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　中国運輸局は、①「運輸の安全・安心の確保」、②「地域公共交通の確保・活性化」、③「観光による

地域振興」、④「生産性革命による産業振興」の４つを使命とし、交通事業者や地方公共団体などの

関係者と連携を図りながら、交通運輸・観光に係る施策を総合的に進めている組織です。

　ＪＲ西日本三江線の廃止と代替バスの運行開始、訪日外国人旅行者が2000万人を突破、民泊制

度の開始、貸切バス事業者について更新制度導入、地方版図柄入りナンバープレートの導入、自動

運転の導入に向けた実証実験、津波を想定した旅客・船舶の緊急避難体制の実証実験。いずれもこ

こ１～２年の交通運輸・観光に係る施策ですが、これら全てに運輸局が関わっています。

　皆さんが普段利用する自家用車や鉄道・バス・旅客船などの公共交通は、運輸局が車両や事業

遂行の安全性を確認し、日々の安全につなげています。

　ＪＲ西日本三江線の廃止と代替交通の確保にあたっては、鉄道の廃止が表明された平成28年か

ら沿線の２県６市町と協力して代替交通に向けた検討を行い、平成30年４月１日から代替バスの

運行が開始されました。

　日本を訪れる外国人旅行者は増加を続けていますが、中国地方の宿泊者数は全国の２％にとど

まっています。中国地方の歴史、文化、島や山などの自然をより多くの外国人旅行者に体験しても

らい、宿泊者数と観光消費額の増加につなげることができるよう、広域的な周遊観光を促すための

情報発信や、夜神楽や星空観賞といった滞在を延ばすための新たな観光魅力づくりに取り組んで

います。また、ムスリムやベジタリアンなど多様な宗教・信条等を有する外国人が安心して食事や

観光を楽しむことができるパンフレットの作成や交通機関における多言語対応など外国人旅行者

の受入環境整備を進めています。

　本冊子では、ここで触れた業務の他、多岐にわたる中国運輸局の業務の一端を紹介しています。

皆様にとって、中国運輸局について深く理解していただくきっかけになれば幸いです。
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運輸の安全・安心の確保運輸の安全・安心の確保
　日々の輸送の安全・安心の確保が中国運輸局の最大の使命であります。誰もが安全で安心して利用できる交通環境を確
保するため、様々な取組を行っています。

　国民の生活・経済を支える運輸事業における事故等を未然に防止し、安全を確保するため、運輸安全マネジメント評価
と各事業への保安監査を「車の両輪」として実施するなど、様々な取組を推進しています。

　中国地方では、平成30年4月に島根県西部で最大震度5強の地震が発生し、家
屋や公的施設に多くの被害が生じました。
　今後、高い確率で発生が予想される南海トラフ巨大地震では、中国地方におい
ても震度6強の揺れと、最高4ｍの津波が想定されています。
　このような大規模災害に迅速･的確に対応していくため、中国地方の防災関係
機関と連携して、情報の共有、訓練の実施･検証等により、防災能力のさらなる
向上を図っていきます。
　また、海上においては、船舶の津波避難マニュアル作成普及に向けて、津波対
応シートを公表するなどの啓発活動を推進していきます。
◆津波を想定した旅客・船舶の緊急避難体制の実証実験    
　平成29年11月に瀬戸内海汽船株式会社の定期航路（松山～呉～広島）を航行
するフェリー内や広島港宇品旅客ターミナル等において、旅客船事業者の津波避
難マニュアルに基づく緊急避難体制の実証実験を実施しました。
　この検証結果を旅客船事業者、陸上交通事業者、防災関係機関に広く提供し、
津波避難対策に役立てていきます。

運輸安全マネジメント評価と保安監査
　自動車の登録による所有権の公証、自動車の検査による安全・環境基準の適合
性の審査等により国民の安全で安心できる生活をサポートしています。
◆自動車の検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　自動車が安全・環境基準に適合しているかどうかを国が一定期間ごとにチェッ
クするのが自動車の検査（いわゆる車検）です。国が検査申請を受け付け、管内
6ヶ所の（独）自動車機構の検査コースで保安基準の審査をしています。
　また、街頭車両検査の実施により点検整備の指導や不正改造車を排除するとと
もに、各種イベントに合わせて「1日マイカー相談所」「マイカー点検教室」を
各地で開設するなど啓発活動を行っています。
◆自動車の整備
　自動車の分解整備は高度な技術が必要なため、分解整備を行う事業場ごとに認
証の取得が義務付けられています。また、認証を取得した工場のうち一定の基準
に適合した工場について、国の行う検査の一部を代行することができる「指定自
動車整備事業制度」があります。
◆大型自動車等の事故防止対策
　走行中の大型車のタイヤ等の落下物は重大な事故の発生につながります。これ
までスペアタイヤ取付け装置や、工具箱等の付属品について、点検が義務付けら
れていませんでしたが、平成30年10月以降大型車（車両総重量８トン以上又は
乗車定員30人以上）に対し、点検を行うよう基準が改正されました。また、事
故を未然に防止するため関係機関と連携し、高速道路等のサービスエリアなどで、
大型車のドライバーに対し、スペアタイヤや、工具箱等の取付け状態について、
点検の実施を呼びかけ事故防止のための指導・啓発活動を行っています。

