平成２９年度事業報告（資料）
Ⅰ

会員数
事業の種類

期

一般乗合・一般貸切事業兼業

期

末

２1

２１

一般乗合旅客自動車運送事業

２

２

一般貸切旅客自動車運送事業

５０

５３

特定旅客自動車運送事業

０

１

その他

４

４

７７

８１

合
Ⅱ

首

計

会議
１．第７０回定時総会
平成２９年６月７日（水）１５時００分から、静岡市駿河区南町「ホテルセンチュ
リー静岡」において開催し、審議の結果、各議案について可決承認した。
第１号議案

平成２８年度事業報告について

第２号議案

平成２８年度計算書類等の承認について

第３号議案

平成２８年度公益目的支出計画実施報告書について

第４号議案

理事及び監事の選任について

報告事項
１．平成２９年度事業計画について
２．平成２９年度収支予算等について
２．理

事

会

第１回理事会
平成２９年５月１７日（水）１３時３０分から、当協会研修室にて開催し、審議の
結果下記事項を可決承認した。
第１号議案

平成２８年度事業報告の承認について

第２号議案

平成２８年度収支決算の承認について

第３号議案

平成２８年度公益目的支出計画実施報告書について

第４号議案

理事及び監事の選任等について

第５号議案

定時総会への提出議題について

報告事項
１．中部貸切バス適正化センターについて
２．「障害を理由とする差別解消推進県民会議」について

第２回理事会
平成２９年６月７日（水）１４時００分から、静岡市駿河区南町「ホテルセンチュ
リー静岡」にて開催し、審議の結果下記事項を可決承認した。
第１号議案

省エネルギー運転優秀会員表彰について

報告事項
１．当協会の第７０回定時総会について
２．日本バス協会定例理事会について
臨時理事会
平成２９年６月７日（水）１６時４５分から、静岡市駿河区南町「ホテルセンチュ
リー静岡」にて開催し、審議の結果下記事項を可決承認した。
第１号議案

代表理事（会長）等の選定について

第３回理事会
平成２９年９月２０日（水）１３時３０分から、当協会研修室にて開催し、審議の
結果下記事項を可決承認した。
第１号議案

職員就業規程及び経理規程の一部改正について

第２号議案

中部貸切バス適正化センターとの業務委託契約について

第３号議案

日本バス協会委員会委員について

第４号議案

新規入会会員について

報告事項
１．日本バス協会定例理事会の概要について
２．公益目的支出計画実施報告書等について
３．財政的援助団体等の監査について
４．静岡呉服町第一地区市街地再開発組合の解散後の清算結了について
５．貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視の勧告について
第４回理事会
平成３０年１月２４日（水）１３時３０分から、当協会研修室にて開催し、審議の
結果下記事項を可決承認した。
第１号議案

事業用バス運転者表彰規程の改正について

第２号議案

旅費規程の改正について

第３号議案

廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定締結について

第４号議案

新規入会会員について

第５号議案

平成３０年度定時総会等の日程について

報告事項
１．日本バス協会定例理事会について
２．全国高等学校総合体育大会広報用ポスターの掲示について
３．東京２０２０オリンピック・パラピンピック競技大会関係輸送について

第５回理事会
平成３０年３月２０日（火）１３時３０分から、当協会研修室にて開催し、審議の
結果下記事項を可決承認した。
第１号議案

平成２９年度収支決算見込みについて

第２号議案

平成３０年度事業計画（案）について

第３号議案

平成３０年度収支予算（案）について

第４号議案

運輸事業振興助成交付金事業について

報告事項
１．平成２９年度事業報告について
２．中部貸切バス適正化センターについて
３．グランシップに対する爆破予告について
４．再就職等規制に関する制度について
Ⅲ

