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交通政策基本計画における主な記載内容

基本的方針C目標③
交通を担う人材を確保し、育てる

●航空機操縦士や航空機整備士、船員、バス・トラック運転手等、輸送を支える技能者、技術者の確保や労働
条件・職場環境の改善に向けた施策を実施する。（航空機操縦士・航空機整備士の民間養成機関の供給
能力拡充、船員のトライアル雇用助成金 等）

●交通事業の人材確保に向けて若年層、女性、高齢者の活用方策を検討するとともに、交通事業の担い手の
高齢化の状況に鑑み、運転や車両整備、造船等の技術の維持・継承方策を検討する。また、海洋産業の戦
略的な育成に向けて、海洋開発人材（海洋開発関連技術者）育成に関する方策を検討する。

●地域における交通ネットワークの自立的な構築に向けて、地方運輸局、地方整備局等の人的資源も最大限
活用しつつ、自治体の交通担当部門などの地域の交通計画づくりを担う人材の育成方策を検討する。



人手不足の現状について①（運転者の有効求人倍率）
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出典：厚生労働省「一般職業紹介状況」より四国運輸局作成

人手不足が年々深刻化。
有効求人倍率は、

全職業平均の約2倍！
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人手不足の現状について②（自動車運送事業等の就業構造）

注１：労働時間＝「賃金構造基本統計調査」中「所定内実労働時間数＋超過実労働時間数」から国土交通省自動車局が推計した値
所定内実労働時間数＝事業所の就業規則などで定められた各年６月の所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間に実際に労働した時間数
超過実労働時間数＝所定内実労働時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数
注２：年間所得額＝「賃金構造基本統計調査」中「きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額」から国土交通省自動車局が推計した値
きまって支給する現金給与額＝６月分として支給された現金給与額（所得税、社会保険料等を控除する前の額）で、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、超
過勤務手当等を含む
年間賞与その他特別給与額＝調査年前年１月から12 月までの１年間における賞与、期末手当等特別給与額
資料：総務省「労働力調査」、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、日本バス協会「日本のバス事業」、全国ハイヤー・タクシー連合会「ハイヤー・タクシー年鑑」より国土交通省総
合政策局作成
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○ 総じて中高年の男性に依存した状況にあり、全産業と比べ、労働時間は長く、年間所得額は低くなっている。
○ このような環境から、若年者が自動車運送事業等への就業を敬遠していることが考えられる。
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西鉄、来月（3月）から福岡市近辺で路線バス減便

出典：平成30年1月30日高知新聞夕刊及び同新聞HP
https://www.kochinews.co.jp/article/156303/

人手不足の現状について③（事業者の事例）

グループで国内最多のバス車両を保有する西
日本鉄道は23日、運転手不足のため、福岡
市近辺を走る路線バスを3月のダイヤ改正で減
便すると明らかにした。慢性的な人手不足から
トラック運送などへの影響が懸念されているが、
旅客運輸サービスでも深刻な実態が顕在化し
てきた。
西鉄によると、JR博多駅や天神地区を経由し

て福岡市街地を循環するバスを廃止し、本数を
減らして往復便に切り替える。このほか、同市近
辺を走る複数の路線で最終便の運行時間を早
める。西鉄は「便数の多い都市部を中心に見
直し、利用者への影響が出にくいようにする」とし
ている。
西鉄グループの運転手数は約4200人。西鉄

は満21歳以上だった採用対象を高校新卒者
にも広げるなど、人材確保を図ってきたが、効果
は限定的だった。
運転手不足をめぐっては、とさでん交通（高知

市）も4月から減便を実施する計画。国土交
通省の担当者は「人材不足は全国のバス事業
者で深刻化している」としている。

○ 高知県のとさでん交通では、運転手不足の深刻化等により、高知市内を走る路線バスのうち19系統で、土日祝日ダイヤの計49
便を本年4月から減便。四国外においても、西日本鉄道において、運転手不足により福岡市中心部の循環バスの一部ルートの取
りやめや複数の路線で最終便をの繰り上げ等を実施。

○ 「赤字が常態化しているため」減便・路線廃止するというのみならず、「運転手不足により」減便・路線廃止をせざるを得ないという
状況が見られはじめている。
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出典：平成30年2月24日産経ニュース記事

https://www.sankei.com/region/news/180224/rgn1802240029-n1.html

減便等を周知するプレス資料



交通分野における人材確保に向けた取組（愛媛県の取組事例）

○ 深刻な人材不足の状況にある交通事業者の運転者確保や、若年者の運輸業に対する理解を高めることを目的として、愛媛県に
おいて平成28年度より「公共交通人材確保対策事業」を実施。

