
 

 

令 和 元 年 度 事 業 報 告 

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで） 

 

Ⅰ．事業の概要 

 令和元年度は平成 28 年 1 月の軽井沢スキーバス事故の反省のもと、安全対策が強化

され、貸切バス事業許可更新制や適正化事業などがさらに進められた年でありました。 

 令和元年度の貸切バス更新事業者は 1 事業者であり、平成 31 年 4 月以降、順次、更

新されております。 

 平成 29年 7月に設立された（一財）東北貸切バス適正化センターによる巡回指導は、

令和元年度は会員・非会員あわせて 29営業所で実施され、令和 2年度は 42営業所が予

定されており、令和 3年度からは全営業所で毎年、巡回指導が実施される予定です。 

 （公社）日本バス協会主催の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」が 9年目を迎え、

今年度新たに 3 事業者が認定を受け、令和 2 年 3月 31 日現在、三ツ星認定 5 事業者、

二ツ星認定 5 事業者、一ツ星認定 10 事業者の合計 20 事業者となりました。このこと

は、法令遵守及び安全性に対する取組み、無事故運行の継続、運輸安全マネジメントの

推進等に、労使一体となって取組んでいただいた賜物であります。新年度においても安

全性評価認定制度の趣旨をご理解いただき、新規の申請に向けご検討をお願いしたいと

考えております。 

 当協会では、運転実技研修会の開催をはじめ、踏切事故防止訓練、エコドライブ研修、 

アフター研修等を実施し、運転実技研修会では正しい運転姿勢の習熟など、安全運転の

基本に重点をおき実施しました。 

 また、運行管理者の複数選任等の法令強化にあわせ、昨年に引き続き運行管理者試験

直前勉強会の開催を予定し第 1回、第 2回共に実施しましたが、第 2回の運行管理者試

験が新型コロナウイルス感染拡大のため、急遽、中止になり、受験者の皆様にはご迷惑

をおかけすることになりました。 

 このような中で、当協会が活動した事業は次の通りであります。 

 

 

