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一般社団法人北海道バス協会

北海道バス協会加盟事業者

バス運転手採用情報
～令和５年３月末現在～

でバス運転手として

働いてみませんか？
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エリア （ 空知 ）道央
事業者名 株式会社高田モータース（長沼観光バス） 道北バス株式会社

事業形態 貸切、業務委託スクールバス 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、小型

職種 貸切バス運転手、業務委託スクールバス運転手 路線バス運転手、高速バス運転手、貸切バス運転手

業務内容
貸切バス運転業務、スクールバス運転業務及びそれ
に付随する業務

路線、高速、貸切バスの運転業務及びそれに付随す
る業務

雇用形態 正社員、契約社員 正社員、契約社員

正社員登用制度 あり あり(入社後半年)

試用期間 3か月 3か月

勤務地 長沼町 深川市

転勤の可能性 なし なし（希望転勤あり）

定年制度 65歳 6５歳

再雇用制度 定年後、1年ごとの契約 あり

給与 月給20万円～25万円（各種手当込み）
【正社員】月給220,000円～(各種手当込み)
【契約社員】日給8,050円

各種手当
家族手当、資格手当、残業手当、通勤手当、
燃料手当（１月・11月）

残業手当、燃料手当、深夜手当、公休出勤手当 等

所定内労働時間 8時間 週平均40時間(シフト制)

休日
貸切 4週6休（年間97日）
スクールバス 4週8休（年間115日）

4週6休

休暇
年次有給休暇、慶弔休暇、正月休暇、お盆休暇、
特別休暇、産前産後、育児休業

年次有給休暇、バースデイ休暇、各種慶弔休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（2年に1回）
・賞与あり（年2回8月・12月）
・5年ごとの表彰制度あり
・制服貸与
・車通勤可

・社会保険完備
・昇給年1回
・賞与年2回、決算手当年1回（業績による）
・入社支度金制度あり（10万円 社内規定あり）
・制服貸与・車通勤可
・家族乗車証支給
・インフルエンザ予防接種費用全額負担
・永年勤続表彰制度、無事故表彰制度あり
・脳ドッグ費用負担

大型二種免許
取得支援制度

なし あり(入社後3年で免許取得費用免除)

その他 バス運転未経験者歓迎

応募資格
・大型自動車免許
・大型自動車二種免許あれば尚可 （入社後取得可）
・普通自動車免許 必須（AT限定不可）

普通免許取得後3年以上経過の者（社内規定あり）
勤務時間、日数等についてはご相談ください。

応募方法
応募書類（写真付き履歴書、過去5年分の運転記録
証明書）を以下の宛先へご郵送下さい。

応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

住所
〒069-1455
北海道夕張郡長沼町東5線南6番地

〒070-0821
北海道旭川市近文町16丁目2698番地の1

連絡先 0123-88-2685 0166-51-0111

採用担当者名 鬼柳 久二雄 総務部 北村

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。 1



エリア （ 空知 ）道央
事業者名 空知中央バス株式会社 夕張鉄道株式会社（夕鉄バス）

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、中型 大型、小型

職種 路線バス運転手、貸切バス運転手 路線バス運転士、貸切バス運転士

業務内容 バスの運転業務及びそれに付随する業務 路線、貸切バスの運転業務及びそれに付随する業務

雇用形態 正社員 正社員、準社員

正社員登用制度 あり（３カ月経過後適格者）※準社員

試用期間 ６か月 3か月

勤務地 滝川市、深川市、岩見沢市 夕張営業所（夕張市若菜２番地１９）

転勤の可能性 原則なし 原則なし（但し、本人の希望によりあり）

定年制度 65歳 6５歳

再雇用制度 ７０歳まで継続雇用制度あり ７０歳まで継続雇用制度あり（１年ごとの契約）

給与 月給 約１８万円～２４万円（各種手当込）

正社員 初任給180,000円 基本給180,000円～+
各種手当
準社員 時給1,000円 (目安:月収166,000円～
(25日出勤計算))

各種手当 家族手当、時間外手当、深夜手当、燃料手当、等 時間外手当、家族手当、通勤手当等

所定内労働時間 7時間47分（シフト制） シフト制（週平均40時間）

休日 年間103日 4週6休

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 年次有給休暇、慶弔休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
・昇給年１回 ・賞与あり（年２回以上）
・制服貸与 ・退職金制度あり
・社内表彰制度あり
・車通勤可能
・家族乗車証支給
・通学用乗車証支給（高速バス含む）

・社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労
災保険)
・昇給年１回 ・賞与年２回（業績による）
・暖房手当 ・退職金制度
・慶弔見舞金 ・制服貸与
・健康診断 ・車通勤可（無料駐車場完備）
・家族乗車証支給

大型二種免許
取得支援制度

あり（入社後3年間勤務することが条件） あり(入社後3年で免許取得費用免除)

その他 正社員の場合、私鉄総連労働組合に加入

応募資格
・普通免許取得後３年以上経過の方
・年齢、学歴不問

普通免許取得後3年以上の経過の者(ＡＴ限定不可)

応募方法
応募書類（写真付き履歴書、過去５年分の運転記録
証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

