
報告事項

自　令和3年4月 1日
至　令和4年3月31日

１．会 員
民営事業者　72
公営事業者　 2

２．役員及び職員数
会長 (１） 副会長（１） 専務理事（１）
理事（１5） 監  事（４） 事務局長（１）　　職員（１）
※理事15名（会長・副会長・専務理事を含む）

３．事業概要
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、人の移動が事業存立の前提であるバス事
業者は、外出の自粛や新しい生活様式の浸透により利用者が激減し、かつてない深刻な影響を
受けています。
　加えて昨秋からの急激な原油価格高騰も重なり、コロナで疲弊しているバス事業としては大
変厳しい経営状況が続く結果となっております。
　このような環境の下、バス業界としましては、現況を打破するため、利用者が安全にバスの
利用をして頂けるよう感染拡大を予防するガイドライン等を周知し、安全性を図りさらに資金
繰りが厳しくなっている事業者に対しては公的資金の拡大や、助成金の要請により経営存続が
可能となるよう訴え啓発に取り組んでまいりました。

（1）新型コロナウイルス感染症への対策について
　バス事業者においては、関係御当局指導の下「新型コロナウイルス感染症対策ガイドラ
イン」に基づき乗務員に対しての点呼時の体調確認はもとより、手洗い、マスクの着用、
消毒液の装備などについても徹底し、感染予防に努めてまいりました。
　さらに、バスの車内喚起性能の良い点をPRし、バスは安全な乗物であることに加え、厳
しい経営状況においても乗り合いバス事業者の経営努力により運行を維持していることな
どについて、県民・利用者にご理解を頂いたうえで利用を促進するための活動に努力しま
した。
　また、本県観光事業の促進に伴うバス事業者に対する幅広い支援の要望として
「教育旅行貸切バス追加借上支援事業の期間延長について」
「修学旅行・日帰り旅行の取消し手数料の補填について」
「接種証明書(ワクチンパスポート)を活用した経済活動の再開策について」
「かごしま国体・大会」延期に係るバス確保協力事業者支援金の創設について
等を鹿児島県知事に提出しました。

（2）安全輸送対策の推進について
　　運輸安全マネージメントを定着させ、安心・安全な運行を担う活動として
　○バスにおける人身事故で最も多い車内事故を防止・抑制するため各社一丸となった「バス
　　車内事故防止キャンペーン」の期間を設け運転者に対しゆとり運転・ゆとり乗降の推進に
 　 努めました。
　○交通事故発生時のドライブレコーダーで得られた映像データーやヒヤリハット報告をもと
　　に事業者一丸となった安全意識の向上に努めました。
　○乗務員の高齢化に伴い、健康問題に起因する事故の発生を未然に防止するため助成制度を
    利用した運転適性検査(適齢)や睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査等を実施しました。

（3）運転者確保と働き方改革について
 人口減少・少子高齢化の問題を抱える地方域において、公共交通機関としてバスへのニ
ーズが高まる半面、事業者は深刻な乗務員不足に直面しています。
　この問題は決め手が見いだせない難しい問題でありますが、バス協会ではこれを個性の
問題とせず、他県協会の乗務員確保・育成の取り組み状況、女性運転者の活用等を検証し
さらに各会議イベント等の機会に現状の広報・告知に取組みました。

（4）生活路線維持対策について
　鹿児島県の公共交通機関は、人口減少や高齢化及びマイカーへの依存の高まりで利用者

　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和3年度　事業報告

会員数　74



は年々減少の一途をたどっており、さらに昨年は新型コロナウイルス感染症の影響も加わ
り利用率や収支率が大きく低下しました。
　これにより運行形態の見直しや減便等が避けられない状態であるため、それぞれの市町
村公共交通会議に参画し、事業者のおかれている状況などを踏まえ「誰もが利用しやすく
地域全体で作り上げる持続可能な交通環境のまちづくり」のため市民、事業者、行政、民
間団体等と連携して取組んできました。