Ⅱ．事業の状況 

１．事業の実施状況 



（１） 安全運転 1日研修 

➣令和元年 6月 13日         8名参加 山形市「山形県自動車会館」 

➣令和元年 6月 25日         7名参加 鶴岡市「小真木原運動公園」 

➣令和元年 7月 11日         2名参加 山形市「山形県自動車会館」 

➣令和元年 9月 5日           4名参加 鶴岡市「小真木原運動公園」 

➣令和元年 9月 12日          4名参加 山形市「山形県自動車会館」 

➣令和元年 10月 2日          6名参加 鶴岡市「小真木原運動公園」 

➣令和元年 12月 4日          6名参加 鶴岡市「小真木原運動公園」 

➣令和元年 12月 11日         7名参加 山形市「山形県自動車会館」 

（２） 1日研修アフター研修会   

➣令和 2年 1月 9日       13名参加 山形市「山形県自動車会館」 

（３） 踏切事故防止訓練・接遇研修 

➣令和元年 7月 4日      19名参加 山形市「山形県自動車会館」 

                         中山町「ＪＲ金沢踏切」 

（４） エコドライブ研修 

➣令和元年 11月 6日      6名参加 酒田市「酒田市農村改善センター」 

➣令和元年 11月 27日     5名参加 山形市「本沢中央公民館」 

（５） 自動車安全運転センター安全運転中央研修所派遣 

➣令和元年 12月 10日から 13日まで 

ひたちなか市 「自動車安全運転センター安全運転中央研修所」 

庄内交通(株) 2名 参加 

（６）会員会社の社内研修会 

➣令和元年 5月 22日  山交ハイヤー（株）      「県警コース」 

➣令和元年 5月 24日  山交ハイヤー（株）      「県警コース」 

➣令和元年 5月 25日  山交ハイヤー（株）      「県警コース」 

➣令和元年 12月 12日  山交ハイヤー（株）       「県警コース」 

➣令和元年 12月 17日  山交ハイヤー（株）      「県警コース」 

➣令和 2年 2月 18日  松山観光バス（株）    「同社本社事務所」 

    ➣令和 2年 3月 3日  （有）河北レンタカー     「同社本社事務所」 

    ➣令和 2年 3月 13日   あけぼの観光（株）   「尾花沢サルナート」 

    ➣令和 2年 3月 17日   あけぼの観光（株）   「尾花沢サルナート」 

➣令和 2 年 3月 18日  庄内交通（株）      「同社鶴岡営業所」 

➣令和 2年 3月 19日  庄内交通（株）      「同社鶴岡営業所」 

    ➣令和 2年 3月 26日  八千代交通（株）     「同社本社事務所」 

（７）講習会支援等 

①整備管理者研修補助 

➣令和元年 6月 19日  選任前研修 山形市 「山形県自動車整備振興会」 



➣令和元年 9月 25日  選任前研修   山形市  「山形県自動車整備振興会」 

➣令和元年 10月 28日 選任後研修  三川町  「庄内自動車整備振興会」 

➣令和元年 11月 12日 選任後研修  山形市  「山形県自動車整備振興会」 

➣令和元年 11月 20日 選任後研修  山形市  「山形県自動車整備振興会」 

➣令和元年 12月 13日 選任前研修  山形市  「山形県自動車整備振興会」 

②運行管理者補助講習 

➣令和元年 6月 19日～21日  基礎講習   山形市 「山形県ﾄﾗｯｸ総合会館」 

➣令和元年 9月 12日      一般講習   山形市 「山形県ﾄﾗｯｸ総合会館」 

➣令和元年 9月 26日      一般講習   三川町 「いろり火の里」 

➣令和元年 10月 18日      一般講習   山形市 「山形県ﾄﾗｯｸ総合会館」 

➣令和元年 12月 11日～13日 基礎講習   山形市 「山形県ﾄﾗｯｸ総合会館」 

③運行管理者試験関係 

➣令和元年 8月 22日(木)～23 日(金) 

運行管理者試験直前勉強会  13名    山形市 「山形県自動車会館」 

    ➣令和元年 8月 25日(日) 

令和元年度第 1回運行管理者試験時試験官   山形市 「山交ビル」 

➣令和 2年 1月 30日(木)～1月 31日(金) 

運行管理者試験事務担当者研修会      東京都 「アジュール竹芝」 

➣令和 2年 2月 27日(木)～2月 28日(金) 

運行管理者試験直前勉強会    4名     山形市  「山形県自動車会館」 

➣令和 2年 3月 1日(日) 

 令和元年度第 2回運行管理者試験 中止   山形市 「山交ビル」 

 

 ２．会議等 

（１） 令和元年度定時総会 

➣令和元年 6月 11日(火)       山形市 「山形グランドホテル」 

 『平成 30年度事業計画・収支決算の承認』 

 『令和元年度事業計画案・収支予算案及び会費分担案の承認』 

  『役員の選任についての承認』 

 『委員会正・副委員長及び委員の選任について』等の承認  

（２） 理事会 

➣令和元年 5月 21日(火)       山形市 「山形県自動車会館」 

『令和元年度定時総会上程議案審議』 

➣令和 2年 1月 28日(火)       天童市 「天童ホテル」 

『山形県警本部との横断歩道保護規定遵守等の意識浸透に関する 

覚書締結について』等 

 



（３） 会員会議等 

➣令和元年 5月 16日（木) 

池田監事の決算監査        酒田市 「松山観光バス㈱」 

➣令和元年 5月 17日 (金） 

  高橋監事の決算監査        山形市 「高橋樹司法書士事務所」 

➣令和元年 8月 9 日(金)        

  令和元年度第 1回貸切委員会会議  天童市 「山形県ﾄﾗｯｸ総合会館」 

➣令和 2年 1月 28日(火)        

  貸切・事故防止対策合同委員会   天童市 「天童ホテル」 

（４） 関係団体会議等 

① 公益社団法人日本バス協会 

➣令和元年 5月 16日(木） 

日本バス協会交付金運用特別委員会（会長出席）東京都「日本交通会館」 

➣令和元年 5月 22日(水) 

日本バス協会理事会・運営委員会（会長出席）  東京都「日本交通会館」 

➣令和元年 6月 20日(木) 

  日本バス協会定時総会（会長出席）   東京都「日本経団連会館」  

➣令和元年 6月 26日(水) 

   貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査   

山形市「山寺観光タクシー（株）」                        

    ➣令和元年 7月 5日(金) 

       貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査  

米沢市「（有）ジェイ・ツアーズ」 

➣令和元年 7月 17日（水） 

  貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査  

新庄市「（株）新庄輸送サービス」 

➣令和元年 7月 18日(木) 

