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平 成 28 年 3 月 7 日 

自 動 車 局 

 

一般乗合バスの上限運賃の変更認可について 

 

   

昨年１２月に長崎県佐世保市の西肥自動車株式会社から出されていた一般乗合旅客自動車運送事

業の上限運賃変更認可申請について、運輸審議会より「申請どおり認可することが適当である」

旨、２月２５日付けで答申が出されました。この答申を受けて、本日、申請どおり認可いたしまし

た。また、山口県岩国市のいわくにバス株式会社から昨年１２月に同様に出されていた上限運賃変

更認可申請について、国土交通省で審査した上、本日、申請どおり認可いたしました。 

 

 

上限運賃変更認可の概要 

 

 
 

 

 

 

 

 

基準賃率 基準賃率

初乗運賃 初乗運賃

基準賃率 基準賃率

初乗運賃 初乗運賃

22.5%
申請

どおり
平成28年
4月1日

34円10銭 41円60銭

100円 130円

対キロ区間制 対キロ区間制
いわくにバス㈱

（山口県）

対キロ区間制 対キロ区間制

申請事業者名
（都道府県）

西肥自動車㈱
（長崎県）

変　  　更　  　内　  　容

現　　行 申　　請
平  均
改定率

変 更
実施予定
年 月 日

12.7%
申請

どおり
平成28年
4月1日

38円20銭33円94銭

150円 170円

 
中国運輸局、九州運輸局同時配布 

長崎県佐世保市の西肥自動車株式会社及び山口県岩国市のいわくにバス株式会社から

出されていた上限運賃変更認可申請について、本日、申請どおり認可いたしました。 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省自動車局旅客課 石嶋・藤澤（代表）03-5253-8111（内線 41232、41233）  

                  （直通）03-5253-8571（FAX）03-5253-1636 



 対キロ区間制  対キロ区間制

基準賃率 33円94銭 基準賃率 38円20銭

2㎞まで 基準賃率の2.00倍 2㎞まで 基準賃率の2.00倍
2㎞を超え10㎞まで 基準賃率の1.00倍 2㎞を超え10㎞まで 基準賃率の1.00倍
10㎞を超え20㎞まで 基準賃率の0.90倍 10㎞を超え20㎞まで 基準賃率の0.90倍
20㎞を超え30㎞まで 基準賃率の0.80倍 20㎞を超え30㎞まで 基準賃率の0.80倍
30㎞を超える部分 基準賃率の0.70倍 30㎞を超える部分 基準賃率の0.70倍

佐賀県西部 初乗運賃 150円 初乗運賃 170円

車両数

（参　　　考）
※四捨五入により一部数値が一致しない。

※区間の（　　　）内は、当該バス事業者が上限運賃の範囲内で定める実施運賃額。

一　　般　　乗　　合　　バ　　ス　　の　　上　　限　　運　　賃　　変　　更　　認　　可　　概　　要

申　　請　　者

申 請 変　　　　更　　　　内　　　　容 平  均

申請理由前 回 実 施
現　　　行 申　　　請 変　更

改定率

年 月 日 （％）

景気低迷、運行エリアにお
ける過疎化・少子高齢化等
の影響に伴う利用者の減少
等の理由による収支悪化を
改善するため。

H27.12.18

前々回実施

西肥自動車㈱

申請どおり 12.7

代表取締役 申　請
川口　博樹

エリア H9.12.1
長崎県北部

資本金
9千5百万円

前回実施
所在地 H26.4.1

長崎県佐世保市

193両

経常収支状況
及 び

輸 送 人 員

平成26年度実績 平成28年度（変更しない場合）

（％）

△ 428 82.0

輸　　送　　人　　員

収　　入 原　　価 損　　益 収 支 率 収　　入 原　　価 損　　益 収 支 率 24年度 25年度 26年度 28年度推定

（百万円） （百万円） （百万円） （％） （百万円） （百万円） （百万円） （百万人） （百万人） （百万人） （百万人）

2,343 △254 89.2 1,945 2,372 10.2 9.9 9.62,090

現  行 変　更 改定率 通勤定期 (1ヶ月) 通学定期 (1ヶ月)

9.0

項   目
普通運賃 通勤定期 (1ヶ月) 通学定期 (1ヶ月) 割　　引　　率

改定率

13.3 5,850 6,630 13.3 5,400
（％） （円）

区   間
現  行 変　更 改定率 現  行 変　更

（円） （円） （％） （円） （円） 現　行 変　更（円） （％） 現　行 変　更

10,440 11.5

18,360 13.3
変更なし

基準運賃額が540円ま
での場合・・・4割引き

基準運賃550円～690
円・・・基準賃率が10
円増すごとに、10円×
60×（1-0.8）を加算

基準運賃700円以
上・・・基準賃率が10
円増すごとに、10円×
60×（1-0.9）を加算

変更なし

(11,520) (10.3)

(19,500) (21,420) (9.8)

6,120 13.3

(6,120) (13.3)

(10.0)