監事監査
平成２９年４月１９日 協会研修室において、平成２８年度事業内容並びに収支状況
等監事監査を実施

Ⅳ

専門委員会の活動
平成２９年

５月１８日

環境・技術合同委員会

平成２９年

５月２４日

乗合委員会

平成２９年

６月

乗合バス事業要素別原価報告書集計会議

９日

平成２９年 ６月２６～３０日
平成２９年

７月

４日

事故防止委員会

平成２９年 ７月１８～１９日

貸切バス事業監査業務研修

平成２９年 ８月２３日

貸切バス適正化センター指導員研修

平成２９年 ８月２５日

広報委員会

平成２９年 ９月

事故防止委員会

５日

平成２９年 ９月２９日

乗合委員会

平成２９年１１月９～１０日

Ⅴ

貸切バス事業監査業務研修

乗合委員会先進地視察

平成２９年１１月２３日

貸切バス適正化センター指導員研修

平成２９年１２月

事故防止委員会・貸切委員会

７日

平成３０年 ２月２７日

交付金運営委員会

平成３０年 ３月１５日

乗合委員会

平成３０年 ３月１６日

貸切バス事業適正化委員会

平成３０年

事故防止委員会・貸切委員会

３月２６日

運輸事業振興助成交付金
平成２９年

４月２５日

運輸事業振興助成交付金事業執行状況ヒアリング

平成２９年 ７月１９日

財政的援助団体等監査資料事前提出

平成２９年 ８月

財政的援助団体等監査

３日

平成２９年１２月
平成３０年
Ⅵ

６日

運輸事業振興助成交付金事業執行状況ヒアリング

２月２２日

運輸事業振興助成交付金事業執行状況ヒアリング

Ⅶ

静岡県バス活性化委員会
平成２９年１１月２８日

静岡県バス活性化委員会

平成３０年

静岡県バス活性化委員会幹事会

Ⅷ

表

３月

７日

バス利用促進対策分科会

彰

平成２９年

８月２１日

日本バス協会長優良バスガイド褒賞状伝達式

平成２９年

９月２６日

安全運転コンクール合同表彰式

平成２９年１０月１８日

中部運輸局静岡運輸支局長表彰式

平成２９年１２月

日本バス協会優良バス運転者表彰状伝達式

８日

運行管理者の研修、講習、試験
１．運行管理者基礎講習
平成２９年

６月

７～

９日

シズウエル

受講者６５名（会員のみ）

平成３０年

１月１５～１７日

シズウエル

受講者６３名（会員のみ）

２．運行管理者一般講習
平成２９年

９月

６日

裾野市生涯学習センター

受講者４６名（会員のみ）

平成２９年

９月１３日

裾野市生涯学習センター

受講者４９名（会員のみ）

平成２９年１０月１８日

浜松卸商団地

受講者３６名（会員のみ）

平成２９年１０月２５日

シズウエル

受講者６６名（会員のみ）

平成２９年１１月

長岡総合会館

受講者１６名（会員のみ）

平成２９年１２月２０日

シズウエル

受講者１０３名（会員のみ）

平成３０年

静岡県トラック会館

受講者４２名（会員のみ）

９日

２月２１日

３．運行管理者試験

Ⅸ

平成２９年８月２７日 第１回運行管理者試験実施

受験者３２７名（未加入者含む）

平成３０年３月

受験者２４５名（未加入者含む）

４日 第２回運行管理者試験実施

日本バス協会及び中部バス協会関係
平成２９年

５月１９日

日本バス協会

運営委員会・理事会

平成２９年 ６月２２日

中部バス協会

監事監査

平成２９年 ６月２３日

日本バス協会

運営委員会・理事会、定時総会

平成２９年 ７月

６日

中部バス協会

定時総会

平成２９年 ７月

６日

中部バス協会

専務理事会

平成２９年 ７月１１日

中部バス協会

技術委員会事前打合せ

平成２９年 ７月１２～１５日
平成２９年

９月１２日

日本バス協会

日本バス協会

平成２９年１０月１２～１３日

全国専務理事会

運営委員会・理事会

中部バス協会

技術委員会

平成２９年１１月１６～１７日

日本バス協会

運営委員会・理事会、第６２回全

国バス事業者大会

Ⅹ

平成２９年１１月２２日

中部バス協会

職員研修会

平成３０年

１月１６日

日本バス協会

運営委員会・理事会、新年賀詞交歓会

平成３０年 ２月２３日

日本バス協会

全国バス協会専務理事会

平成３０年 ３月２２日

日本バス協会

運営委員会・理事会

その他会議・行事
平成２９年 ４月

７日

牧之原市地域公共交通会議

平成２９年 ４月１０日

税理士調査

平成２９年 ４月１４日

東伊豆・中伊豆地域公共交通活性化協議会

平成２９年

４月２４日

中部の観光を考える百人委員会

平成２９年

４月２６日

静岡県道路利用者会議幹事会

平成２９年 ４月２７日

中部国際空港バスターミナル運営協議会定時総会

平成２９年 ４月２８日

地域公共交通セミナー

平成２９年 ４月２８日

全国高等学校総合体育大会静岡県実行委員会設立総会

平成２９年 ５月

全国高等学校総合体育大会静岡市実行委員会設立総会

９日

平成２９年 ５月１０日

「社会を明るくする運動」静岡県推進委員会

平成２９年 ５月１２日

中部貸切バス適正化センター評議員会・理事会

平成２９年 ５月１７日

静岡県生活交通確保対策協議会地区幹事会

平成２９年 ５月２３日

南伊豆・西伊豆地域公共交通活性化協議会

平成２９年 ５月２４日

移行法人実務担当者説明会

平成２９年 ５月２５日

富士宮市地域公共交通活性化再生会議

平成２９年 ５月２９日

富士市公共交通協議会

平成２９年 ５月３１日

静岡県道路利用者会議理事会・総会

平成２９年 ６月

８日

年金算定基礎届事務講習会

平成２９年 ６月

９日

「夏の交通安全県民運動」推進連絡会議

平成２９年 ６月１２日

しずおか防犯まちづくり県民会議総会

平成２９年 ６月１４日

静岡県広告協会役員会・定時総会

平成２９年 ６月１５日

静岡県観光協会総会・推進協議会委員会

平成２９年 ６月１９日

静岡県交通安全協会評議員会