　近年、高齢のドライバーによるペダル踏み間違えや、車線はみ出し等の事故が
増加傾向にあり、事故の防止が極めて重要な課題です。現在、有効な対策の一つ
として、衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）や、ペダル踏み間違え時加速抑
制装置、車線逸脱警報装置などの先進安全技術を採用した自動車を導入すること
で、一定の効果が期待されるところです。そのため、官民関係機関が連携した「安
全運転サポート車普及・促進協議会」を設立し、普及・促進強化の取組を行って
います。
　また、この先進安全技術は「自動運転車両」実現のために必要不可欠な技術で
あり、今後この技術・性能をさらに向上させ、より安全で安心な自動運転車両の
実証実験等を行い自動運転の早期実現に取り組んでいきます。

自動車の安全確保

先進安全技術を活用した車両（安全運転サポート車）の普及啓発と自動運転車

大規模災害に備えた防災･危機管理の強化

　安全安心な人・物の輸送のため、軽井沢スキーバス事故への対策、法令違反の疑いのある事業者への監査の実施、優良
事業者のPRなどを行っています。
◆貸切バス事業者の安全性向上のための重点的な措置
　貸切バス事業に許可更新制度を導入し、5年に1度、経営状況や安全に関する投資状況を確認し、不適格な事業者を排
除する仕組みとし、また、全ての貸切バス事業者について、国による監査の実施に加え、民間団体を活用した巡回指導を
実施することで、法令遵守状況等を確認し、安全安心な貸切バス事業への取組を進めています。

◆優良事業者認定制度の拡充      
　トラック事業における安全性優良事業者認定制度（Gマーク）、バス事業における安全性
評価認定制度（セーフティバス）といった安全性の優良な事業者への認定制度の普及を後押
しし、優良事業者の活用に関して、メディアへの広報などPR活動を行っています。

監査体制の拡充などによる安全確保

緊急避難体制の実証実験

運輸安全マネジメント評価

適正化機関による巡回指導（営業所） 適正化機関による巡回指導（車庫）

鉄道事業者への保安監査 船舶への安全総点検
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※市役所前方面
　のみ停車

　 高齢化社会の進行、訪日外国人旅行者が増加する中、誰もが利用しやすい公共交通を実現するため、地域と連携して様々
な取組を進めるとともに、公共交通の利用促進に取り組んでいます。
◆自動運転サービスの実証実験
　高齢化が進行する中山間地域における人流・物流の確保
のため、道の駅などの地域の拠点を核とする自動運転サー
ビスの2020年までの社会実装を目指し、全国で実証実験
を実施しており、中国地方においても、中国地方整備局と
協力し島根県飯南町の「道の駅　赤来高原」、岡山県新見
市の「道の駅　鯉が窪」で実証実験を行っています。
　公共交通や貨物輸送における自動運転の活用について、
関係者と協力しながら検討しています。
◆安全運転サポート車の普及啓発・公共交通乗り方教室の開催
　高齢者による自動車事故が増えている中、運転免許証の返納は増えていますが、返納後の移動手段の確保が重要な課題
になっています。高齢者の事故防止に資する安全運転サポート車（通称：サポカー）の普及啓発と、バスの利用促進のた
めの乗り方教室を一度に体験できる会として産官学の連携により「安全運転サポート車＆公共交通体験会」を開催しました。

　中国運輸局では、持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を目指し、地域公共交通ネットワークのマスタープラ
ンである「地域公共交通網形成計画」、さらには、バス路線の再編等を実施するための「地域公共交通再編実施計画」の
策定に向けた地方公共団体の取組や、地域の特性に応じた生活交通の確保維持、快適で安全な公共交通の構築に向けた
取組を支援しています。
　また、地域の関係者に対する公共交通に関する勉強会や研修、セミナーなどの開催や地域の協議会への参加等を通じ
地域公共交通を担う人材の育成や情報提供を行っています。

