
平成31年 1月 18日 (金 )

日本自治体労働組合総連合・公鷲企業評議会  【自動車局旅客轟機

1.規 lll緩和による民間企業の路線バスヘ辣参入は、公営バス事

業の優良路線のみが民営バスに奪われる悪循環を招き、結果と

して財政悪化が進み、地域の足、特に過錬地の住民の足を奪う

結果となっている。規制緩和策を改め、地域公共交通の確保辱維

持督改善のための補助金の充実を行うこと。

(国答 )

○ 過疎化の進展や少子高齢化等に伴う利用者の減少により、地

方バスは大変厳しい状況にあり、地域社会の維持攣活性化の観

点から、地方バス路線の確保中維持を図つていくこと|ま 重要な蝙題

であると認識しております。

○ このため、国土交通省では、地域公共交通確保維持改善事業

により、幹線バス交通、デマンドタクシー、離島航路等の生活交通の

確保・維持等への支援を行つております。

○ 平成31年度予算案においては、地域公共交通確保維持改善

事業全体として、約220億 円、対前年度比10億円増 (1.05
倍)を計上しております。



平成31年 1月 18日 (金 )

日本 自治体労働縄合総鷺合謝公営企業諄楼磯  鏃凸動車図旅客塚機

2栞 骰諸Jは和による民間企業による蝙綴バスヘ瘍参入は、

国スト優先による運営によつて、整備不卜や労勒 3童イ臨、運

転手の使いなてやレベルの低下を紹き、熊審鰊鍼金の

面からも改善すべきに瘍で鉤檸規幣1緩和政策の見直しを

イテうこと。

(国答 )

○ 平成14年の道路運送法の改菫まこよ檸、業舎バスM鑢鰊

需給調整が颯止されました。これは、ぬ菫鰊確保を鶉機に、

事業者間の競争を促適し、事業者の倉f意工夫を生かしたサ

ー飩スの提供や事業瘍鉤率に、溝罐化をRることにより、利

麗驚摯j援を自量させることを目的とするものです。

○ 一方、バス事業の労働環境の実態をみると、長時間労

働、低い賃金水準、運転者の高齢化、女性の担い手瘍少な

さなどが課題であると認識しております。

⑪ このため、省庁饉断的に対策の検討を行う「自動車運送

事業の働き方改革に輻すはM薇毯庁仁絡奎議」を設置し、

聰年5月 30日 に「白笏膀運送朕鼈隋働者方改革に向けた政

府行動計画」を策定いたしました。

り また、日本バス協会においてに、昨年3月 にFバス壌簾に

絣ける働き盪嶼草の実巫鍾冬わたアクシコンプラ顆Jを策定

し、熊罪として取り組む事項や蜀厄舛労働の肖1減に関する

数値 目隕などを定め、積極的に取檸縄んでいくこととしてい

ます。



〇 今後とも、官民連携 |こ なり、KK燿 釉飩颯隆繹 !通 ぬけた

取織を進めてまいります。



平嶼31年博周18日 (金 )

日本自治体労働組合総連合・公営企業評議会【自動車局安全政策課】

3,国 の進める「働き方改革関連法案」における超過勤務

時間規制等について、運輸業界がその適用猶予を行おう

としてしヽることに対して、来客のは金とバス運転者のワー

クライフバランスの面から問題点密指摘し各省庁に働き

かけること。

(国答)             ′

○ バス事業を含む自動車運送事業や運転者については、

その労働時間が、全産業平均と比はして約 1害1か ら2割長

く、また、時間外労働時間も全職業平均の約2倍から3倍の

長さとなつており(※ )、 長時間労働の状況にあります。

※総務省「平成29年就業構造基本調査」より

◎ 自動車の運転業務に対する時間タト労働の上限規制の適

用にあたつては、
・ これまで、一般労働者とは異なる労働特性を踏まえ、い

わゆる「改善基準告示」※により、休憩時間や待ち時間も含

めた「拘束時間」について別途上限を定め、利用者の安全

確保や労働条件の改善を図つてきたこと

※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平 成元年労1動 省告示第7号 )