（5）環境問題への取組みについて
　エコドライブの推進、燃費性能の維持向上に配慮したきめ細かい点検整備の励行をお願
いし、また「不正改造車を排除する運動」の広報や環境対応車普及促進に努め車から排出
されるCO2排出量削減に積極的な取組みを推進しました。
　さらに、通勤及び業務時、並びに休暇におけるレジャー等における移動についてはでき
る限り鉄道、バス等の公共交通機関利用の促進を訴えてまいりました。

（6）公益社団法人としての活動について
　共同バス停標識や上屋の総点検を実施し、設置改善に努め安心してバスを利用できる環
境づくりを進め運輸事業振興助成交付金を有効活用した公益性をもった事業展開を図り、
バス利用者の利便向上に努めました。

（7）貸切バス適正化事業について
　九州貸切バス適正化センターにおいて実施されている巡回指導は、新型コロナウイルス
感染症の影響により十分な実施がなされていませんでしたが、令和３年度は令和４年１月
末で82事業所において実施されました。
　事故を未然に防止するために平成２８年１月に発生した軽井沢スキーバスバス事故を受
けて実施されている本制度は、事業者に対し専門的指導を実施し事業者にとっては有難い
ことでありますが、「適正化センターの運用が事業者からの負担金である」ことが問題に
なっておりますので、再度、適正化センターに対し安全評価制度基準のあり方と巡回指導
及び負担金制度の見直し等を国へ要望し訴えてまいります。

（8）貸切バス事業安全評価制度について
令和3年度は三ツ星事業者11社を含め､県下37社が認定を受けております。
引続き申請全事業者の認定を目指すと共に、同制度の拡大に向け支援し、更に各エージェ
ント、自治体及び教育関係団体へも認定事業者の優先利用の促進を積極的に訴えてまいり
ます。

3．新型コロナウイルス感染症拡大に伴う関係団体等への要望について
(1) 鹿児島県知事へ新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの優先接種について

の要望書を提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和3年6月吉日)
要望内容　　県民と経済のライフラインを確保するため従事している乗務員
　　　　　　に対し優先的にワクチン接種の要望

(2) 鹿児島県知事へ本県観光事業の促進に伴うバス事業者への幅広い支援の要望
について要望書を提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和２年５月２８日)　 (令和3年9月２1日)
要望内容　○教育旅行貸切バス追加借上支援事業の期間延長について
　　　　　○修学旅行・日帰り旅行の取り消し手数料の補填について
　　　　　○接種証明書(ワクチンサポート)を活用した経済活動の再開策について
　　　　　○かごしま国体延期に係るバス確保協力事業者支援金の創設について

(3) 鹿児島県知事及び県議会議長へ貸切バス事業者及び空港連絡バス運行事業者に対する
事業継続支援金の要望書を提出

(令和３年10月7日)
要望内容　　国体延期等の影響を受けている貸切バス事業者バス１車両当たり３０万
　　　　　　円の事業継続支援金の措置を講じてもらいたい。

(4) 鹿児島県知事へ「今こそ鹿児島の旅(第２弾)」による日帰り旅行商品等への適用拡大につ
いての要望書を提出

(令和３年10月11日)
要望内容　　宿泊に限定されているが日帰り旅行商品等への拡大適用を要望



(5) 鹿児島県知事と面談し貸切バス事業への支援陳情
萩元会長他３名の理事が知事と直接面談し、貸切バス事業者の現状は未だに厳しい状況
であることを生の声で訴え、貸切バスへの支援をお願いしました。

(令和３年12月27日)

4.運輸事業振興助成交付金事業について
　令和3年度は、28,468千円の交付金を基に事業をすすめてまいりました。
事業内容は交通安全対策費として、主に適正・適齢・初任診断及び、SAS対策の助
成、バス停留所及び上屋の点検整備を初めとする輸送施設整備・補修に取組みまし
た。