基準運賃額が
540円までの場
合・・・3割5分
引き

基準運賃550
円以上・・・基
準賃率が10円
増すごとに、10
円×60×（1-
0.4）を加算

20,520 4.3

13.3
佐世保駅前 ～ 相浦桟橋

21,780 24,300 11.6560 630 12.5
(15,600) (17,160) (10.0)

10,440 11,520 10.3290 320 10.3

19,680

佐世保駅前 ～ 大塔町
(290) (320) (10.3) (11,310) (12,480) (10.3) (10,440)

11,310 12,480 10.3
(18,000) (19,560) (8.7)(10.0)

(5,400) (6,120) (13.3)

(150) (170) (13.3) (5,850) (6,630) (13.3) (5,400)

(150) (170) (13.3) (5,850) (6,630) (13.3)
5,850 6,630 13.3 5,400 6,120 13.3150 170

(14,400) (15,840)

(7,560) (8,280) (9.5)
260 290 11.5

13.3

10,140 11,310 11.5 9,360

16,200
(210) (230) (9.5) (8,190) (8,970) (9.5)

(10.0)
17,550 19,890 13.3

初乗運賃

佐世保駅前 ～ 俵町

佐世保駅前 ～ 大野

(500) (550)

(400) (440)

佐世保駅前 ～ 佐々バスセンター

450 510

150 170



 対キロ区間制  対キロ区間制
代表取締役

上田　純史 基準賃率 34円10銭 基準賃率 41円60銭

所在地 2㎞まで 基準賃率の2.00倍 2㎞まで 基準賃率の2.00倍
山口県岩国市 2㎞を超え10㎞まで 基準賃率の1.00倍 2㎞を超え10㎞まで 基準賃率の1.00倍

10㎞を超え20㎞まで 基準賃率の0.80倍 10㎞を超え20㎞まで 基準賃率の0.80倍
エリア 20㎞を超え30㎞まで 基準賃率の0.70倍 20㎞を超え30㎞まで 基準賃率の0.70倍

山口県岩国市 30㎞を超える部分 基準賃率の0.60倍 30㎞を超える部分 基準賃率の0.60倍
玖珂郡和木町

初乗運賃 100円 初乗運賃 130円

車両数

（参　　　考）

※区間の（　　　）内は、当該バス事業者が上限運賃の範囲内で定める実施運賃額。

12,600 81.0

(64.3) (11,040) (19,440) (76.1)

(6,960) (12,600) (81.0)(69.0)
錦帯橋 ～ 新岩国駅

290 350 20.7

22,680 64.3 11,040
岩国駅 ～ 新岩国駅

8,700 14,700 69.0 6,960

(290) (350) (20.7) (8,700) (14,700)

11,160 93.8

(68.0) (6,000) (10,800) (80.0)

19,440 76.1

(460) (540) (17.4) (13,800) (22,680)

(5,760) (11,160) (93.8)

460 540 17.4 13,800

(240) (310) (29.2) (7,200)
岩国駅 ～ 岩国医療センター

240 310 29.2

12,600 68.0 6,000
岩国駅 ～ 錦帯橋

7,200 13,020 80.8 5,760

(13,020) (80.8)

80.0

(250) (300) (20.0) (7,500) (12,600)

(2,400) (4,320) (80.0)

250 300 20.0 7,500

(100) (120) (20.0) (3,000) (5,040) (68.0)

4,680 95.0

運賃を60倍し
た金額の5割
引

運賃を60倍し
た金額の3割
引

運賃を60倍し
た金額の6割
引

運賃を60倍し
た金額の4割
引

現　行 変　更

初乗運賃
100 130 30.0 3,000 5,460 82.0 2,400

（％） （円） （円） （％） 現　行 変　更
区   間

10,800

（円） （円） （％） （円） （円）

現  行 変　更 改定率 現  行 変　更
項   目

普通運賃 通勤定期 (1ヶ月) 通学定期 (1ヶ月) 割　　引　　率

改定率 現  行 変　更 改定率 通勤定期 (1ヶ月) 通学定期 (1ヶ月)

（千円） （千円） （千円） （千人） （千人） （千人） （千人）

289,381 331,860 △ 42,479 87.2 303,620 422,557 1,096 1,147 1,639 1,532

経常収支状況
及 び

輸 送 人 員

平成26年度実績 平成28年度（変更しない場合）

（％）

△ 118,937 71.9

輸　　送　　人　　員

収　　入 原　　価 損　　益 収 支 率 収　　入 原　　価 損　　益 収 支 率 24年度 25年度 26年度 28年度推定

（千円） （千円） （千円） （％）

資本金
9千万円

41両

前回実施

申　請

少子化による沿線人口の
減少、マイカー利用増や郊
外店の台頭による岩国駅
前など中心市街地の空洞
化等の理由による収支悪
化を改善するため。

一　　般　　乗　　合　　バ　　ス　　の　　上　　限　　運　　賃　　変　　更　　認　　可　　概　　要

申　　請　　者

申 請 変　　　　更　　　　内　　　　容 平  均

申請理由前 回 実 施
現　　　行 申　　　請

22.5

H27.12.1

変　更
改定率

年 月 日 （％）

H26.4.1

いわくにバス㈱

申請どおり