J時間外労働の上陪規 tllに対応するためには、生産性を

向上させた上で、新たな勤務・給与体系等を確立するのに

一定の準備期間を要すること

・ バス攀タクシーの運転に必要な第二種運転免許を有する

人材の確保蟻育成には一定の期間を要すること
織利用者や発注者の理解や協力も得る必要があること

などといつた実態や国民生活への影響を踏まえ、実効性が

確保されるように進めていくことが重要であることから、5年

の猶予期間を設けた後、年960時間を上限とし、将来的に



は一般則 (年 72●躊間)の適用を円指すこととされました。

○ もちろん、5年の猶予期間内は現状を放置するという意味

ではなく、まず Iま 年960時間の上限規制に確実に対応でき

るよう、また、その後 |ま 一般則の適轟に向けて長時間労働

を是正けているよう、N血交通省とし熙関係省庁や事業者と

違撓しやつ、しつかり鶉褪を進褥てみ憔ます。



平成31年 1月 霧8日 (金 )

日本自治体労1動 組合総連合 感公営企業評議会 【自動車局安全政策課】

蝶.闊土交通省が20〔 7年 !進 行 つた「バス運転者の労働時

凸鞣‡通ついてのアンター ト塵又絣翔て、多 くの運転手

が十分な睡眠時間が取れてりなしhな ど鰊遜労運転の実

態が明らかとな り、2018年 6月 |こ 行つた旅客自動車運送

事業運輸規員1及 び甕物自動車運送事業儡送安全規則の

一音F改正では、事誂者が乗務員を乗務 させて !ま なぷな

い事由等 としてはな不足を追加。事芙者 Iま 鑢務前躁に

行 う点呼におしヽて 「睡眠不足により安全な運転をする

ことができないおそれの有辣逼の報告を求め確価を緒

い、運転者が遵守すべき事項 として「艤畿不足 !こ より

安全な運転をすることができない等のおそれがあると

きは、その旨を事馘者に申し出ること」となつたが、

実 1青 では給与減は、人賽考曖警を気 !通 して運転者が睡

藤纂足を靱 し出難い状況 とな り、危鰺運転を動長すほ

結果となつて輌る。

従 つて、労働大臣告瀑 「自靱車運転者の労働時間等の

改善のための基準」 (平成元年労働省告示第 7号)が、

路線バス運転手の過酷な勤務 を譲す温藤 |こ なつている
ことを改めて誡識 し、具体的な改善策を立案するとし

もに、厚労省に改善の働きかけをすること。

(図答)

○ 平成 29年 にバスロ颯磯及筈兆ス事鯰者 に行 つたアン

ケー トで、睡眠時間が 脩蝙舅祓儡痙紆滲饒が鶉 軋騒院 とい

う結果で又つたこと等を賠まえ、辟菫交遇雀では、冬眠 拶

運転に起因する事故を防止するために平成 30年 6月 に‖

係省令等を改正 したところです。

○ また、改善基準告示は厚生労働省所管であり、その見

直 しについては基本的には厚生労働省においてご検討いた

だく亀鰊と考えてね憔ますが、国主交通省としヽたしまして

は、同告示見直 しまこ辣る検討を行う際に拡、自動車運送事



業を所管する立場か 必、実態を踏まえつつ長時間労働の是

正が進むよう、厚生鮮慟鶴 |こ 対 し、適%に協力 して参 りた

いと考えております。

○ なお、改善基準告示について |ま 、従来か ら、公益代表、

労働者代表、使用者代表の 3者が、自動車運送事業の実態

を賠まえた議鑽を行り、合意形成を図った上で制定 目改正

されていることか ら、ご指摘のよ惨な見直 しを行 う場合に

R、 これ ら3者におし亀て実なを踏畿えた褥論を行い、合意

形成を図つていただ く必なが聰蝙もり な轟識 して為 りま

す。

○ また、改善基準告示につきま して |ま 、先般厚生労働省

が公表 した統計 (※ )に よれ |&、 監骰鑢導入施事硫鰈のう

ち、改善基準告示に違反 したメ業場鰊割合蝠ヾ、 トラック事

業者で約 69%、 バス事業者で約 5 mO/o、 ブ、ィャー 奎タク

シー事蕪者で約 450/oに も及んでおり、現行の基準す ら十

分に遵守されていない実態にあります。
(※ )「 自動車運転者を使用する事業場に対する平成 20年の監督指導、送検等の状況」

① こうした実態を踏まえますと、長時間労働を実際に是

正 顆熙鑽くた軋まこは、まずは、現行の規制の実効性を高め、

法令灌書をは冬さ鬱蝙ことが重要と考えており旗す。

○ このような観点か ら、R土爾之省と場た し議 して‡よ、

関係省庁や産業界の協力を得つつ、労働生産性の向上や多

様な人材の確保 圏育成、取弓1環境の適正化などの環境整備

に取 り組むこととしております。また、長時FEE労 働に対す

る抑止力を強化するため、昨年 7月 魂目に過労運転防止関

連違反に係る行政処分鰊処分量定の引き上げを行つたとこ

ろです。

○ 引き続き、厚生労働省 と緊密に連携 し、自動車運転者

の長時閣労働の是正に努めて参 ります。



平成31年 1月 18日 (金 )

