事業者の利益になるような広告を広

報媒体へ掲載するのは難しいとは認識はしている。その上で、こういうことが、こう

いうやり方ならできるということをぜひ一緒に考えていきたい。例えば、広報媒体に

おいて、単独の事業者なら難しいが、滋賀県全体で一緒に行う合同就職説明会の開催

案内であるとか、滋賀県全体でバス運転手不足の啓発をするとかであれば、単純に特

定の事業者の利益がないから協力できるか可能性があるか、そうは言っても、公共交

通と言っても民間事業者が行っているので、関与できないとか、その辺りはどうなの

か教えてほしい。 

あと、採用条件について、各社の良いところ悪いところが明らかになるということ
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について、採用条件だけで、入社するわけではないと思っている。各社事業所がいろ

んなところにあり、この地域で働きたいという方もいると思うし、例えば、給料だけ

ではなく、一緒に働く人がいい会社がいいなとか、給料が高くても離職率が高いと敬

遠するとか。各社のアピールポイントは当然違ってくると思うし、採用条件に多少差

異があったとしても、やり方次第では、各社にとっていいアピールの場になることも

あると思う。 

〇県の事業であれば、市の広報での協力はできそうか。 

〇広報部局との相談にはなるが、可能性はあると思う。 

〇広報担当課としては、広告スペースを買ってもらいたいとの意向がある。県の主催

のイベントで、場合によっては、協力が可能だと思う。公共交通の利用促進に合わせ

て、掲載していくという方法もあると思う。 

〇公共交通の議論をしていく中で、公共交通の担うバス運転手を募集するのに、広報

紙への掲載することに対して、なぜそこで、できる、できないという議論になるのか

と思う。公共交通という名目で運行しているにもかからず、実際に運営しているのは、

株式会社。そこで株式会社が困っているとき、そこは行政なので、できませんという、

ナンセンスなことになってしまっている。民業として、路線バス事業を行っているが、

バスが走っていること自体は公共である。そこをちゃんと守っていこうとしているの

に、行政として、これができる、できないという議論は非常に矛盾があるように思う。

公共交通であるバスの人材育成をしましょうというのを広報紙に掲載するのは、十分

可能であると思っているし、それに対して異論を唱える者があれば、きちんと説得し

ていく必要があると考えている。 

〇利用者は減っているが、バスの運行キロ数は維持をしているという資料のとおり、

今の話を非常によく表している。本当は路線の減便もしたいが、やはり県民の足を確

保するということで、公共交通として位置づけられることで、路線を維持してきてい

る。平成 1 年までは、営業路線であることから、運賃改定が頻繁に起こっていた。そ

れから、運賃を各社とも改定してきてない。なぜかというと、公共交通として位置づ

けられ、生活の足を守っていくということが非常に叫ばれてきたからで、その結果、

路線は維持されてきている。 

〇本日の資料において、平成 30 年度の年代別の免許保有者数全国という資料があり、

このグラフと当社の状況とが似ている。非常に高齢化が進んでおり、他社も同じでは

ないかと思うが、バス運転手の募集に応じて来てくれる人は、大体 40～50 歳で、いわ

ゆる新卒、20 歳代の人材が欲しいとも思っているが、なかなかうまくいっていない。

何かしらアピールしていくことができなないかと課題として思っている。 

〇今の話、全く同じ認識である。当社でも、60 代、50 代後半の世代が非常に多く、若

い世代があまり入ってこず、途中入社も 30 代後半、40 代、50 代という状況。平均年

齢が、0.5 歳とか 0.8 歳とか毎年上がっている。何とかしようということで、大学卒
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は前から募集をかけているが、昨年からは高校卒の採用も始めた。高校卒に対して、