平成２９年 ６月２０日

静岡県自動車会議所定時総会

平成２９年 ６月２２日

バス運転者の就職説明会打合せ

平成２９年 ６月２４日

呉服町タワー施設管理組合定期総会・呉服町タワー全体管
理組合定期総会

平成２９年 ６月２６日

湖西市地域公共交通会議

平成２９年 ６月３０日

「おんな城主

平成２９年 ７月

３日

静岡県バス走行環境等整備連絡協議会

平成２９年 ７月

６日

富士山静岡空港利用促進協議会理事会・総会

平成２９年 ７月

８日

高校野球開会式

直虎」推進協議会

バス整理・誘導

平成２９年 ７月１０日

クルーズ船誘致連絡協議会

平成２９年 ７月２１日

伊豆市地域公共交通会議

平成２９年 ７月２５日

貸切バス事業許可更新申請説明会

平成２９年 ７月２６日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年 ７月２７日

浜松市交通事故防止対策会議

平成２９年 ７月２８日

安全運転コンクール

平成２９年 ７月２８日

静岡県道路交通渋滞対策推進協議会

平成２９年 ７月３１日

鳥インフルエンザ等発生時の協定締結団体との研修・情報

協会審査会

交換会
平成２９年 ７月３１日

静岡呉服町第一地区市街地再開発組合清算総会

平成２９年 ８月

４日

安全運転コンクール

平成２９年 ８月

７日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年 ８月

８日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年 ８月１５日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年 ８月１７日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年 ８月２２日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年 ８月２４日

静岡県生活交通確保対策協議会幹事会

平成２９年 ８月３１日

牧之原市地域公共交通会議

平成２９年 ９月

４日

貸切バス適正化センター出発式

平成２９年 ９月

６日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年 ９月

６日

テロ対策ネットワーク静岡設立総会

平成２９年 ９月

８日

協会入会事業者現地確認

合同審査会

平成２９年 ９月１４日

呉服町タワーテナント打合会議

平成２９年 ９月１５日

「バスの日」キャンペーン

平成２９年 ９月２２日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年 ９月２５日

中部運輸局長業界懇談会

平成２９年 ９月２８日

中部運輸局自動車事故防止セミナー

平成２９年 ９月２９日

静岡県沿岸警戒協力会連合会総会

平成２９年１０月

４日

静岡県自動車会議所理事会

平成２９年１０月

５日

整備管理者選任後研修

平成２９年１０月１０日

税理士調査

平成２９年１０月１１日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１０月１３日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１０月１６日

静岡県交通安全功労者等表彰式

平成２９年１０月１７日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１０月１９日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年１０月１９日

燃料電池バスの導入に向けた勉強会

平成２９年１０月２０日

ラグビーナンバープレート利活用協議会

平成２９年１０月２０日

中部運輸局次長・自動車技術安全部長業界懇談会

平成２９年１０月２０日

ＪＲ東海静岡支社管内構内組合総会

平成２９年１０月２４日

貸切バス適正化巡回指導・安全性評価認定現地審査

平成２９年１０月２６日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年１０月２７日

協会入会事業者現地確認

平成２９年１０月３０日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年１０月３１日

公共交通事故被害者等支援フォーラム

平成２９年１１月

２日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年１１月

６日

静岡県生活交通確保対策協議会幹事会

平成２９年１１月

７日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年１１月

７日

静岡県生活交通確保対策協議会幹事会

平成２９年１１月

８日

静岡県生活交通確保対策協議会幹事会

平成２９年１１月

８日

安全・安心の道づくりを求める全国大会

平成２９年１１月１０日

「年末の交通安全県民運動」推進連絡会議

平成２９年１１月１０日

東京オリンピック・パラピンピック自転車競技静岡県開催
準備委員会

平成２９年１１月１３日

運輸安全マネジメントセミナー

平成２９年１１月１３日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年１１月２０日

貸切バス安全性評価認定現地審査

平成２９年１１月２１日

燃料電池バスの導入に向けた勉強会

平成２９年１１月２４日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１１月３０日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１２月