◆JR三江線沿線地域の取組
　平成30年4月1日をもって廃止となったＪＲ西日本三江線について、運輸局は沿線2県6市町（島根県・広島県・江津市・
川本町・美郷町・邑南町・三次市・安芸高田市）と協力しながら三江線に替わる新たな交通体系に向けた検討を行いました。
   平成29年9月に、廃線後の新たな交通体系の姿を示す三江線沿線地域公共交通網形成計画を策定しました。その後、
自治体において交通事業者や地域住民との協議を重ね、代替交通のルート、ダイヤ、運行回数など詳細な運行計画を定
めた再編実施計画について国の認定を受け、平成30年4月1日より新たな交通による運行がスタートしています。
　新たな交通体系は、地域間移動に資するバス路線の新設や地域内移動に資するデマンドタクシーの導入、既存バス路
線の統合等により、利便性、効率性の向上を図るものとなっています。

◆広島市の交通再編の取組
　人口120万人を擁する広島市においては市内中心部の移動をバスと路面電車が担っており、多くのバスが幹線道路を
運行しています。中心部の過密を解消し、中心部や郊外の公共交通が少ない地域でのサービスレベルを向上させること
を目指し、交通再編について具体の検討を進め、政令市では初めて平成30年3月に再編実施計画の国の認定を受けました。
　都心内の輸送を担う循環線「エキまちループ」は平成30年5月から運行を開始しており、今後は広島港と他の交通拠
点を結ぶ新たな路線や市北部、西部における都心直通路線の効率化について検討を進める予定です。

地域公共交通の確保・活性化地域公共交通の確保・活性化
　中国地方は、中山間地域や離島が多く存在し、また、全国に先行して人口減少・高齢化が進んでいるなど、地域公共交
通をとり巻く環境は大変厳しいものとなっています。このような状況下において、中国運輸局では、地方公共団体や交通
事業者と協働し、地域公共交通の確保・活性化に向けた様々な支援・取組を行っています。

持続可能な交通ネットワークの構築を目指して
　国土交通省では、全国において国土交通分野におけるバリ
アフリー化の推進に多大な貢献が認められた個人又は団体を
表彰しています。
　鳥取県、公益財団法人日本財団及び一般社団法人鳥取県ハ
イヤータクシー協会では、官民一体となり、2020年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会に向けて、誰もが移動
しやすい新たな地域交通モデルの構築を目指し、県全体でユ
ニバーサルデザインタクシーの導入割合を高めるとともに、
利用環境の整備、ユニバーサルドライバー研修の実施等タク
シーのバリアフリー化を進めています。この先駆的な取組が
高く評価され、平成29年度バリアフリー化推進功労者大臣
表彰を受賞しました。
◆200台のユニバーサルデザインタクシー導入
　鳥取県全域で200台のユニバーサルデザインタクシーを導
入することにより、高齢者・障害者の外出支援を促進してい
ます。
　なお、車両のデザインについては統一化を図り、黄色の車
体色に大きく「UD　TAXI」の表示をすることにより、広く
認知できるようにしています。
◆ユニバーサルデザインタクシーの利用環境整備
　鳥取県の玄関口である空港・駅を中心に、専用待機場の整
備、乗降場案内板の整備、段差解消等を行っています。
　今後も引き続き利用環境整備を進めることとしています。
◆ユニバーサルドライバー研修の推進
　高齢者・障害者等の特性を理解した接遇向上のための「ユ
ニバーサルドライバー研修」を平成30年度までに県内の一
般乗務員を含めた全タクシー乗務員に実施することとしてい
ます。　

バリアフリー化の推進　～先駆的なタクシーのバリアフリー化が表彰されました～

利用しやすい公共交通の実現・公共交通利用促進

■JR三江線代替交通　出発式 （平成30年４月１日）

川の駅三次線（君田交通）に乗り込む住民の方々江津川本線（石見交通）の出発式（江津市）

広島市再編実施計画　認定書交付式
（左：広島市　谷山 道路交通局長
　右：川中 中国運輸局長）　　　　

広島市都心循環バス「エキまちループ」の概要

安全運転サポート車（通称：サポカー）の体験会 バスの乗り方教室

飯南町　道の駅「赤来高原」での実証実験

ユニバーサルデザインタクシー

大容量で、車いすのまま乗車可能 ドアと連動したステップで乗り降り安心

ユニバーサルドライバー研修待機場整備・案内板表示

循環線（左回り）

循環線（右回り）

市役所急行便

凡例
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川の駅三次線（君田交通）に乗り込む住民の方々江津川本線（石見交通）の出発式（江津市）