※主たる事業
　①交通安全対策費 　　適性診断　377名　　一般講習　323名
　 　　適齢診断　311名　　無事故運動ステッカー　1、400枚　

　　初任診断 　93名　　SAS対策補助　537名（無呼吸症候群）
　②共同バス停標識施設　 　　 6基　　　桜ケ丘西小上屋移設他　　
　③共同バス停標識補修　 　 　2基 国道3号電照共同ポールまとめ他

　⑤輸送サービス改善費　　 紙コップ36,000個 ゴミ袋140,000枚
　⑥バスの日事業

＊バスの日配布用グッズとして　　
アルコール除菌ウェット　4,000個　ホイッスルライトペン4,055個

5.表彰
① 九州運輸局長自動車関係功労者表彰
　＊令和3年11月25日　  
　　　事業者　　南国交通㈱　6名　鹿児島交通(株)　2名

②日本バス協会観光バスガイド褒章
　＊令和3年6月1日　  
　　　事業者　　南国交通観光㈱　３名　鹿児島交通観光バス㈱　２名

③日本バス協会優良運転者会長表彰
　＊令和3年12月1日　  
　　　事業者　　鹿児島交通㈱　２名　南国交通㈱　１名　　鹿児島交通局　１名
　　　　　　　　南国交通観光㈱　３名　種子島・屋久島交通バス㈱　２名

④自動車運送事業者の自動車無事故表彰
　＊令和3年8月31日（第1回）　  
　　　事業者　　鹿児島中央観光バス㈱　　㈱あづま交通
　＊令和4年2月28日（第2回）　  
　　　事業者　　南薩観光㈱　　鹿児島交通観光バス㈱　　種子島・屋久島交通㈱

6.会議
（1）総会　　

　令和３年度鹿児島県バス協会通常総会
　　日時　令和3年6月24日（木）　　15時30分～17時20分
　　場所　鹿児島サンロイヤルホテル　(太陽の間)
　議題　
　　1号議案：令和2年度事業報告及び収支決算並びに運輸事業振興助成
　　　　　　 交付金に係る収支決算書承認の件・監査報告
　　2号議案：令和3年度会費納入規定(案)の承認の件
　　3号議案：令和3年度事業計画及び収支決算(案)並びに運輸事業振興助成交付金
　　　　 　　に係る収支予算(案)の承認の件
　　4号議案：定款の一部変更について
　　5号議案：任期満了に伴う役員改選「新役員推薦」(案)について
　　6号議案：令和3年度安全輸送決議(案)について

　④バス停施設管理費　空港南・高速伊敷バス停清掃料　　電照式バス停電灯料



（2）理事会
①令和3年度第１回理事会
　　日時　令和3年6月14日（月）　　11時00分　～　12時00分
　　場所　岩崎本社ビル2階会議室
　議題
　　1号議案：令和2年度事業報告
　　2号議案：令和2年度収支決算並びに運輸事業振興助成交付金に係る
　　  　　 　収支決算承認の件
　　3号議案：令和3年度通常総会ついて
　　4号議案：任期満了に伴う役員改選「新役員推薦(案)」について
　　5号議案：定款の一部変更(案)について
　　6号議案：磯新駅設置についての車両交通量調査について
　　7号議案：令和3年度大会決議(案)について

②令和3年度第2回理事会
　　日時　令和3年11月22日（月）　　14時00分　～　15時05分
　　場所　南国センタービル４階「C会議室」
　議題
　　1号議案：令和3年度事業上期(４月～９月)事業報告
　　　　 　：令和3年度運輸事業振興助成事業報告
　　その他報告説明事項
　　　　　　(1)バス事業者の現状について
　　　　　　(2)鹿児島県等に対する要望活動について
　　　　　　(3)鹿児島県バス協会会員の現状について(脱会報告)
　　　　　　(4)九州貸切バス適正化センターの状況について
　　　　　　(5)新磯駅設置問題について