            全国専務理事会議           千葉市「ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば」 

➣令和元年 7月 29日(月) 

貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査  

米沢市「（有）ｻｲﾄｼｰｲﾝｸﾞ蔵王」 

➣令和元年 8月 27日(火) 

貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査  

酒田市「庄内みどり観光バス㈱」 

➣令和元年 8月 29日(木) 

  貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査  山形市 「山交バス（株）」 

 



➣令和元年 9月 3日(火) 

貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査 寒河江市「朝日観光バス（株）」 

➣令和元年 9月 9日（月） 

  貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査 山形市「（株）のぞみ観光バス」 

➣令和元年 9月 10日(火) 

日本バス協会運営委員会・定例理事会（会長出席）  

東京都「日本交通会館」 

➣令和元年 9月 10日（火） 

  バス交通懇話会評議員会・理事会（会長出席） 東京都「日本交通会館」 

➣令和元年 9月 20日(金) 

貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査      東根市「青空観光㈱」 

➣令和元年 9月 26日（木） 

  貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査  

尾花沢市「あけぼの観光（株）」 

➣令和元年 10月 10日（木） 

  貸切バス事業者安全性評価認定制度現地審査   

鶴岡市 「庄内交通（株）」 

➣令和元年 10月 30日(水) 

   日本バス協会交付金運用特別委員会 （会長出席）東京都「日本交通会館」 

➣令和元年 11月 12日(火) 

   日本バス協会運営委員会（会長出席）新潟市「ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟」 

➣令和元年 11月 12日（火） 

   全国バス事業者大会        新潟市「ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟」 

➣令和 2年１月 22日(水) 

 日本バス協会運営委員会・理事会及び賀詞交歓会  

東京都 「日本経団連会館」 

➣令和 2年 2月 20日(木) 

       令和 2年度貸切バス事業者安全性評価認定制度説明会 

                         仙台市 「法華クラブ仙台」 

    ➣令和 2年 2月 21日(金) 

      全国専務理事会議           東京都 「日本交通会館」      

    ➣令和 2年 2月 28日(金) 

日本バス協会交付金運用特別委員会（会長出席） 

 東京都 「日本交通会館」 

➣令和 2年 3月 18日(水) 

日本バス協会理事会（会長出席）     東京都 「日本交通会館」 

 



② 東北六県バス協会連合会 

➣平成 31年 4月 11日(木) 

  専務理事会              松島町  「ホテル大観荘」 

➣令和元年 7月 22日(月) 

東北地域事業用自動車安全対策会議   仙台市「仙台第四合同庁舎」 

 ➣令和元年 8月 30日(金) 

      東北六県バス協会連合会・JATA 意見交換会  仙台市  「メルパルク仙台」 

➣令和元年 10月 28日(月) 

専務理事会              福島市   「ホテル聚楽」 

➣令和元年 11月 14日(木) 

実務担当者会議             盛岡市 「ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡」 

➣令和 2年 1月 21日(火) 

会長・専務理事会及び賀詞交歓会    仙台市  「ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ仙台」 

③ 東北運輸局関係 

➣平成 31年 4月 8日(月) 

  乗合バス消費税率引上等説明会     仙台市  「メルパルク仙台」 

➣令和元年 6月 19日(水) 

  東北貸切バス適正化センター諮問委員・評議員会（会長出席） 

                             仙台市 「仙台サンプラザ」 

➣令和元年 8月 2日（金） 

  東北運輸局衣本自動車技術安全部長来協   山形市 「山形県バス協会」 

➣令和元年 8月 27日（火） 

  東北運輸局藤井次長来形懇談会（会長出席）山形市「山形グランドホテル」 

➣令和元年 10月 25日(金) 

山形県事業用自動車安全対策会議     山形市  「山形運輸支局」 

➣令和元年 11月 1日(金) 

東北運輸局長・山形運輸支局長表彰    山形市  「パレスグランデール」 

➣令和 2年 1月 21日(火) 

東北運輸局幹部との懇談会        仙台市  「ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ仙台」 

➣令和 2年 3月 11日(水) 

東北貸切バス適正化センター諮問委員会・評議員会（会長出席） 

仙台市 「仙台サンプラザ」 

④ 山形県関係 

➣平成 31年 4月 24日(水） 

平成 30年度運輸事業振興助成交付金報告  山形市 「山形県庁」 

➣令和元年 5月 24日（金） 

  山形県総合交通政策課交付金監査      山形市  「山形県自動車会館」 



➣令和元年 6月 12日(水) 