応募書類（写真付きの手書きの履歴書、過去５年分
の運転記録証明書）を以下宛先へご郵送下さい。

住所
〒073-0033
北海道滝川市新町３丁目２番１号

〒068-0425
北海道夕張市若菜２番地１９

連絡先 0125-24-8855 0123-56-6306

採用担当者名 村山・中井 佐藤、大島

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。２



エリア （ 石狩 ）

事業者名 北海道中央バス株式会社 ジェイ・アール北海道バス株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型

職種 路線バス乗務員
路線バス運転手
（高速・貸切運転手へのステップアップも）

業務内容 路線バスの運転業務及びそれに付随する業務 路線バスの運転業務及びそれに付随する業務

雇用形態 正社員
正社員（バス乗務員経験２年以上有する方）
又は 契約社員（上記以外の方）

正社員登用制度 あり（最短７か月）※契約社員

試用期間 6か月 3か月※正社員採用の方のみ

勤務地
平岡・西岡・白石・札幌東・新川（札幌市）、石狩（石狩
市）大曲（北広島市）のいずれかの営業所

手稲営業所（札幌市手稲区）、琴似営業所（札幌市西
区）、厚別営業所（札幌市厚別区）、北広島営業所（北広
島市）

転勤の可能性 原則転居を伴わない転勤あり あり

定年制度 65歳定年退職 ６０歳
00

再雇用制度 ７０歳まで再雇用制度あり 70歳まで

給与
基本給153,300円～180,800円+各種手当
（給与例）40歳・扶養者有り：26万4000円程度

基本給 正社員153,200円～185,300円、契約社
員155,110円。月収 20万～26万円（各種手当込
※残業月20時間計算）

各種手当 家族手当、住宅手当、時間外勤務手当等 乗務手当（1時間250円）、時間外手当、通勤手当 等

所定内労働時間 7時間16分 平均７時間35分 ※シフト制

休日 月に7日～9日 年間105日（4週8休）

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 年次有給休暇（入社時12日付与）、慶弔休暇 等

待遇・福利厚生

・社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労
災保険）
・昇給あり（年1回）
・賞与あり（年2回）
・制服貸与
・退職金制度あり
・車通勤可
・家族乗車証支給（条件あり）

・社会保険完備 ・昇給（年1回）※正社員のみ
・賞与あり（年2回）
※令和4年度実績：正社員4.02か月、契約社員2.02
か月

・退職金制度あり ・社内表彰制度あり
・制服貸与 ・車通勤可
・令和2年新築の社宅あり※様似営業所のみ
・その他「扶養手当」「寒冷地手当」等※正社員

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年勤務することが条件
あり※入社後3年勤務することが条件（その他詳細条
件あり）

その他 未経験者歓迎
入社後の訓練・研修は3か月以上じっくり行いますの
で未経験の方でも大歓迎です

応募資格 普通免許取得後3年以上経過の方

契約社員
・普通免許（AT限定不可）取得後3年以上経過の方
・年齢不問
正社員
・バス乗務員の経験を２年以上有する方

応募方法
応募書類(写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書)を以下の宛先へご郵送ください。

応募書類（写真付きの履歴書、職務経歴書、過去5年
分の運転記録証明書）を以下へご郵送ください。

住所
〒060-0041
札幌市中央区大通東1丁目3番地

〒063-0802
北海道札幌市西区二十四軒2条7丁目1番26号

連絡先 01１-２２１-５１６７ 011-622-8000

採用担当者名 労務係 伊東 総務部 山崎

３

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 石狩 ）

事業者名 道南バス株式会社 ふらのバス株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型、小型

職種 乗合バス運転者(高速バスも含む) 運転士

業務内容
乗合バス及び高速バスの運転業務
その他付随する業務

路線バス、観光貸切バス、公用車の運行

雇用形態 臨時社員(１年後正社員) 正社員（試用期間あり）

正社員登用制度 臨時社員後、１年で正社員 あり

試用期間 試用期間３か月 臨時期間９か月 3か月

勤務地 札幌 千歳市

転勤の可能性 希望者のみ転勤あり(10営業所) 基本なし（本人の希望による）

定年制度 60歳定年退職 65歳
00

再雇用制度 65歳まで継続雇用制度あり（正社員） 70歳まで

給与
基本給：臨時期間 1７０,000円

正社員 17６,000円 月給18～25万円（各種手当込み）

各種手当 残業手当、家族手当、暖房手当 等 家族手当、住宅手当、時間外手当、通勤手当 等

所定内労働時間
2週通算74時間48分(1日平均6時間48分) 年間
1,944時間48分 シフト制

１か月変形労働制（シフト制）

休日 4週6休 4週6休

休暇 年次休暇、特別休暇(慶弔休暇)、保存積立休暇 年次有給休暇、慶弔休暇等

待遇・福利厚生

・社会保険完備
(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
・昇給(年1会)
・賞与あり(年2回)
・退職金制度
・社内表彰制度
・制服貸与
・車通勤可

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（年1回）※業績による
・賞与あり（年2回）※業績による
・就業支度金あり（条件あり）
・企業型確定拠出年金制度あり
・社内表彰制度あり
・制服貸与 ・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年勤務することが条件 あり ※入社後3年勤務することが条件