○ 民間の就職支援会社に委託し、パンフレットの発行や職場見学ツアーなど若年者らを対象に運輸業とのマッチング促進や理解促
進に向けた事業を実施。全国でも珍しい、県と民間がタッグを組んだ人材確保事業と言えるのではないか。

合同企業説明会の開催

運輸業の職場見学会開催

運輸業イメージアップのための紹介冊子作成

取組概要と事業実績
（1）合同企業説明会

○バス・フェリー事業者、トラック協会の
職員の協力

○イベント参加約200名、うち数10名
の大学生や専門学校生が運輸関係
ブースに訪れ、直接説明

（2）運輸業紹介冊子の作成・配布
○ 奇抜な名称やデザインが話題とな

り、地元新聞や物流業界新聞で取り
上げられる

（3）運輸業の職場見学会
○参加者数約30名、NHKの四国特

集番組の密着取材・放映や地元新
聞社での掲載等、マスコミにも広く取り
上げられる
⇒過去2年間の参加者中、

2名がバス運転士として採用！
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交通分野における人材確保に向けた取組（長崎バスの取組事例）

○ 長崎バスにおいて、創立80周年を記念するとともに、同社初の運転者募集告知も兼ねたTVCMを制作し、2016年より県内民放
テレビ局および同社特設webページを中心に放映。

○ 地元長崎県出身である俳優の役所広司氏が主演及び自身初となるCM監督を務め、現役の長崎バス運転者やOB及び地元住
民に、長崎の街と人、そしてそれらをつなぐ長崎バスにまつわる物語を徹底取材し、作品を完成。

○ 「名もなき一日を走る。」をキャッチフレーズとした本CMは、日本最大級の広告賞である、「ACC CM FESTIVAL」においてフィル
ム・テレビCM部門のACCゴールド賞（グランプリに次ぐ賞）を受賞するなど高く評価された。
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CMをいま一度ごらんください。

長崎バス運転者の声でできています。

市街全景。
「長崎の、縦の景色が好き」というお話から。

朝陽のシーンは
「始発の回送でみる、雲仙からのぼる朝陽がきれいで」

誰もいない車内への一礼は、引退した教官の習慣。
「こどもは、可愛いことを言うんですよ」と、南越の妹の台詞へ。

すべて、長崎愛がにじむ目線。

まだまだたくさん、すてきなエピソードがありました。

バックミラー越しに長崎をみつめる、
長崎バスは運転手を募集しています。

※ページ下部には運転手募集サイトへのリンクあり

出典：長崎バス80周年CMスペシャルサイト https://www.nagasaki-bus.co.jp/recruit/businfo/lp/



公共交通普及・啓発を通じた交通事業の意義・魅力発信

○ バスや鉄道をはじめとする公共交通を「もっと気軽に、もっと身近に」感じてもらい、より多くの方に利用してもらうことを目的として、四
国４県、関係団体、四国運輸局等で構成する四国公共交通利用促進協議会において「四国まるごと公共交通利用促進キャン
ペーン」を毎年開催。キャンペーン期間中には4県各都市においてイベントを実施し、普段、バスや鉄道を利用する機会が少ないファ
ミリー層などに公共交通の魅力を発信。

○ 12回目となる今年においては、従前の「利用促進」の観点に加え、交通事業が地域において果たしている意義や、交通業界の魅
力等をPRする企画等を検討中。

キャンペーンチラシ 都市イベントチラシ 各都市イベントの様子
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自治体等公共交通担当者等に対する人材育成支援

○ 四国運輸局では、持続可能な地域公共交通についてみんなで考えるきっかけの提供や、自治体職員・交通事業者担当者等の人
材育成等を目的とし、地域公共交通に関するセミナー・シンポジウムを定期的に開催。

○ 本年3月には高松市内において「地域公共交通セミナー in 四国」を開催。有識者からの基調講演に加え、福島県会津若松市か
らの地域の移動手段確保の事例紹介、さらに四国運輸局調査事業（より広域な「交通圏」について）の紹介及び本省による公
共交通に関する平成30年度の予算案概要等についての情報提供を行い、約120名の参加があった。

