
第４章 運転手確保対策モデル事業の実施 16

業務
内容

・道の補助系統である広域的幹線系統を運行する乗合バス事業者において、バス運転手確保につながる取組を１社１名以上で実施する
こと。なお、若手や潜在的な就労の可能性のある女性にも配慮し、道内の他の乗合バス事業者等でも実施可能な効果的な取組とすること。
・運転手確保対策モデル事業を実施する乗合バス事業者は、道が設置する有識者会議の意見を踏まえて決定する。

実施
方法

バス事業者アンケート調査結果（第2章）におけるモデル事業への参加意向、および取組実績や地域連携の状況に基づき、選定する乗合
バス事業者の候補を抽出。道が設置する有識者会議における意見を踏まえて最終決定を行った。

４-１ 現状・課題を踏まえたモデル事業の位置づけ

道内バス事業における生産性
向上に関する現状・課題の整
理結果（第２章）を踏まえ、
特にバス事業者間の連携が必
要な取組として「共同による運
転手の掘り起こし』を行った。

また、バス事業者がこれまでほと
んど実施できておらず、かつすぐ
に活用が可能な取組として、
「若年層の獲得および育成」に
資するモデル事業を行った。

具体的には、旭川圏で運行し
ているバス事業者３社の合同
就職説明会＋バス運転体験
会、さらに高校新卒のドライ
バー候補生を雇用している網
走バスでの若手育成プログラ
ムの作成、および若年層向け
ドライバー募集ツールの作成を
行った。
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４-２ 路線バス運転体験・合同就職相談会（旭川電気軌道・道北バス・ふらのバス）

人口減少社会を迎え、労働力人口が減少する中、バス運転手の高齢化と不足が課題となっており、今後、地域住民の生活に

欠かせないバス路線を維持していくため、道の乗合バス活性化モデル事業として、バス会社３社が共同で運転手の確保を目

指し、北海道では初めてとなる「路線バス運転体験＆合同就職相談会」を開催。

主 催 北海道

共 催 旭川電気軌道（株）・道北バス（株）・ふらのバス（株）

協 力
北海道運輸局、北海道労働局、北海道警察旭川方面本部、
旭川市ほか関係市町村、北海道バス協会

日 時
平成29年10月21日（土）
第1回：午前10時~午後1時
第2回：午後1時~午後4時

会 場
旭川運転免許試験場
（旭川市近文町17丁目2699番地の5）

１．バス運転手の仕事ＰＲ
バス会社３社がそれぞれ自社の路線バス運転手の仕事内容について説明

２．路線バス運転体験
運転免許試験場を利用して路線バスの体験試乗を実施
※参加者のうち自動車運転免許を保有している希望者のみ

３．女性ドライバー＆若手ドライバートークセッション
《テーマ》 「女性・若手バス運転手からみた路線バス運転手のお仕事」
女性・若手の現役バスドライバーが路線バス運転手の魅力を説明

４．バス会社による就職相談会
バス会社３社が個別に専用ブースを設置し、就職相談を実施

４-２-１ 事業概要
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４-２-２ イベントの周知活動

（１） チラシ・ポスターの作成とwebでの周知

◆配布先：運転免許試験場／自動車学校／職業訓練所／大学・短期大
学／専門学校／高等学校／ハローワーク・ジョブカフェ／自衛隊援護セン
ター／警察署／自治体 計１８７ヵ所
◆web・SNS：道庁HP、北海道バス協会HP、北海道庁ブログ、メールマガ
ジン、 フェイスブック、ライン、ツイッター

（２）フリー情報誌と新聞広告の活用

プレスリリースによる報道
・NHKニュース ・北海道新聞 ・あさひかわ新聞
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４-２-３ イベントの実施結果

（１）会場の様子

受付 事前説明 旭川電気軌道（株）PR 道北バス（株）ブース

（２）参加者アンケート結果

イベントへの参加者は73名（うち、大型二種保有者18名、大型一種23名）であった。ここでは、会場の様子や参加者アンケートを結果を示す。

①性別（ｎ=63）

・全体の9割以上が男性で
あった
・女性の参加は5名

②年代（ｎ=63）

・全体の約８割が40代以
上であった
・20～30代の若手の参加
は約2割

平均値：44.9歳

思う

18%

やや思う

13%

検討する

31%

分からない

29%

思わない

9%

・バス事業者の求人について応募
したいと「思う」「やや思う」と回答
した参加者は３割を超え、「検
討する」も含めると半数以上。
・応募したいとは「思わない」と答え
た参加者は１割未満。

④求職意向（ｎ=55）

（３）採用実績 ※3月上旬時点

●11名がバス事業者へ求職

●8名採用 （平成30年4月か

らの採用予定3名含む）
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４-２-４ バス事業者が合同で開催するメリット ～イベント実施結果を踏まえ～