M本 自治体労働組合総連合覇機営企業諄議会【自饒撃局安全政策鱚】

膵嬢 過酷な効務実はや申でE颯者のは鰊率は高く、議た、

過労運転など乗客鰊安全管理の面からも深亥1な事態とな

ってしヽる。は改正に絣ける)R颯者が痰颯緻より安hな運

輸ができないおそれがある状態で事誂用自動車を運転す

はことを防止するた鶉に必蜻な炒学的鵞冬に基づく鑢置」

仄こ対する実施実態のIE握と鰤%に、革業は |こ 対し写蜃則

も含めた強tll力 を持つものとすはなど労働環境改善義務

を毯亀すること。

(鯉 答 )

○ 遇労との因果尚係が高いとされて鑽鼈漑難J鹸臓疾患傷赫

災支給決定件数は、厚生労働省の統計によれば、平成29

年度∫通おいて、自動車運転従事者は89轄発生してお塀、そ

の■贅率は他糞ほと比べて凸釉しヽ水準に聰院と轟鋏してしヽ

ます。

◇ 憮痛運転の褥虚につりで、N土交通雀では通れまでに、

道路運は法等に基づき、運送睾業は‡通対して、
日点呼による運転者の健康状態魏確慧の義務付け
鵞卜転者の定燎褥康診躙の確褥付け

ギ運雉者の健康管理マニュ写ル薗魏遵守の徹冬

等を行つてきたところです。



○ 「道路運送法及ざ貨魏炒動鯰饉送朕蟷法瘍―饉讐な正

する法律」成立の際に、衆議院国主餃通委員会の決艤によ

り蒻鋳‡通鸞骰でなされた要請に従い、国土交通省としては、

徊巖起囚事故を弓|き起こす可能性のある疾病の早期発見

|こ 有効と考えられる脳ドック、心臓ドックなどのスクリーニン

グ検査について、医学的知見をはまえた調査研究を実施

し、事業者と螂 生童幽重量餡堕墾麹宣■血盪餃炒上
て旗いります。

◎ 侑辟上で、ガイトライン鰊冬財疑睦にな場晰鰺鰺陵軋饉飩

主的なスクリーニング検査の導入拡光に取り組むこととして

おります。

○ これはの対応を行つた後、スクリーニング検査の普及状

M、 事魏鑽負糧コ事糞警菫洟魃翼咤し、業轟警取り難く機畿

情勢など書適切に見極めた上で、麗i辱 必要となる措置豊控

討することとしております。



平成31年 1燿 18褻 (寵 )

騒本彰治体労働組合総連合繭磯量企硫評議袂  霞自動車局旅客鏃】

64非正規職員と正規職員の労働条件り差を壊消するよう

国交省として事業者や関係省庁に餘きか Iす ること。特に

非正規職員の賃金 lま子育てなどを担う現役世代、60歳無

年金鸞代にとって重要な餃題であり、人材確保の面から

も現鰈の実態調査を行しヽ改善に蒻 |ナた対策を行うこと。

(国答 )