その他

応募資格
・大型二種免許(大型車両経験)
・普通免許取得後3年以上経過の方(養成運転者制度)

・普通免許取得後3年以上経過の方

応募方法
応募書類（写真付きの履歴書、過去3年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

住所
〒050-0083
北海道室蘭市東町3丁目25番3号

〒076-0057
北海道富良野市住吉町１番１号

連絡先 0143-45-2131 ０１６７-２３-３１３１

採用担当者名 吉田 明 小野

４

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 石狩 ）

事業者名 夕張鉄道株式会社（夕鉄バス） 札幌ばんけい株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、小型 大型、中型、小型

職種 路線バス運転士、貸切バス運転士 路線バス運転手、貸切バス運転手

業務内容 路線、貸切バスの運転業務及びそれに付随する業務
路線バス及び貸切バスの運転業務
上記に付随する業務全般

雇用形態 正社員、準社員 契約社員

正社員登用制度 あり（３カ月経過後適格者）※準社員 あり（最短1年）

試用期間 3か月 ６か月

勤務地 野幌営業所（江別市東野幌町１２番地４）
バス事業部（札幌市中央区盤渓４７５番地）

転勤の可能性 原則なし（但し、本人の希望によりあり） なし

定年制度 6５歳 6０歳
00

再雇用制度 ７０歳まで継続雇用制度あり（１年ごとの契約） 7５歳まで

給与

正社員 初任給180,000円 基本給180,000円～+
各種手当
準社員 時給1,000円 (目安:月収166,000円～
(25日出勤計算))

月給24万円～

各種手当 時間外手当、家族手当、通勤手当等 業務手当、固定残業手当（50時間分）、通勤手当

所定内労働時間 シフト制（週平均40時間） 7時間15分

休日 4週6休 4週6休

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労
災保険)
・昇給年１回 ・賞与年２回（業績による）
・暖房手当 ・退職金制度
・慶弔見舞金 ・制服貸与
・健康診断 ・車通勤可（無料駐車場完備）
・家族乗車証支給

・社会保険
（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
・昇給（正社員登用後：年1回）
・賞与（正社員登用後）
・退職金制度（正社員登用後）
・制服貸与 ・車通勤可
・さぽーとさっぽろ加入（正社員登用後）
・社員割引（スキー場リフト無料・アクティビティ割引）

大型二種免許
取得支援制度

あり(入社後3年で免許取得費用免除) なし

その他 正社員の場合、私鉄総連労働組合に加入

応募資格 普通免許取得後3年以上の経過の者(ＡＴ限定不可)
・大型二種免許
・年齢不問

応募方法
応募書類（写真付きの手書きの履歴書、過去５年分
の運転記録証明書）を以下宛先へご郵送下さい。

応募書類（写真付き履歴書、職務経歴書）を以下の宛
先へご郵送ください。

住所
〒068-0425
北海道夕張市若菜２番地１９

札幌市中央区盤渓475番地

連絡先 0123-56-6306 011-641-5100

採用担当者名 佐藤、大島 福井 康浩

５

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 石狩 ）

事業者名 札幌観光バス株式会社 帯運観光株式会社

事業形態 貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型、小型

職種 貸切バス運転手 貸切バス運転手（高速バス運転業務も一部あり）

業務内容 貸切バスの運転業務及びそれに付随する業務
観光貸切バス運行業務（道内一円）、
その他不随業務

雇用形態 契約社員 契約社員

正社員登用制度 あり(入社後12カ月を目途に) あり（勤続２年以上）

試用期間 3か月 ３か月

勤務地 本社（札幌市清田区） 千歳営業所（千歳市豊里）

転勤の可能性 希望による なし

定年制度 6５歳 60歳
00

再雇用制度 ７０歳まで
65歳
（健康･運転に問題がなければ70歳まで延長可）

給与 18万～30万（各種手当込み） ２０～２８万円（各種手当込）

各種手当
通勤手当（上限あり）、時間外手当、寒冷地手当、
ワンマン手当等

時間外手当、無事故手当、通勤手当

所定内労働時間 7時間15分、変形労働時間制におけるシフト制 実働7.5時間 シフト制

休日 7日/月（年間休日数83日、2月のみ6日/月） 年間休日89日

休暇
年次有給休暇（6ヶ月経過後10日）、育児休暇、介護
休暇ほか

年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・賞与あり（年２回）
・慶弔見舞金
・健康診断
・インフルエンザ予防接種
・社内表彰制度あり
・制服貸与
・無料駐車場完備

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・制服貸与
・車通勤可
・正社員登用後は退職金制度あり
・社内表彰制度あり