入社後、整備士免許取得費も会社負担としても、基本的に応募すらほぼない。学生の

バスに対する興味がないのではないかと思っている。鉄道職採用の話を聞く機会があ

り、高校卒の採用では、勤務形態や給料がそれほど変わらないにも関わらず、応募が

多数ある。その原因として、様々なことがあるかもしれないが、恐らくは、印象とい

うものが大きいと思う。日常的に駅員を見て憧れたり、鉄道について、親がいい印象

を持っているのではないかと思う。そうそういったところが足りてないではないかと

思う。当社では、路線バスよりも高速バスを希望する人が多く、高速バスに夢をもっ

ているようである。手当等については違う部分もあるが、給料的に長い目でみたら大

きな差はない。結局、仕事に対する夢を持てるかということになってくるかどうかと

いうことだと思う。興味、憧れを持ってもらうようなことが考えていければと思う。

バス会社は、厳しい経営状況で、体力が限られ、できる部分、できない部分あるかと

思うが、何かにいいアイデアとか、もしくは協力いただける部分とか、何かあればと

思っている。 

〇若い世代の採用について、何とかしないといけないと思っている。皆さんが、一番

何が課題と考えているかをぜひ聞きたい。高齢の採用はできても、若者の採用ができ

ないという点で。待遇面というより、バス業界に対する印象という面が大きいのでは

ないかと思う。 

それに対して、県では、事業者・市町に協力いただき、小学生に対して交通環境学

習、モビリティマネジメントと呼んでいるが、バス・電車も含む公共交通の魅力、意

義、重要性を小学生のうちから知ってもらう出前講座を実施している。この講座を受

講した子どもたちの数が増えてきており、バスに対する印象も変わってくのではない

かと思っている。バス運転手不足の問題への対応のためにも、この取組については、

継続していく必要を改めて認識したところであり、事業者・市町の皆様にもご協力を

いただきたい。この点からも改善もやっていきたいと思う。 

〇高校生をはじめ、専門学生、大学生に対して募集をしている。なぜ入ってこないの

か、採用できないのかという点について、自分がバスを運転する、自分が自分の地域

の公共交通で働くというイメージがないということが大きいと思う。当社でも、イン

ターンシップという形で、就労体験、これが大きな課題であるととらえている。先ほ

どの話のように、若い時から身近に感じてもらう、利用してもらうということに、企

業として努力をする必要があり、教育の場を使って働きかけるというのは、すごく重

要だと思う。宮崎県での例だったと思うが、高校卒の採用をして、３年後にバス運転

手として育ち、一人前の大型２種のドライバーとなった時、新聞等で第１号運転手が

誕生したという記事になっていた。県民の皆さんに知っていただくという目線は必要

であると思う。 

バス運転手だけが不足しているわけではないと思うので、いろんな知恵が必要だと
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思う。 