③令和3年度第3回理事会
  　日時　令和4年3月28日（月）　　14時00分　～　15時20分
　　場所　南国センタービル４階ビル「C会議室」
　議題
　　1号議案：令和４年度会費納入規定(案)について
　　2号議案：「バス利用者施設等整備事業」デジタルサイネージ設置(日本バス協会との協
　　　　　　調事業)に伴う協調事業費の一部負担について
　　3号議案：(1)令和4年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
　　　　 　　(2)令和4年度運輸事業振興助成事業の運用計画(案)について
　

その他報告事項
　 　　　　(1)令和3年10月から令和4年3月までの事業経過報告
　 　　　　(2)鹿児島県からのバス事業者(乗合・貸切)への支援金について
　 　　　　(3)仙厳園周辺の交通量調査結果について
　 　　　　(4)鹿児島県バス協会会員の状況(退会報告)について

(3)運輸事業振興助成委員会
　 ①令和3年度第1回助成委員会

　日時　令和3年6月29日（火）　　16時00分～16時40分
　議題　(1)令和2年度運輸事業振興助成事業の実績報告について
　　　　(2)令和3年度運輸事業振興助成事業の運用計画案について

②令和3年度第2回助成委員会
　日時　令和4年3月2日（水）　15時30分～16時30分
　議題　(1)令和3年度運輸事業振興助成事業の中間報告について
　　　　(2)令和4年度運輸事業振興助成事業の各事業者に於ける共同事業
　　　　　の要望・計画案について

（4）九州貸切バス適正化センター関係
令和3年6月8日 九州貸切バス適正化センター理事会(書面)

令和3年11月15日 九州貸切バス適正化センター理事会(オンライン)
令和4年3月9日 九州貸切バス適正化センター理事会



（5）地域公共交通会議等
令和3年4月13日 枕崎市地域公共交通会議

4月27日 鹿児島市地域公共交通会議
5月11日 姶良市地域公共交通会議
5月21日 南九州市地域公共交通協議会
6月10日 南さつま市地域公共交通協議会
6月18日 第１回鹿児島市第二次公共交通ビジョン策定協議会
6月26日 鹿児島市第二次公共交通ビジョン策定協議会幹事会協議会
6月24日 志布志市地域公共交通協議会

11月15日 第2回鹿児島市第二次公共交通ビジョン会議幹事会
11月26日 南九州市地域公共交通協議会
11月29日 鹿児島市地域公共交通協議会会議
12月23日 枕崎市地域公共交通活性化協議会会議

令和4年1月14日 伊佐市地域公共交通会議
1月17日 姶良市地域公共交通会議
1月21日 薩摩川内市地域公共交通協議会
1月24日 第２回いちき串木野市地域公共交通会議
1月28日 曽於市地域公共交通協議会(書面)
2月21日 枕崎市地域公共交通協議会(オンライン)
2月24日 曽於市地域公共交通協議会(書面)
3月4日 日置市地域公共交通協議会
3月14日 南九州市地域公共交通協議会
3月24日 志布志市地域公共交通協議会

（6）交通安全関係会議
令和3年4月20日 鹿児島県交通安全県民運動推進協議会常任委員会

5月17日 鹿児島県交通被災者たすけあい協会理事会
5月19日 令和3年度鹿児島市交通安全市民運動推進協議会
7月20日 鹿児島県交通安全県民運動推進協議会常任委員会
8月26日 鹿児島県陸運関係自動車事故防止対策推進会議
8月26日 令和3年度第１回交通渋滞対策会議

10月19日 第90回事故防止対策委員会(福岡)
11月25日 令和3年度年末年始の輸送等に関する安全総点検の打ち合わせ会議

令和4年1月19日 2021「セーフティチャレンジ交通安全コンテスト」抽選会
2月2日 鹿児島県交通安全フェア実行委員会幹事会
2月7日 鹿児島県交通被災者たすけあい協会理事会
3月18日 鹿児島県渋滞対策会議