１日

静岡市地域公共交通会議担当者会議

平成２９年１２月

１日

ラグビーワールドカップ２０１９開催推進委員会総会

平成２９年１２月

４日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１２月

５日

協会入会事業者現地確認

平成２９年１２月

６日

中部ブロック事業用自動車安全対策会議

平成２９年１２月１２日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１２月１３日

三島市地域公共交通網形成協議会

平成２９年１２月１４日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１２月１４日

「おんな城主

平成２９年１２月１５日

バスレーンマナー向上キャンペーン

平成２９年１２月１８日

静岡市地域公共交通会議

平成２９年１２月１８日

東京オリンピック・パラピンピック競技大会静岡県輸送連

直虎」推進協議会

絡調整会議
平成２９年１２月２０日

運転免許を返納した高齢者の移動支援に関する関係者連絡
会議

平成２９年１２月２１日

燃料電池バスの導入に向けた勉強会

平成２９年１２月２１日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１２月２１日

地域公共交通セミナー

平成２９年１２月２２日

湖西市地域公共交通会議

平成２９年１２月２２日

島田市地域公共交通会議

平成２９年１２月２５日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１２月２７日

貸切バス適正化巡回指導

平成２９年１２月２８日

協会入会事業者現地確認

平成３０年 １月

静岡県知事新年挨拶

４日

平成３０年

１月１０日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年

１月１１日

袋井市地域公共交通会議

平成３０年

１月１１日

掛川市地域公共交通会議

平成３０年 １月１１日

日本旅行業協会静岡地区賀詞交歓会

平成３０年

１月１２日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年

１月１２日

浜松市地域公共交通会議

平成３０年

１月１５日

焼津市地域公共交通会議

平成３０年

１月１９日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年

１月２３日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年

１月２４日

静岡市・静岡県総合防災訓練全体説明会

平成３０年

１月２５日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年

１月２６日

新東名バス停設置勉強会

平成３０年

１月２９日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年 １月３１日

静岡県自動車連合会定時総会・安全運転コンクール実施計
画打合せ会議

平成３０年 １月３１日

中伊豆・東伊豆地域公共交通活性化協議会

平成３０年 ２月１～２日 運行管理者試験事務担当者研修会
平成３０年

２月

２日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年

２月

６日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年 ２月

６日

静岡県地球温暖化防止県民会議

平成３０年

２月

８日

貸切バス適正化巡回指導

平成３０年 ２月

８日

伊豆の国市地域公共交通会議

平成３０年 ２月

８日

静岡県国民保護訓練

平成３０年 ２月１３日

函南町地域公共交通会議

平成３０年

貸切バス適正化巡回指導

２月１４日

平成３０年 ２月１４日

エコドライブ推進街頭キャンペーン

平成３０年 ２月１５日

三島市地域公共交通網形成協議会

平成３０年 ２月１５日

伊豆市地域公共交通会議

平成３０年 ２月１６日

富士山須走口適正利用推進協議会委員会・幹事会

平成３０年 ２月１９日

道路技術審議会

平成３０年 ２月２３日

静岡県生活交通確保対策協議会

平成３０年 ２月２８日

中部貸切バス適正化センター理事会

平成３０年 ２月２８日

貸切バス安全性評価認定説明会

平成３０年 ２月２８日

東京オリンピック・パラピンピック自転車競技静岡県開催
推進委員会

平成３０年 ３月

１日

交通・運輸における女性活躍サミット

平成３０年 ３月

６日

静岡市地域公共交通会議

平成３０年 ３月

６日

ふじのくに安心地域支え合い体制づくり県民会議

平成３０年 ３月１３日

バスレーンマナー向上キャンペーン

平成３０年 ３月１６日

ふじのくにクルーズ船誘致連絡協議会

平成３０年 ３月１９日

中部バス事業人材確保・育成対策会議

平成３０年 ３月１９日

東京オリンピック・パラピンピック自転車競技静岡県開催
推進委員会総会

平成３０年 ３月２２日

整備管理者研修打合会議

平成３０年 ３月２７日

静岡県自動車会議所理事会

平成３０年 ３月２９日

「おんな城主

平成３０年 ３月２９日

呉服町タワー施設管理組合消防訓練

直虎」推進協議会