大型二種免許
取得支援制度

あり（３年勤続で本人負担実質無し） あり

その他 未経験者歓迎（帯広本社で研修あり。）

応募資格 普通免許取得後3年以上の経過の者
・大型二種免許あれば尚可
・普通免許取得後２年以上経過の方
・年齢不問

応募方法
WEBサイト（Engage）、ハローワーク、郵送orメール
（履歴書と職務経歴書）

応募書類（写真付き履歴書）を以下の宛先に郵送して
ください。

住所
〒004-0811
北海道札幌市清田区美しが丘１条９－１－１

〒０６６－００２２
千歳市豊里２丁目１２－３

連絡先 011-881-2431 / saiyo@sakkan.com ０１２３－２４－５５００

採用担当者名 管理部 総務課 大井苑加 田中 秀稔

６

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 石狩 ）

事業者名 ザ・オリエンタルバス株式会社 株式会社ドリーム観光バス

事業形態 貸切 貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型、小型

職種 貸切バス運転手 貸切バス運転手

業務内容 貸切バスの運転業務及びそれに付随する業務 貸切バスの運転業務

雇用形態 契約社員 正社員

正社員登用制度 あり（最短6ヶ月） あり

試用期間 3か月 ３か月

勤務地 札幌営業所（北広島市輪厚） 手稲営業所（札幌市手稲区曙２条４丁目4-65）

転勤の可能性 あり なし

定年制度 6５歳 6５歳
00

再雇用制度 ７０歳まで 65歳までとし、後1年ごとの契約

給与 月給30万円（各種手当込） 月給25万～27万 各種手当別途

各種手当 残業手当、深夜早朝勤務手当、通勤手当 等
乗務手当、ワンマン手当、家族手当、住宅手当、
通勤手当

所定内労働時間
7.5時間
※シフト制 7時間15分（変形労働時間制 実働40h/週）

休日 年間89休 ４週７休

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 年次有給休暇 夏季休暇 冬季休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
・昇給（年1回）
・賞与あり（年2回）
・社内表彰制度あり
・制服貸与
・車通勤可

雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金
・賞与あり（年１回）
・社内表彰制度あり
・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

なし なし

その他 大型ダンプ乗務経験者尚可

応募資格
・二種免許保持者
・年齢不問

大型自動車二種免許

応募方法
応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

下記連絡先へご連絡の上、応募書類(写真付きの履
歴書、過去5年分の運転記録証明書)を以下の宛先
へ持込ください。

住所 北広島市輪厚431-3 札幌市手稲区曙２条４丁目4-65

連絡先 011-370-3030 011-683-7700

採用担当者名 森田 柏葉 大輔

７

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 石狩 ）

事業者名 札幌第一観光バス株式会社 三和交通株式会社

事業形態 乗合・貸切 貸切

所有車両 大型 大型、中型、小型

職種 路線バス運転手、高速バス運転手、貸切バス運転手 貸切バス運転手

業務内容
路線バス、高速バス、貸切バスの運転業務及びそれ
に付随する業務

貸切バス（道内全域）の運転業務

雇用形態 正社員 正社員

正社員登用制度 あり

試用期間 ６か月 ６か月

勤務地
本社営業所（札幌市）、江別営業所（江別市）
千歳営業所（千歳市）

石狩市新港西

転勤の可能性 基本的になし なし

定年制度 6５歳 あり（6５歳）
00

再雇用制度 ７０歳まで あり

給与 月給22万～25万円（各種手当込） 月給２２２，８５０円～（各種手当込）

各種手当
時間外手当、深夜手当、燃料手当、役付手当、
住宅手当、家族手当、ワンマン手当、乗務手当、
便乗手当、無事故表彰金等

住宅手当、通勤手当、時間外手当、燃料手当

所定内労働時間 7時間26分 ※シフト制 ６:００～２０:００の間の８時間程度

休日 年間85日 週休二日制（シフト制）

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 年次有給休暇

待遇・福利厚生

・社会保障完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（年1回） ・賞与あり（年2回）
・退職金制度あり ・無事故表彰制度あり
・永年勤続表彰制度あり ・制服貸与
・車通勤可 ・インフルエンザ予防接種費用全額負担

・社会保険完備
（雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金）
・賞与あり（年２回）
・入社支度金あり（当社規定あり）
・制服貸与
・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年間勤務することが条件 あり（入社後３年勤務が条件）