（１）集客効果の向上

●バス運転手希望者にとっては、バス事業者１社の就職相談会に比べて、複数のバス事業者が一堂に会した就職相談会の方が、バス事業者

を一度に比較検討することができるため、集客効果の向上が期待できる。

● ３社合同運転体験＆就職相談会 参加者73名

Ａ社単独の場合：1回目3名、2回目５名 Ｂ社単独の場合：８名

（２）採用コストの縮減

●近年、人材不足は様々な業界における課題となっており、企業の採用コストが上昇している。複数のバス事業者が共同で就職相談会を実施

することで、単独開催に比べて採用コストの縮減につながることが期待できる。

●３社合同運転体験＆就職相談会 費用：約80万円、参加者73名  イベント参加の1人あたり募集コスト1万1千円

Ａ社単独（2回目）の場合：費用約10万円、参加者5名  イベント参加の1人あたり募集コスト2万円

Ｂ社単独の場合：費用約15万円、参加者8名  イベント参加の1人あたり募集コスト1万9千円

（３）求人ノウハウの獲得

●複数のバス事業者が共同で就職相談会を実施することにより、他社の求人ノウハウや採用条件・福利厚生・各種支援制度などを参考にする

機会を得ることができる。また、複数のバス事業者を比較検討する求職者の目で自社を評価してもらうことで、求人活動における自社の課題

に気づき、互いに改善していくことで、バス事業者全体の求人レベル向上につながる可能性がある
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４-２-５ 合同説明会・運転体験会実施におけるチェックリスト

項 目 内 容 チェック

準備
段階

●会場の選定・予約
例：運転免許試験場（自治体との共催・連携が必須）、自動車教習所

□

●実施日の設定
⇒転職市場が活発化する時期
⇒参加者が集まりやすく会場確保が可能な曜日（土日）
⇒運転体験を安全に実施できる路面状態

□

●会場へのアクセス手段の確保
⇒主要な駅から会場までのシャトルバス運行等

□

●自動車保険の加入
※バス事業者が加入している自動車保険が社員限定の場合、新たな保険加入が必要

□

●バス事業者の参加者に提供する採用情報の明文化 □

●託児スペースの設置 □

●アンケート調査票の作成 □

●問い合わせ窓口の設置（電話・FAX・e-mail・SNS） □

企画

●ターゲットに応じたプログラム設定
例：大型免許・大型二種免許保有者⇒個別相談会をメインに実施

大型免許非保有者：運転体験の実施
ブース出展者に運転免許教習所の参加を要請

若手・女性：若手ドライバーや女性ドライバーのトークセッション

□

当日
運営

●参加者多数の場合の運転体験参加者の整理券準備 □

●複数のバス車両を用いて運転体験を実施する場合の安全面への配慮
⇒車両の停車位置・出発順番のコントロール

□

広報
周知

●チラシの作成・関係機関への送付 □

●広報誌への掲載（市町村等との連携が必須） □

●各種メディアへのプレスリリース（市町村等との連携が有効） □

●SNSでの情報発信 □

●フリーペーパー掲載 □

●学校（高校・短大・専門学校・大学等）への案内 □

●自衛隊援護協会等への案内 □



網走バスでは高校新卒の採用に向けて地元高校等への求人活動を実施している。ドライバーだけでなく、会社として興味を

持ってもらうこと、その中でドライバーの魅力を感じてもらうことを目的として、読み手（若者）をイメージした「ドライ

バー募集案内」を作成した。
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４-３-１ 若手ドライバー募集資料の作成

＜ドライバー募集案内誌＞
・高校での説明会などで使えるもの（Microsoft Power Point形式）

・高校生などの若者に伝わる内容に留意
・先輩の声や職場の雰囲気が伝わるもの
・サービス業であることの強調
・バスドライバーになるまでの道のり
・給料、休暇などの待遇の明示
＜動画＞
・社長や先輩などの声、求職を考えている人へのメッセージ
・会社の雰囲気が伝わる様子

バスドライバー
募 集 案 内

be a Bus Driver

網走・オホーツク圏の生活を支える誇り
網走バスは、網走市を中心にオホーツク圏の生活、ビジネス、学業、観

光において欠かせない「移動」を支えています。

普段の生活からおでかけまでを幅広く支える企業としての誇りをもち、

この地域の持続的で豊かな発展に寄与し続けていきます。

3

8

運転手養成制度と充実した研修制度
バス運転手になるには「大型二種免許」が必要ですが、これは普通免許所得から３年経たないと取得が
できません。そのため、普通免許取得から間もない、または未だ普通免許を取得していない新卒の方には、
「運転手養成制度」があり、大型二種免許所得の費用援助はもちろん、取得までの期間中（最長で３
年間）も充実した研修制度があります。