（6）鹿児島国体関係会議
令和3年4月22日 燃ゆる感動かごしま国体大会霧島市実行委員会

5月10日 燃ゆる感動かごしま国体姶良市実行委員会第６回総会
5月12日 燃ゆる感動かごしま国体鹿児島市実行委員会第７回総会
7月30日 鹿児島市国体常任委員会

令和4年3月29日 燃ゆる感動かごしま国体実行委員会第１０回常任委員会

（7）その他諸会議
令和3年4月16日 令和３年度鹿児島観光連盟観光事業者功労者表彰選考委員会

4月20日 鹿児島労働基準局訪問指導調査(国分観光)
5月7日 令和３年度鹿児島空港国際化促進協議会
5月18日 令和３年度鹿児島東西・南北幹線道路建設促進期成会総会
5月25日 九州バス協会第８０回通常総会
5月27日 令和３年度鹿児島空港国際化促進協議会総会
5月27日 協同組合鹿児島県陸運会館令和３年度第１回理事会
5月28日 令和3年度第2回公園公社理事会
5月28日 第１５回鹿児島県志布志・大阪航路利用促進協議会総会
5月31日 鹿児島県観光誘致促進協議会第３６回通常総会
6月2日 令和３年度観光かごしま大キャンペーン推進協議会通常総会
6月16日 日バス定時総会及び緊急理事会
6月17日 鹿児島県観光観光連盟令和３年度定時総会



6月18日 令和3年度鹿児島県開発促進協議会総会
6月28日 協同組合鹿児島県陸運会館第４２回通常総会
6月30日 令和３年度桜島火山災害対策委員会
7月1日 鹿児島労働基準局訪問指導調査(長島観光)
7月9日 令和３年度第１回クルーズ船連絡会議
8月6日 おはら祭振興会理事会
8月11日 令和３年度第１回スポーツキャンプ対策県連会議
8月20日 令和3年度第１回貸切バス専門委員会(オンライン)
8月31日 第１回第３次鹿児島市交通バリアフリー基本構策協議会
8月31日 鹿児島駅前広場に関する事業者会議
9月1日 友好団体要望に係る個別意見交換会
10月7日 令和３年度第２回クルーズ船連絡会議(オンライン)

10月14日 鹿児島労働基準局訪問調査(こうやま霧島)
10月18日 九州運輸支局長と運輸関係団体との意見交換会
10月21日 令和3年度原子力防災訓練第1回会議(オンライン)
10月22日 令和3年度人材確保対策推進会議(オンライン)
10月29日 九州バス協会事務連絡会議
11月4日 鹿児島労働基準局訪問指導調査(岩切観光)

11月12日 鹿児島市避難対応作業部会
11月12日 鹿児島港利用促進協議会・鹿児島海外観光受け入れ協議会
11月16日 第２回第３次鹿児島市交通バリアフリー基本構想策定協議会幹事会
12月2日 鹿児島労働基準局訪問指導調査(さくら交通)

12月14日 第３６回鹿児島県観光誘致促進協議会合同研修会
12月21日 鹿児島市障害者差別解消支援協議会
12月22日 鹿児島市大量火山灰対策避難対応作業部会会議
12月15日 鹿児島労働基準局訪問調査(霧島観光バス)
12月17日 鹿児島市大量火山灰対策避難対応作業部会会議

令和4年1月6日 令和4年新年賀詞交歓会
1月7日 令和4年観光関係者新年互助会(会長)
1月12日 第5回かごしま都市マスタープラン策定協議会(会長)
1月13日 令和3年度スポーツキャンプ対策鹿児島地域連絡会
3月17日 令和3年度公園公社通常理事会
3月17日 日バス運営委員会(会長)
3月25日 令和3年度観光かごしま大キャンペーン推進協議会(会長)