その他 閑散期タクシー乗務あり

応募資格
・普通免許取得後3年以上経過している方
・年齢不問

普通免許以上保有

応募方法
事前に電話連絡後、応募書類（写真付きの履歴書、
過去5年間分の運転記録証明書）を以下の宛先へご
郵送又直接ご持参ください。

下記連絡先へご連絡の上、応募書類（写真付きの履
歴書、過去５年分の運転記録証明書）を以下の宛先
へご郵送ください。

住所
〒062-0051
札幌市豊平区月寒東1条19丁目3番50号

〒061-3241
北海道石狩市新港西１丁目７０３番地１

連絡先 011-850-5500 ０１３３-７２-８１３０

採用担当者名 総務部 小坂 山田

８

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 石狩 ）

事業者名 千歳相互観光バス株式会社 北都交通株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型

職種
路線バス運転手、貸切バス運転手、
シャトルバス運転手

路線バス運転手、高速バス運転手、貸切バス運転手

業務内容
路線バス運転業務、観光貸切バス（道内全域）の運転
業務、Fビレッジシャトルバス運転業務及びそれに付
随する業務。

空港連絡バス、都市間バス、貸切バス運転業務

雇用形態 正社員、契約社員 契約社員

正社員登用制度 あり あり。最短4か月研修期間を含む

試用期間 6か月 ３か月

勤務地
本社営業所・長都営業所（千歳市路線）札幌営業所
（貸切・シャトルバス）

北広島市

転勤の可能性 なし なし

定年制度 60歳 6５歳
00

再雇用制度 あり あり

給与 20～30万円 月給約20万円～

各種手当 通勤手当・時間外・扶養手当・その他 残業手当、無事故手当、通勤手当、暖房手当等

所定内労働時間 9時～18時（変形労働時間制実働時間40ｈ/週） 7時間15分+休憩2時間

休日 90日（当社スケジュールによる） 4週6休

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（年1回）
・賞与あり（業績による）
・退職金制度あり
・制服貸与
・車通勤可

・各種社会保険完備
・賞与年2回
・退職金制度あり
・社内表彰制度あり
・健康診断年2回
・制服貸与
・洗車機完備

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年勤務することが条件 あり ※入社後3年勤務

その他 未経験者歓迎

応募資格 普通自動車免許 要普通自動車免許（AT限定不可）

応募方法
各営業所とも事前連絡後、写真付履歴書及び過去
5年分の運転記録書を郵送

応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

住所
〒061－1264
北海道北広島市輪厚431ー3 （札幌営業所）

北広島市大曲824-80

連絡先 011－377－8811 011-375-6000

採用担当者名 採用担当 丸山 清水 雅仁

９

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 後志 ）

事業者名 北海道中央バス株式会社 道南バス株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型、小型

職種 路線バス乗務員 乗合バス運転者(高速バスも含む)

業務内容 路線バスの運転業務及びそれに付随する業務
乗合バス及び高速バスの運転業務
その他付随する業務

雇用形態 正社員 臨時社員(１年後正社員)

正社員登用制度 臨時社員後、１年で正社員

試用期間 6か月 試用期間３か月 臨時期間９か月

勤務地 おたもい営業所（小樽市） 倶知安

転勤の可能性 原則転居を伴わない転勤あり 希望者のみ転勤あり(10営業所)

定年制度 65歳定年退職 60歳定年退職
00

再雇用制度 ７０歳まで再雇用制度あり 65歳まで継続雇用制度あり（正社員）

給与
基本給153,300円～180,800円+各種手当
（給与例）40歳・扶養者有り：26万4000円程度

基本給：臨時期間 1７０,000円
正社員 17６,000円

各種手当 家族手当、住宅手当、時間外勤務手当等 残業手当、家族手当、暖房手当 等

所定内労働時間 7時間16分
2週通算74時間48分(1日平均6時間48分) 年間
1,944時間48分 シフト制

休日 月に7日～9日 4週6休

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 年次休暇、特別休暇(慶弔休暇)、保存積立休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労
災保険）
・昇給あり（年1回）
・賞与あり（年2回）
・制服貸与
・退職金制度あり
・車通勤可
・家族乗車証支給（条件あり）

・社会保険完備
(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
・昇給(年1会)
・賞与あり(年2回)
・退職金制度
・社内表彰制度
・制服貸与
・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年勤務することが条件 あり ※入社後3年勤務することが条件

その他 未経験者歓迎

応募資格 普通免許取得後3年以上経過の方
・大型二種免許(大型車両経験)
・普通免許取得後3年以上経過の方(養成運転者制度)

応募方法
応募書類(写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書)を以下の宛先へご郵送ください。

応募書類（写真付きの履歴書、過去3年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

住所
〒060-0041
札幌市中央区大通東1丁目3番地

〒050-0083
北海道室蘭市東町3丁目25番3号

連絡先 01１-２２１-５１６７ 0143-45-2131

採用担当者名 労務係 伊東 吉田 明

１０

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 胆振 ）

事業者名 道南バス株式会社 白老観光バス株式会社

事業形態 乗合、貸切 貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型、小型

職種 乗合バス運転者(高速バスも含む) 貸切バス運転手（スクールバスや企業送迎等含む）

業務内容
乗合バス及び高速バスの運転業務
その他付随する業務

貸切バスの運転業務及びそれに付随する業務

雇用形態 臨時社員(１年後正社員) 契約社員

正社員登用制度 臨時社員後、１年で正社員 あり（最短1年）

試用期間 試用期間３か月 臨時期間９か月 3か月

勤務地 室蘭、登別、苫小牧、静内、洞爺、伊達 本社営業所（白老町）

転勤の可能性 希望者のみ転勤あり(10営業所) なし

定年制度 60歳定年退職 65歳
00

再雇用制度 65歳まで継続雇用制度あり（正社員） 75歳まで

給与
基本給：臨時期間 1７０,000円

正社員 17６,000円 月給16～24万円（各種手当込）

各種手当 残業手当、家族手当、暖房手当 等 無事故手当、通勤手当 等

所定内労働時間
2週通算74時間48分(1日平均6時間48分) 年間
1,944時間48分 シフト制

8時間 ※シフト制

休日 4週6休 4週6休

休暇 年次休暇、特別休暇(慶弔休暇)、保存積立休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
・昇給(年1会)
・賞与あり(年2回)
・退職金制度
・社内表彰制度
・制服貸与
・車通勤可