◆入社後～約2ヶ月

・路線の習得A（乗車体験含む）

・接遇研修A （言葉遣い・身だしなみ・沿線知識・コミュニケーション）

・随時、季節運行・イベント運行などの誘導の手伝い
※入社時点で普通免許未所得の方はこの期間に教習所に通所

◆1年目～2年目前半

・各課での事務作業補助（各課２～3ヶ月）

★ただし、「良い運転手になるため」に必要な作業を念頭に！
・バスターミナル窓口でのお客様案内
・接遇研修B（言葉遣い・コミュニケーション）

★実際にお客様案内をする中で感じた難しさ、疑問などを解消
・グループ他社での研修
・随時、季節運行・イベント運行などの誘導の手伝い

個別面談
（入社3ヶ月後）

一定期間での面談を通じたフォロー

個別面談
（各課移動の都度
：2～3ヶ月に1回）

◆2年目後半

・接遇マナー研修C（高齢者体験）

・車掌体験（２～3ヶ月）

・運行管理者基礎講習を受講
・新卒採用後輩への指導

個別面談
（半年に1回）

◆普通免許取得日から3年経過した者から大型二種免許取得へ！！

11

バスドライバーの一日
バスドライバーの一日は、ピシッとした制服に着替えて背筋を正すことからはじまります。アルコールチェックを
すませ、今日の交番（運転するダイヤ）を確認。車両に不備がないか、安全にお客さまを乗せることがで
きるかも、自分の目で確認します。運行終了後は、無事に安全運転でお客さまの「思い」を届けたことを
報告し、車内清掃をして帰宅します。安全運転を支えるのは、運転技術だけではないのです。

時間にゆとりをもって営業所に出勤。

制服に着替えると気が引き締まります！

安全運転の基本！運転する前には

必ずアルコールチェックを行います。

運転する路線を確認。路面状況など

についてのチェックポイントも確認！

いよいよ愛しのバスたちが待ち受ける

車庫に！自然とかけあしに！

整備はしっかりしていますが、自分の

目・感覚でも確認します！

エンジン音、ベルトのたるみなどもきち

んと確認。全ては安全運転のため！

いよいよ出発！今日もお客さまの日

常を安全に支える現場に向かいます。

無事に運行が終わったことを報告して

ひと安心。おつかれさまでした！

バス運転手６０名以上の他、高校から新卒で採用された先輩など、全体で１００人以上の人が働いて
います。もちろん女性の方々もいます。先輩方の丁寧な指導とバックアップの中、仲間に恵まれた職場環
境では、常に笑顔があふれており、安心して働くことができます。

14

笑顔あふれる安心の職場

19

若手ドライバーからのメッセージ

高校を卒業して別の会社に就職しまた。３年経ったころ

に、網走バスでドライバー養成制度がはじまるというこ

とを聞いて、バスドライバーにチャレンジしました。実

際にお客さまを乗せて走りはじめて3年近くになります。

先輩から本当によくしていただいています。1から10ま

でいろいろと教えてくれるのでそれが仕事の励みにな

りますし、大きな支えになっています。

最年少現役ドライバー

ドライバーとしての夢

子ども達が「わ！バスだー」とか「運転手さんだ！」と言いながら手を振ってくれたりす

るときが結構あるんです。そのときは安全運転の範囲で、手を振り返すのが当たり前だと

思っています。そんな触れあいを通じて、子ども達に「あの運転手の人かっこいいな！」

とか「あの人に憧れる！」とか思われるような運転手になりたいです。そして、そういう

子たちが「バスの運転手になりたい！」と思えるような姿になりたいと思っています。

ドライバーを目指す方々へ

慣れてしまえば乗用車を運転しているように「自分のもの」になります。お客様を乗せる

仕事ということで、抵抗がある人もいるかも知れませんが、先輩たちの指導も行き届いて

いますし、とても誇りに思える仕事なので、安心してチャレンジしていただきたいです。

▲動画（約４分）

４-３ 若年層の確保・育成事業（網走バス）
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網走バスでは平成29年度よりドライバー候補生として高校新卒を採用しており、現在、二種免許取得までの3年間は窓口業

務や整備補助などの社内研修を行っている。この研修期間（3年間）において、ドライバーに求められる資質・スキルを獲

得できるよう、路線バス事業者ならでは 「若手育成プログラム」 の在り方を作成した。

バス運転手見習
研修の手引き

４-３-２ 若手育成プログラムの作成

・バス事業者（管理者）が共有する資料として作成
・バス事業者が目指す「良い運転手」の明確化
・「良い運転手」を目指すために必要な研修プログラムの構築
・研修プログラムを通じて学ぶこと、どのように「良い運転手」になる
ことに資するのか、「研修の位置づけ」を明確化
・研修プログラムの流れ、具体的名内容の明示