山形県覚醒剤追放協議会総会       山形市 「山形県警察本部」 

➣令和元年 6月 22日（土） 

  令和元年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 山形市 「イオン山形南店」 

➣令和元年 7月 9日（火） 

  山形県踏切道事故防止対策委員会     山形市  「村山総合支庁」 

➣令和元年 7月 30日(火) 

令和元年度第 1 回山形県渋滞対策推進協議会   山形市「山形国道河川事務所」 

➣令和元年 8月 19日（金） 

  山形県道路利用者会議理事会・総会    山形市 「パレスグランデール」 

➣令和元年 10月 15日(火) 

      山形県道路交通環境安全推進連絡会議  山形市 「山形国道河川事務所」 

        ➣令和元年 12月 5日（木） 

      令和元年度薬物乱用指導員研修会    山形市 「村山保健所」 

    ➣令和 2年 1月 20日(月)  

     山形県渋滞対策推進協議会村山地域ＷＧ  山形市 「村山総合支庁」 

➣令和 2年 2月 13日(木) 

      令和元年度第 2 回山形県道路渋滞対策推進協議会 山形市「山形国道河川事務所」 

⑤ 交通安全関係 

➣令和元年 5月 10日(金) 

春の交通安全県民運動出発式        山形市 「文翔館」 

➣令和元年 5月 14日(火)   

山形県高速道路交通安全協議会 春のキャンペーン 

                           山形市 「山形蔵王パーキング」 

➣令和元年 5月 22日(水) 

新入学児童のバスの安全な乗降指導    山形市 「山大附属小学校」 

➣令和元年 6月 5日(水) 

      明るい山形夏の安全県民運動推進会議   山形市 「山形県庁」 

➣令和元年 7月 19日（金） 

  明るい山形夏の安全県民運動出発式    山形市 「文翔館」 

➣令和元年 8月 1日(木) 

安全運転実践車出発式・安全運転啓発パレード 山形市「山形北インター」 

➣令和元年 9月 25日(水) 

山形県高速道路交通安全協議会 秋の交通安全キャンペーン  

山形市 「山形蔵王パーキング」 

➣令和 2年 1 月 29日(水) 

山形県交通安全対策協議会幹事会    山形市 「山形県庁」 



➣ 令和 2年 2月 7日(金) 

山形県高速道路交通安全協議会役員会 山形市 「パレスグランデール」 

➣令和 2年 3月 4日(水) 

山形県交通安全協会理事会      天童市 「総合交通安全センター」 

➣令和 2年 3月 6日(金) 

山形県高速道路交通安全協議会総会  山形市 「パレスグランデール」 

⑥ 市町村地域公共交通会議 

➣平成 31年 4月 11日(木)  朝日町地域公共交通会議会計監査 

   山形市 「山形県自動車会館」 

➣平成 31年 4月 25日(木)  尾花沢市地域公共交通会議 「尾花沢市役所」 

➣令和元年 5月 29日(水)   新庄市地域公共交通会議   「新庄市役所」 

➣令和元年 6月 26日(水)  寒河江市地域公共交通会議 「寒河江市役所」 

➣令和元年 11月 20日(水)  天童市地域公共交通会議   「天童市役所」 

➣令和元年 12月 23日(月)  新庄市地域公共交通会議   「新庄市役所」 

➣令和元年 12月 26 日(木)  酒田市地域公共交通会議   「酒田市役所」 

➣令和 2年 1月 20日(月)   大江町地域公共交通会議   「大江町役場」 

➣令和 2年 1月 24日(金)   最上町地域公共交通会議   「最上町役場」 

➣令和 2年 1月 30日(木)  鶴岡市地域公共交通会議   「鶴岡市役所」 

➣令和 2年 2月 17日(月)  朝日町地域公共交通活性化協議「朝日町役場」 

➣令和元年 2月 20日(木)  白鷹町地域公共交通活性化協議会 「白鷹町中央公民館」 

⑦ その他会議等 

➣令和元年 4月 13日(土) 

東北中央自動車道開通式典（会長出席）  上山市「上山温泉インター」 

➣令和元年 5月 17日(金) 

  山形空港運営協力会令和元年度総会     天童市 「天童グランドホテル舞鶴荘」 

➣令和元年 5月 27日(月) 