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・制服貸与
・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年勤務することが条件 あり ※入社後3年勤務することが条件

その他

応募資格
・大型二種免許(大型車両経験)
・普通免許取得後3年以上経過の方(養成運転者制度)

・大型二種免許
・大型一種免許
・年齢不問

応募方法
応募書類（写真付きの履歴書、過去3年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

住所
〒050-0083
北海道室蘭市東町3丁目25番3号

〒059-0642
北海道白老郡白老町竹浦216-88

連絡先 0143-45-2131 0144-87-6667

採用担当者名 吉田 明 石見、遠藤

１１

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 日高 ）

事業者名 道南バス株式会社 ジェイ・アール北海道バス株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型

職種 乗合バス運転者(高速バスも含む)
路線バス運転手
（高速・貸切運転手へのステップアップも）

業務内容
乗合バス及び高速バスの運転業務
その他付随する業務

路線バスの運転業務及びそれに付随する業務

雇用形態 臨時社員(１年後正社員)
正社員（バス乗務員経験２年以上有する方）
又は 契約社員（上記以外の方）

正社員登用制度 臨時社員後、１年で正社員 あり（最短７か月）※契約社員

試用期間 試用期間３か月 臨時期間９か月 3か月※正社員採用の方のみ

勤務地 平取 様似営業所（様似郡様似町）

転勤の可能性 希望者のみ転勤あり(10営業所) あり

定年制度 60歳定年退職 ６０歳
00

再雇用制度 65歳まで継続雇用制度あり（正社員） 70歳まで

給与
基本給：臨時期間 1７０,000円

正社員 17６,000円

基本給 正社員153,200円～185,300円、契約社
員155,110円。月収 20万～26万円（各種手当込
※残業月20時間計算）

各種手当 残業手当、家族手当、暖房手当 等 乗務手当（1時間250円）、時間外手当、通勤手当 等

所定内労働時間
2週通算74時間48分(1日平均6時間48分) 年間
1,944時間48分 シフト制

平均７時間35分 ※シフト制

休日 4週6休 年間105日（4週8休）

休暇 年次休暇、特別休暇(慶弔休暇)、保存積立休暇 年次有給休暇（入社時12日付与）、慶弔休暇 等

待遇・福利厚生

・社会保険完備
(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
・昇給(年1会)
・賞与あり(年2回)
・退職金制度
・社内表彰制度
・制服貸与
・車通勤可

・社会保険完備 ・昇給（年1回）※正社員のみ
・賞与あり（年2回）
※令和4年度実績：正社員4.02か月、契約社員2.02
か月

・退職金制度あり ・社内表彰制度あり
・制服貸与 ・車通勤可
・令和2年新築の社宅あり※様似営業所のみ
・その他「扶養手当」「寒冷地手当」等※正社員

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年勤務することが条件
あり※入社後3年勤務することが条件（その他詳細条
件あり）

その他
入社後の訓練・研修は3か月以上じっくり行いますの
で未経験の方でも大歓迎です

応募資格
・大型二種免許(大型車両経験)
・普通免許取得後3年以上経過の方(養成運転者制度)

契約社員
・普通免許（AT限定不可）取得後3年以上経過の方
・年齢不問
正社員
・バス乗務員の経験を２年以上有する方

応募方法
応募書類（写真付きの履歴書、過去3年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

応募書類（写真付きの履歴書、職務経歴書、過去5年
分の運転記録証明書）を以下へご郵送ください。

住所
〒050-0083
北海道室蘭市東町3丁目25番3号

〒063-0802
北海道札幌市西区二十四軒2条7丁目1番26号

連絡先 0143-45-2131 011-622-8000

採用担当者名 吉田 明 総務部 山崎

１２

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 日高 ）

事業者名 日交ハイヤー株式会社

事業形態 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型

職種 貸切バス運転手（町内スクールなど含む）、路線バス

業務内容
貸切バス運転手、路線バス運転手の業務及びそれに
付随する業務

雇用形態 正社員、契約社員

正社員登用制度 あり

試用期間 ３か月

勤務地 バス営業所（浦河町）

転勤の可能性 なし

定年制度 6５歳
00

再雇用制度 ７5歳まで

給与 月給２０万円～（各種手当込）

各種手当 無事故手当、職務手当、通勤手当（該当する場合）

所定内労働時間 ８時間

休日 4週6休

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（年１回）
・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年勤務が条件

その他
・未経験者歓迎
・移住者も大歓迎
・勤務時間などはご相談ください

応募資格 ・普通免許

応募方法
応募書類（写真付きの履歴書、過去５年間の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

住所
〒057-0013
北海道浦河郡浦河町大通2丁目28番地

連絡先 0146-22-3153

採用担当者名 バス部 木田

１３

道央

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 渡島・檜山 ）

事業者名 函館バス株式会社

事業形態 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型

職種
路線バス運転手
(貸切バス・都市間バス乗務員への登用もあります)