① スス運鰺磯聰凸会や赫餘条蝙ねついては、基本的に|ま 、

鵞餘濾蝿や甕全な ell鰊 下で、労使 FEEの合意により決定され

はべきちりと考えますが、バス事業は、我が国鰊爾鸞饉溝

や経済活動を支える重要な公共襄適饉渕としての役害Jを担

つてしヽ【軋なから、そ瘍覺紆季鰊鶉保は非常に重嚢で趙踪と

軋讀はでけヽます。

〇 腋かけながら、バスir_転者におけ鶉亦勤求人倍率 iま 、平

腋R9年度で2.09と、全職業畢軋 (璃 .35)と比べ1.5籍以

上となつてあ拶、簸傷塵鼈旗琴もさらに人手不足が深覺な状

況に雉り康す。

○ このた鼈、パスを含を自動車運送事眈 |こ ついて、省庁横

蒻鵜に対策蜀検討を行う「自動車睦送事業の働き方改革に

ドする関係省庁i3_絡会議重を設翅け、昨年5月 30日 にF鯰 動

車運送事業の働き方改革に向けた政騰繕動計画」を策定し

畿した。

O 具然馘に1よ 、労働生産性を向上させる取り組みとして、貨

客混載の促進や、A型バスがライバー勢融通のため蜀検討



などを行うこともに、女性が働きやすい職場環境の整備や二

種免許の取得支援などを関係省庁な連携濾て取り組んていく

なととしています。

○ また、聞本バス協会においても、降年3月 に「バス事業に

おける働き方改革の実現‡こ向けぬアクションプラン」を策定

け、パス事業におけ咤餘き方改革の実現に向けて、熊罪とし

て取り組む事項や鋳聞外労働の肖1減ぶこ関す薇数40L舅 標など

を定め、積極的に取り組んでいくこととけてしヽ旗す。

○ 今位とも、官民連機によ憔、バス運転手の確保に向 Iサた取

り組みを通儡てましヽります。



平成31年 1月 18日 (金 )

日本白治体労働組合総連合彎公心企業評議会  顔自動車局籐客轟】

7.大型二種免許保鶴者数 |ま 高齢化と取得者数の減少が

進み、剰権のバス舅な手は全体鍼わずか2%となり、今

後の事誂R4_営 に支障を来す状況となつている。若しヽ人材

確保のため、正規採用を前提とした養成制度などに対し

て閂癸省としても辣靱口支援な屏蝙具体策を主捩疱!進取り

儡劣こと。            ′

(図答 )

◎ バス事業は、我がN鰊 圏常生活や綺饒巡mを支え薇重

要な公共交通機関としての後害Jを担つてしヽることから、その

担い手の確保 Iま 非鸞に重要であにと認識しています。

○ 国土交通雀

「

平成26年 |こ 夭施した求職者アンター料で

iま 、バス運転者への応募意向を持つ者が会社を選ぶ際に

重視する点として、「未経験者も安 Iい して働ける」、「研修制

度充hJ「挙 lずられたところです。

○ そのため、Kス運転者求鶉書の不安解消や中ノ』ヽ企業の

多いバス事業者の負担の軽減を回り、効果的趙効率的な人

材育成の仕細みを構築するた軋0モデル事業に係蜻予算

を要求してしヽるとこうでおり、人褥●文,ウハウの共鰊化や

人材育成の共爾化を推進す罐予定としてしぬ議す。



平成31年 1月 18日 (金 )

日本自治体労1動縄合総連合畢公営企業評議会  【自動車局旅客講】

8=バ リアフリーイLの ための国のよ援策を要に推進するととも

に、停留所等のス回―プ化、国満な運行を阻書する停留所に

お |す る違法駐停車車両の対策を関係省庁に働きかけること。

(国答 )

○ 国土交通省としては「地域公共交通確保維持改善事業」によ

り、ノンステップバスの導入や鉄道駅のポーム ドアの整備等の

バ リアフリー化の推進に向けたな鰻を支援するため、平成 31
年度予算案において、約 220億 円を計上 しているところです。

○ 停留所等命スロープ化について Iよ 、「還院の移動円滑化基準

(国 の省令 )」 において、低床バスが歩道に近接 し、通切にス回

―プ板を設置できる歩遵等の高さを確保 し、道路縦断方向に

ス 回―プを設けることとしてお り、障害者等の移動等円滑化

が図られているところです。

○ また、停饗所における選法駐停車車両鸞策につきましては、機会

を捉えて熙係省慮へ働きかけて参りたいと考えております。
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9。 地球温暖化対策辱G③ 2肖1減の鬱界的な蟷り組みに対し、公共

交通が率先して再生可能エネルギー摯1用 、ハイブリッド車、電気

自動車、水素自動車などの導入を検討するとをもに、Rに国とし

て補助金争」度等翁拡大に取り組むこと。

(N答 )

○ 国土交通省で|ま 、環境に優しい自動車社会の実現に向け、自

動車交通分野における地球温暖化対策及び大気汚染対策を強力

に推進するため、ハー ド・ソフ ト両面から総合的な施策(を 推進

してしヽるところです。

○ このため、地域の計画と連携して、環境にやさししヽ山動車の

集中的導入や、買い替えの促進を図る事業を対象して「地域交

通のグリーン化に向けた次世代自動車警及促進事業」により、

公営事業者も含めたバス事業者に対する、電気バス 機プラグイ

ンハイブリッドバスやハイブリッドバスの導入補助を実施 して

ひると正ろで轟り、平成 31年度についても所要緩を確保 して

いるところです。

O 今後も、環境にやさしい自動車の普及促進等に向け、通切に

対応 してまいります。