  令和元年度山形鉄道公共交通活性化協議会  長井市「タス・パークホテル」 

➣令和元年 6月 3日(月) 

  山形県自動車適正管理推進協議会街頭検査  山形市「長谷堂地内」 

➣令和元年 6月 5日(水) 

  山形コンベンションビューロー評議員会  山形市「山形国際ホテル」 

➣令和元年 6月 6日(木) 

 やまがた観光キャンペーン推進協議会総会   山形市「山形国際ホテル」                                     

➣令和元年 6月 7日(金) 

 山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり県民会議  

                   山形市 「山形市医師会館」 

    ➣令和元年 6月 10日(月) 



 山形定住自立圏公共交通ネットワーク協議会   山形市 「山形市役所」 

    ➣令和元年 6月 17日(月) 

 山形県自動車適正管理推進協議会街頭検査    東根市 「東根関山地内」 

➣令和元年 6月 25日(火) 

山形県自動車団体連合会定時総会      山形市  「山形グランドホテル」 

➣令和元年 9月 14日(土) 

      ハローワーク・ディ inイオンモール天童  天童市  「イオンモール天童」 

    ➣令和元年 9月 24日(火) 

      マイカー点検フェスティバル会議     山形市  「整備振興会」 

    ➣令和元年 10月 3日(木) 

      クルーズセミナーin酒田         酒田市「ガーゲンパレスみずほ」 

➣令和元年 10月 4日(金) 

山形空港安全祈願式           東根市  「山形空港」 

➣令和元年 10月 4日(金) 

安心・安全なまちづくり山形市民大会   山形市  「中央公民館」 

➣令和元年 10月 8日(火) 

  ドライバー異常時対応システム搭載車両試乗会   

山形市 「県警コース」 

    ➣令和元年 10月 16日(水) 

労働時間管理適正化指導員訪問   新庄市「トランスオーシャンバス（株）」 

    ➣令和元年 10月 16日(水) 

労働時間管理適正化指導員訪問   新庄市 「（株）新庄輸送サービス」 

➣令和元年 10月 18日(金) 

労働時間管理適正化指導員訪問   鶴岡市 「庄内交通（株）鶴岡(営)」 

    ➣令和元年 10月 21日(月) 

労働時間管理適正化指導員訪問   寒河江市「山交バス(株)寒河江(営)」 

➣令和元年 10月 24日(木) 

  労働時間管理適正化指導員訪問   米沢市 「（有）三愛サービス」 

    ➣令和元年 10月 26日(土) 

      マイカー点検フェスティバル    山形市 「山形ビッグウイング」 

➣令和元年 10月 29日(火) 

      安全・安心の道づくりを求める全国大会（会長出席）東京都「東京国際フォーラム」 

    ➣令和元年 10月 30日(水) 

      労働時間管理適正化指導員訪問   米沢市 「山交バス(株)米沢(営)」 

    ➣令和元年 11月 6日(水) 

      自動車税制改正に関する街頭活動   山形市 「イオン山形北店」 

    ➣令和元年 11月 8 日(金) 



労働時間管理適正化指導員訪問   酒田市 「庄内交通(株)酒田(営)」 

    ➣令和元年 11月 11日(月)   

山形県自動車会館避難訓練     山形市 「山形県自動車会館」 

    ➣令和元年 11月 18日(月) 

山形県障がい者施策推進協議会   山形市 「山形県自治会館」 

    ➣令和元年 11月 19日(火) 

酒田国道除雪車出動式        酒田市  「酒田除雪ステーション」 

    ➣令和元年 11月 20日(水) 

労働時間管理適正化指導員訪問   河北町 「（有）河北レンタカー」 

     ➣令和元年 11月 26日(火) 

      おもてなし山形県観光条例意見交換会  山形市 「村山総合支庁」 

➣令和元年 11月 30日(土）  

山交バス(株)運転実技技能競技会  山形市 「山交バス(株)」 

➣令和元年 12月 18日(水）  

  政治資金規正法に基づく収支報告書記載方法等説明会 

                     山形市 「村山総合支庁」 

➣令和元年 12月 24日(火) 

  山形県自団連幹事会・運輸行政懇談会 山形市 「山形国際ホテル」 

➣令和 2年 1月 14日（火） 

  山形県自動車適正管理推進協議会   山形市  「ｶﾌｪ＆ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 990」 

➣令和 2年 1月 16日(木) 