業務内容 路線バス運転業務及びそれに付随する業務

雇用形態 準社員、契約社員

正社員登用制度 あり（準社員から最短３年）

試用期間 なし

勤務地 函館市内、鹿部、知内、松前、江差、北檜山

転勤の可能性 あり

定年制度 6０歳
00

再雇用制度 ７０歳まで

給与 ２２０，０００円～２４０，０００円(時間外手当込み)

各種手当 住宅手当・家族手当(正社員のみ)

所定内労働時間 ７時間１５分(シフト制)

休日 ４週６休(シフト制)

休暇 年次有給休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給年１回（業績による）
・賞与年２回支給(業績による)
・冬季生活支援金支給(業績による)
・制服貸与
・退職金制度あり(正社員のみ)
・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年以上勤務で返済免除
・ 大型１種免許所持者…全額補助
・ 普通免許(マニュアル)所持者…半額補助

その他

・45歳未満の方は準社員採用、45歳以上の方は
契約社員採用
・契約社員の方も、努力次第で準社員へステップ
アップ可能 (令和４年度実績 ３名)
・バス運転業務未経験の方でも安心してご応募
ください

応募資格 ・普通免許(ＡＴ限定不可)取得後３年以上経過の方

応募方法 履歴書(写真付き)を下記住所までご郵送ください

住所
〒0４０-00２４
北海道函館市高盛町１０－１

連絡先 0138－54－4473

採用担当者名 本社総務部 労務課 辻・大隅

１４

道南

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 上川 ）

事業者名 道北バス株式会社 名士バス株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、小型 大型、中型、小型

職種 路線バス運転手、高速バス運転手、貸切バス運転手 路線、貸切バス運転手

業務内容
路線、高速、貸切バスの運転業務及びそれに付随す
る業務

路線、貸切バスの運転業務及びそれに付随する業務

雇用形態 正社員、契約社員 契約社員

正社員登用制度 あり(入社後半年) あり（最短1.5年程度）

試用期間 3か月 ３か月

勤務地 旭川市、名寄市、上川町、美瑛町 名寄営業所

転勤の可能性 なし（希望転勤あり） なし

定年制度 6５歳 6０歳
00

再雇用制度 あり 身体的な限界と判断されるまで（70歳前後）

給与
【正社員】月給220,000円～(各種手当込み)
【契約社員】日給8,050円

月給20～23万円（各種手当込み）

各種手当 残業手当、燃料手当、深夜手当、公休出勤手当 等 残業手当、燃料手当、深夜手当、高級出勤手当等

所定内労働時間 週平均40時間(シフト制) 週平均40時間（シフト制）

休日 4週6休 ３週４休

休暇 年次有給休暇、バースデイ休暇、各種慶弔休暇 年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇

待遇・福利厚生

・社会保険完備
・昇給年1回
・賞与年2回、決算手当年1回（業績による）
・入社支度金制度あり（10万円 社内規定あり）
・制服貸与・車通勤可
・家族乗車証支給
・インフルエンザ予防接種費用全額負担
・永年勤続表彰制度、無事故表彰制度あり
・脳ドッグ費用負担

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（年1回）
・賞与あり（年2回）
・制服貸与
・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

あり(入社後3年で免許取得費用免除) あり（入社後3年で免許取得費用免除）

その他 バス運転未経験者歓迎 ・バス運転未経験者歓迎

応募資格
普通免許取得後3年以上経過の者（社内規定あり）
勤務時間、日数等についてはご相談ください。

・普通免許取得後1年以上経過の者
・年齢不問

応募方法
応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

・電話連絡の上、もしくはハローワークを通して応募
・応募書類（写真付き履歴書）

住所
〒070-0821
北海道旭川市近文町16丁目2698番地の1

〒096-0014
北海道名寄市西４条南10丁目1番地4

連絡先 0166-51-0111 01654-2-4151

採用担当者名 総務部 北村 業務部 左近一夫

1５

道北

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ 上川 ）

事業者名 ふらのバス株式会社

事業形態 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型

職種 運転士

業務内容 路線バス、観光貸切バス、公用車の運行

雇用形態 正社員（試用期間あり）

正社員登用制度 あり

試用期間 3か月

勤務地 富良野市

転勤の可能性 基本なし（本人の希望による）

定年制度 65歳
00

再雇用制度 70歳まで

給与 月給18～25万円（各種手当込み）

各種手当 家族手当、住宅手当、時間外手当、通勤手当 等

所定内労働時間 １か月変形労働制（シフト制）

休日 4週6休

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇等

待遇・福利厚生

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（年1回）※業績による
・賞与あり（年2回）※業績による
・就業支度金あり（条件あり）
・企業型確定拠出年金制度あり
・社内表彰制度あり
・制服貸与 ・車通勤可

大型二種免許
取得支援制度

あり ※入社後3年勤務することが条件

その他

応募資格 ・普通免許取得後3年以上経過の方

応募方法
応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

住所
〒076-0057
北海道富良野市住吉町１番１号

連絡先 ０１６７-２３-３１３１

採用担当者名 小野

1６

道北

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （ オホーツク）

事業者名 道北バス株式会社 北海道北見バス株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、小型 大型、中型、小型