〇高校卒での採用については、会社の規模にもよるが、免許を取るまでの間に配置す

る部署がないことがある。貴重な人材だが、免許取得年齢までの間、働いてもらうと

ころの確保から始めていく必要があり、会社的にも費用がかかる。関連会社がある会

社なら可能かもしれないが、バス事業に特化している会社は難しいと思う。当社の場

合は、高齢ドライバーと 20 歳代でバスが好きで入ってくるドライバーがいて、中間層

が全然いないというのが一つ大きな問題であり、旅客サービスも含めた運転技能の伝

承、バスの故障に対する応急修理できる等いろいろなノウハウ継承に問題がある。各

年代がそれぞれ採用されて技術が正確に伝承されていくのが理想であるが、実態はそ

れからほど遠い状況。 

〇滋賀県内のバス会社を集め、どこかの場所で就職説明会の開催ができたらよいとい

う話がでており、各社で個別に開催していくのもいいが、滋賀県のバス会社というこ

とをアピールしつつ、規模が大きくなることによって、様々な人材が滋賀県に集まっ

てくると思う。和歌山県、他府県からの応募もある。何とか大きく広報することがで

きれば、県内だけでなく、近畿一円、その他地方からの応募もあるかと思う。 

〇最近、地域おこし協力隊が地域づくりで実績を上げており、２～３年経過したら、

地域で仕事をやりながら、暮らしている。バスは公共交通を担っており、地域に住も

うと思ったとき、地域で働く選択肢の一つとして提供できると思うし、そこでは働き

たいと思う人もいると思う。アピールの仕方等を工夫していくことが必要だと思う。

車自体に若者があまり興味を持ってないと言われていることから、20 代、30 代のバス

の好きな人、若者へのアピールが重要だと思う。 

〇この１月から、最寄りの駅まで、バスを通勤に利用するようになった。バスを乗車

中は、寝ていてもいいし、スマホを触っていてもいいし、自分で運転しながらできな

いことができることが良かった点であり、また、帰りのバスが遅くまでないので、仕

事を早めに切り上げていくようにするという、自分の中での働き方改革の実践ができ

ている。例えば、バスに 10 人、20 人と乗車して駅まで行くと、その分、排出ガスの

排出抑制ができ、渋滞もなくなる。 

最寄りのバス停まで１キロ離れているが、歩くことで、健康にもなると思っている。

利用者の立場としては、運転手不足によるバス路線廃止がないことを願っている。行

政として、どこまでお金を出せるかという課題はあると思う。 

また、バスの通勤定期利用促進ができ、そのお金がバス会社へ行き、その結果、バ

ス運転手の待遇が良くなったらいいと思った。 

〇バス運転手の雇用の流動性は、どこまであるのかということを教えていただきたい。

例えば、会社に勤めても、バス運転手としてどうなっていくということがなかなか見

通せない。バス運転手と言っても、路線バス、高速バス、地域のコミュニティバス等

がある。例えば、一旦雇用してから、２～３年間かけて、各社を移りながら、会社の
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雰囲気と色んな職種を経験してもらった上で、就職先を決めることは可能なのか。高

齢者や女性であれば、パートタイムで経験しながら、就職先を決めてもらうとか。こ

のような流動的な雇用の可能性を教えてほしい。 

〇大型 2 種免許を持っていれば、どこの会社でも勤務が可能という前提での話である

と思うが、当社としては、考えにくく、なかなか難しい。雇用契約、安全面、健康面

で課題がある。 

〇路線バスよりも、貸切バスの乗務を希望する運転手が多いと聞いたことがある。路

線バスだと、勤務時間帯が固定でき、子育てする人はその方が勤めやすいと思うが、

路線バスよりも貸切バスの乗務を希望する傾向があるかについて、教えてほしい。 

〇当社では、路線バスへの乗務希望者が多い。路線バスはダイヤがあって、終業時間

がはっきりしている。観光バスは、日毎に勤務内容が違うので、終業時間も違ってく

る。 

〇行政としては、貸切バスは関与しにくい分野であり、路線バスに希望者が多いとい

う点で、バス運転手不足への関わりを行いやすくなると思う。 

〇採用についての話が出てきているが、バス運転手が不足しているという点について、

皆さんにもっと知ってもらう方が、行政にとって動きやすくなると思う。採用につい

ては、雇用条件を含めて各企業で努力していかないといけないと思う。 

〇「東近江市で働こう」という合同就職説明会を毎年２回、直近では８月３日に開催

した。何年か前にバス事業者の参加があった。 

〇本日のテーマについて、いろいろな話をいただいた。公共交通であることを市民へ

ＰＲし、その中でバス運転手不足を知ってもらう。また、人材募集について、単独の

事業者を対象とすると難しいかもしれないが、合同であれば、県、市町と協力が実現

できる可能性がある。バスの運転体験の開催。若者のバスに対する興味を持ってもら

う取組を進めていくこと。運転技術等の伝承するためには、人材育成をきちんとして

いきたい。このようなことを皆さんと対話・協議していけたと思う。 

〇バスは、公共交通であり、その目的は公共であることから、そこに対してきちんと

皆さんと一緒に対応していきたい。また、各々のできる部分で協力しながら、いかに

良い方向に向いていくことが必要であると考えるため、このような機会を設けながら、

少しずつ前に進めていきたい。具体的に取り組むための形を作っていきたいと考えて

いる。例えば、合同就職説明会やバス運転手希望者に対する運転体験等を一緒にやっ

ていく形になればと思っている。本日は、非常によい機会となったと思う。 （了） 