山形県自動車会館管理組合集会    山形市  「山形県自動車会館」 

➣令和 2年 2月 6日(木) 

令和 2年度自販連山形通常総会懇親会  山形市 「パレスグランデール」 

➣令和 2年 2月 14日(金) 

山形デスティネーションキャンペーン推進協議会総会   

                  山形市 「メトロポリタン山形」 

    ➣令和 2年 2月 25日(火) 

      （株）山形県自動車会館監査役監査  山形市 「山形県自動車会館」 

    ➣令和 2年 2月 25日（火） 

      山形県総合交通政策課        山形市 「山形県庁」 

    ➣令和 2年 3月 10日（火） 

      山形県観光立県推進課        山形市 「山形県庁」 

➣令和 2年 3月 11日（水） 

      山形県総合交通政策課        山形市 「山形県庁」 

    ➣令和 2年 3月 12日(木) 

  (株)山形県自動車会館株主総会    山形市 「山形県自動車会館」 



➣令和元年 3月 26日(木) 

  山形県観光立県推進課        山形市 「山形県庁」 

３．表彰関係 

（１）運輸関係業界功労者 

    山形運輸支局長表彰      7 名 

（２）優良運転者表彰 

   （公社）日本バス協会会長表彰  4 名 

    山形県高速道路交通安全協議会長・山形県警察本部交通部長の連名  3 名 

 

Ⅲ．法人の概況 

１． 設立年月日 昭和２７年７月２２日 山形県バス協会 

      昭和５１年７月２３日 社団法人山形県バス協会 

      平成２６年４月 １日 一般社団法人山形県バス協会 

      平成２８年７月２９日 法人移行手続き完了 

           公益目的支出計画の実施が完了したことの確認請求で、山形県 

公益認定等審議会の審査完了がサイトにて公表された 

       上記以外変更ありません 

２． 主な事業内容 

事  業 主要事業内容 

継続１  安全運行確保等交通安全

対策事業 

安全運転１日研修・踏切事故防止 

研修・デジタコ、ドラレコ助成 

継続２  バス輸送サービス改善及

び利便促進事業 

乗合事業助成・共同利用維持管理・ 

ホームページ維持管理 

継続３  環境対策事業 エコドライブ研修 

その他  接遇研修事業 接客・接遇研修 

 

３． 主たる事務所 

 山形市大字漆山字行段１４２２番地  山形県自動車会館内 

４． 所管官庁に関する事項 

 山形県 

５． 会員に関する事項 

 事 業 種 類 当 期 末 会 員 数 前 期 末 比 較 

乗合事業者   １ 社   増減なし 

貸切事業者 １６ 社 ２社減 

乗合・貸切兼業事業者 ８ 社 増減なし 

計 ２５社  

 



６． 会員保有車両数  

       合計  ６０８ 両    内訳   乗合  ３０４両 

                         貸切  ２９３両 

特定   １１両 

７． 役員等に関する事項 

役 職 氏  名 常･非常勤 担当職務・現職 

会 長 伊藤 一郎 非常勤 山交バス㈱代表取締役社長 

副会長 村  紀明 非常勤 庄内交通㈱代表取締役社長 

専務理事 小関 和夫 常 勤 事務局 

理 事 鈴木 繁雄 非常勤 八千代観光バス㈱代表取締役社長 

理 事 青沼 正喜 非常勤 宮城交通㈱代表取締役社長 

監 事 池田 一喜 非常勤 松山観光バス㈱代表取締役社長 

監 事 海野 秀明 非常勤 朝日観光バス㈱代表取締役社長 

 

８． 許認可等に関する事項 

（１） 登記事項  該当なし 

（２） 届出事項  該当なし 

９． 会員異動（入退会）に関する事項 

（１） 入会会員  なし 

（２） 退会会員  ２事業者 

令和元年８月３１日  (株) 舞鶴観光 

令和２年３月３１日 （有）天童観光バス 

１０． 加盟団体 

（１） 公益社団法人日本バス協会 

（２） 東北六県バス協会連合会 

（３） 山形県自動車団体連合会 

（４） 山形県道路利用者会議 

（５） 山形県バス対策協議会 

（６） 山形県交通安全対策協議会 

（７） やまがた観光キャンペーン推進協議会 

（８） 一般財団法人山形県交通安全協会 

（９） 山形県高速道路交通安全協議会 

（10）山形空港運営協力会 