○ また、各県においても、県内市町村公共交通担当者を対象とした勉強会等を主催。

○セミナー名 ： 地域公共交通セミナー in 四国 ～持続可能な
地域公共交通ネットワークの実現に向けて～

日 時 ： 平成30年3月12日(月) 13:15～16:30
会 場 ： 高松サンポート合同庁舎アイホール

○プログラム
・基調講演 「すべては、関係者間の連携から

～活用可能な計画立案の勧め～」
宮崎 耕輔氏 香川高等専門学校 建設環境工学科 准教授

・事例紹介「地域との連携・協働によるバスづくり」
二瓶 庄平氏 金川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会事務局長
柏木 康豪氏 福島県会津若松市 企画政策部 地域づくり課 主査

・話題提供「「複数市町村にまたがる路線バスや移動特性等から
見えてきた「交通圏」～広域な地域公共交通網形成計画について～」
宮下 和也氏 株式会社バイタルリード 総合計画部 次長
小川 剛史 四国運輸局 交通政策部 交通企画課 課長

・予算説明 「平成30年度の予算概要について」

セミナー当日の様子
セミナーチラシ
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バスやタクシーの運転に必要な第2種免許について、
警察庁は25日、受験資格を緩和し、年齢や運転経験
年数の引き下げを検討する有識者会議の初会合を東
京都内で開いた。会議は刑法が専門の大学教授や自
動車ジャーナリストらで構成。年度内に提言をまとめる。
現行法は2種免許取得の受験資格を、「21歳以上」

で「普通免許などを保有して3年以上」と規定。特例とし
て、指定の自動車教習所に通えば、経験年数は「2年
以上」に短縮される。
ただ、特例で経験年数が短縮されても年齢要件があ

るため、18歳で普通免許を取得した人は21歳まで2種
免許を取れない。慢性的な人手不足や高齢化から、
高校卒の人材確保を求めるバス・タクシー業界などが要
件緩和を要望していた。有識者会議は年齢要件の引
き下げについて、可否を検討する。また、経験年数の特
例についても、さらに短縮が可能か議論する。
警察庁はタクシーで必要な普通2種免許について、経

験年数を「1年以上」に短縮した上で、指定教習所のカ
リキュラムを充実させる実験を実施。現行の教習と比較
した結果、「おおむね同等の危険予測・回避能力などを
得られた」という。
同庁は今後、バスに必要な大型2種免許でも同様の

調査研究を行う予定。
出典：時事通信4月29日付け電子版記事

第二種免許制度の見直しに関する動き

○ タクシー業界及びバス業界から、規制改革推進会議に対し、少子化等を背景に運転者不足が深刻化していること等の理由から、
第二種免許の受験資格の緩和を求める要望が提出。同会議における議論を経て、平成29年6月に閣議決定された規制改革実
施計画において、「…（中略）、第二種運転免許制度の今後の在り方を総合的に検討する」こととされた。

○ これらを踏まえ、警察庁は、「第二種免許制度等の在り方に関する有識者会議」を立ち上げ、本年4月25日に第1回会議を開
催。年齢要件の引き下げ等について議論を重ね、今年度中に提言を取りまとめる予定。
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警察庁、2種免許の緩和検討
人手不足で「21歳以上」見直し

第二種免許制度の在り方に関する検討状況

出典：上記検討会第1回資料より抜粋
https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/2shu_menkyo/01/01_giji.pdf



論点（案）
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○ 勤務体系、給与、休憩施設等の職場環境の向上が急務
○ 女性をはじめとする多様な人材を活用するという観点からも職場環境の向上は重要

１．職場環境の向上

○ 交通業界が“将来の職業選択肢”として認識してもらうためにも、高校生等に対する職場見学会・
出前講座等に加え、小学生等より若い世代に対する利用促進・啓発活動も重要

○ その際、交通事業が果たしている地域貢献の大きさ等についてより一層のPRが必要

２．社会への発信

○ 限りある労働力を最大限活用するという観点からも、貨客混載等の取組は有効な手段
○ NPO等地域住民が主体となり、自ら移動手段を確保するような取組を積極的に後押しする必要

３．その他

交通事業者に加え、行政、地域住民等の関係者がそれぞれが、役割分担を考えつつ連携し、
交通分野における労働力不足問題に取組む必要があるのではないか