職種 路線バス運転手、高速バス運転手、貸切バス運転手 バス運転手

業務内容
路線、高速、貸切バスの運転業務及びそれに付随す
る業務

路線バスの運転業務及びそれに付随する業務

雇用形態 正社員、契約社員 契約社員

正社員登用制度 あり(入社後半年) あり（最短6か月）

試用期間 3か月 ６か月

勤務地 紋別 北見営業所、遠軽営業所、美幌営業所

転勤の可能性 なし（希望転勤あり） 希望による

定年制度 6５歳 65歳
00

再雇用制度 あり ７０歳まで

給与
【正社員】月給220,000円～(各種手当込み)
【契約社員】日給8,050円

基本給：月給 170,000円
（正社員登用後 186,700円～）

各種手当 残業手当、燃料手当、深夜手当、公休出勤手当 等 時間外手当、休日出勤手当、安全手当 等

所定内労働時間 週平均40時間(シフト制) 2週通算80時間（1日平均7時間16分）

休日 4週6休 4週6休

休暇 年次有給休暇、バースデイ休暇、各種慶弔休暇 年次有給休暇、慶弔休暇 等

待遇・福利厚生

・社会保険完備
・昇給年1回
・賞与年2回、決算手当年1回（業績による）
・入社支度金制度あり（10万円 社内規定あり）
・制服貸与・車通勤可
・家族乗車証支給
・インフルエンザ予防接種費用全額負担
・永年勤続表彰制度、無事故表彰制度あり
・脳ドッグ費用負担

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（年1回）
・賞与あり（年2回）
・入社支度金あり（100,000円～200,000円）
・退職金制度あり
・社内表彰制度あり
・無料駐車場完備
・共済制度あり
・制服貸与

大型二種免許
取得支援制度

あり(入社後3年で免許取得費用免除) あり ※入社後3年で免許取得費用免除

その他 バス運転未経験者歓迎

応募資格
普通免許取得後3年以上経過の者（社内規定あり）
勤務時間、日数等についてはご相談ください。

・普通免許取得後３年以上経過の方

応募方法
応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

応募書類（写真付きの履歴書、過去5年分の運転記
録証明書）を以下の宛先へご郵送ください。

住所
〒070-0821
北海道旭川市近文町16丁目2698番地の1

〒090-8503
北海道北見市南町1丁目5番4号

連絡先 0166-51-0111 0157-61-6211

採用担当者名 総務部 北村 総務課 正村・笠井

1７

道東

※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



エリア （十勝・釧路）

事業者名 帯運観光株式会社 くしろバス株式会社

事業形態 乗合、貸切 乗合、貸切

所有車両 大型、中型、小型 大型、中型、小型

職種 貸切バス運転手、高速バス運転手 運転士

業務内容
貸切・高速バス運行業務（道内一円）、
その他不随業務

路線バス運転手、高速バス運転手、貸切バス運転手

雇用形態 契約社員 正社員

正社員登用制度 あり（勤続2年以上） あり

試用期間 3か月 3か月

勤務地 帯広市（本社） 釧路市・厚岸町

転勤の可能性 なし なし

定年制度 6０歳 ６５歳
00

再雇用制度
65歳
（健康･運転に問題がなければ70歳まで延長可）

70歳まで

給与 20～30万円（各種手当込） 基本給１７～１９万円（各種手当別）

各種手当 時間外手当、無事故手当、通勤手当 家族手当、住宅手当、残業手当、通勤手当

所定内労働時間 実働7.5時間 ※シフト制 7時間16分（シフト制）

休日 年間休日89日 4週6休

休暇 年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇（年始休暇）等

待遇・福利厚生

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・制服貸与
・車通勤可
・正社員登用後は退職金制度あり
・社内表彰制度あり

・社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・昇給（年1回）
・賞与（年2回）
・退職金制度（確定拠出年金401K加入）
・社内表彰制度あり
・制服貸与
・車通勤可（無料駐車場完備）

大型二種免許
取得支援制度

あり あり ※3年勤続で免許取得費用返済免除

その他 未経験者歓迎（帯広本社で研修あり。） 有給休暇は完全消化できます

応募資格
・大型二種免許あれば尚可
・普通免許取得後２年以上経過の方
・年齢不問

・普通免許取得後3年以上経過の方
・年齢不問

応募方法
応募書類（写真付き履歴書）を以下の宛先に郵送し
てください。

応募書類（写真付履歴書、過去5年分の運転記録証
明書）を郵送及び、お電話でお気軽にお問い合わせく
ださい。

住所
〒０８０－２４６３
帯広市西２０条南１丁目１４－２６

〒085-0063
北海道釧路市文苑2丁目１番１号

連絡先 ０１５５－３８－４５００ ０１54-36-8181

採用担当者名 畑 智之 総務部 工藤 正勝
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※求人内容等に関するお問い合わせは、各社へ直接ご連絡願います。



ここから始まる

夢への道のり。

http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/

一般社団法人北海道バス協会

北海道バス協会のHPにて、会員事業者の「採用動画」のほか

バス運転手への道のりや業務内容を紹介した「キャリアパスガイド」

バス運転手の目線を体験できる「VR動画」を公開中！
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