広島市再編実施計画　認定書交付式
（左：広島市　谷山 道路交通局長
　右：川中 中国運輸局長）　　　　

広島市都心循環バス「エキまちループ」の概要

安全運転サポート車（通称：サポカー）の体験会 バスの乗り方教室

飯南町　道の駅「赤来高原」での実証実験

ユニバーサルデザインタクシー

大容量で、車いすのまま乗車可能 ドアと連動したステップで乗り降り安心

ユニバーサルドライバー研修待機場整備・案内板表示

循環線（左回り）

循環線（右回り）

市役所急行便

凡例
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観光による地域振興観光による地域振興

　中国運輸局では上記観光ビジョン掲載施策の具体的な取組の推進及び訪日外国人旅行者の円滑な受入に向けた取組を図
るため、経済団体をはじめ、交通、観光、通信、行政など多様な関係者に参画いただき「観光ビジョン推進中国ブロック
戦略会議」を設置しています。かつてないペースで急増する訪日外国人旅行者の受入環境整備や魅力ある観光資源への磨
き上げなど、中長期的な視点に立った観光地域づくりが必要となっています。地域の現状と課題をしっかりと把握し、課
題解決に向け幅広く官民関係者が連携した取組を推進していきます。

　政府は、平成28年3月に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」により2020年訪日外国人旅行者4千万人など、
新たな目標達成に向け、官民一丸となって「観光先進国」の実現に向けた取組を進めています。

観光ビジョン掲載施策への取組（観光ビジョン推進中国ブロック戦略会議）

　中国運輸局では、2020年に中国地方での外国人延べ宿泊者数を320万人とする目標を設定しており、この目標達成に
向け、中国地方の観光魅力を効果的にPRするなど、プロモーションの高度化及び戦略的誘客を強力に進めていきます。
　今年度においては、東アジア市場、欧米豪市場に加え、広島～シンガポール便が就航した東南アジア市場へのプロモー
ションも強化します。
　さらに、各市場ともFIT（個人旅行）化やデジタルシフトが急速な勢いで起こっていることから、ICTを最大限活用し
たプローモーションを展開していきます。

増加する訪日外国人旅行者の中国地方への誘客推進、滞在周遊の促進

　観光地域づくりの舵取り役であるDMO（Destination Management/Marketing Organization）が中心となり、交通、
宿泊、商工等の事業者や行政など地域の関係者が連携し、以下観光地の魅力向上を図る取組や、それらの観光地を結びつ
ける広域的な取組に対して支援を行っています。こうした多様な関係者の連携・協力により訪日観光客の地方部における
広域的な周遊観光を促し、来訪・滞在を促進していきます。

DMOを中心とする地域の連携による広域周遊観光の促進

　中国地方観光振興アワードは、観光振興等に功績が顕著な団体又は個人に対して中国運輸局が表彰を行うものです。平
成29年度は2団体（山口県立防府商工高等学校（防府市）、まつえ若武者隊（松江市）)に表彰状を授与しました。

　訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるよう、滞在時の快適性を向上させるための受入環境整備を推
進します。
◆外国人ムスリム・ベジタリアン旅行者向け飲食店等のガイドマップ作成及び人材育成への取組
　より多くの外国人旅行者を中国地方に呼び込むためには、多様な宗教・信条等に対応できる「食」の提供は大きな訴求
効果が期待できます。このため、飲食店、宿泊事業者を対象とした、セミナーの開催や、飲食店等を紹介するガイドマッ
プの作成に取り組みます。

◆日本で快適に過ごしていただくための環境整備への取組
　ストレスフリーな受入環境の整備に向けて、観光案内所・観光拠点情報交流施設の機能向上、公衆トイレの洋式化・機
能向上等に取り組みます。

中国地方観光振興アワード

ストレスフリーで快適な旅行環境の実現（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業）

海外旅行会社との商談会
（インバウンドフォーラム広島）

旅行博への出展
（台湾）

台湾旅行社による視察ツアー
（瑠璃光寺）

韓国旅行社による視察ツアー
（金魚提灯づくり体験）

　サイクリングとクルージングを一緒に楽しんでいただくため、サイク
リング観光客向けに乗船料を割り引く「せとうちサイクルーズＰＡＳＳ」
の取組を、広島・山口・愛媛・兵庫・岡山・香川エリアで実施しています。
　「せとうちサイクルーズＰＡＳＳ」は、国内外のサイクリスト等の観
光客を離島等へ誘客し、周遊していただくことで、旅客船事業の活性化
と地域観光振興を図ることを目的としています。平成29年５月に施行
された自転車活用推進法と相まってさらなる利用拡大が期待されます。

せとうちサイクルーズPASSによる地域振興

定期的な戦略会議の開催 地域資源の魅力を活かした
滞在プログラムの造成、提供

訪日外国人旅行者向け共通交通パスの販売 商談会の開催

ムスリム・ベジタリアン対応セミナー 外国人によるモニター ムスリム・ベジタリアン対応可能な
飲食店ガイドマップ

簗　国土交通大臣政務官が出席し会議開催

山口県立
防府商工
高等学校

（防府市）

まつえ若武者隊
（松江市）

①調査・計画策定 ②滞在コンテンツの充実 ③広域周遊観光促進のための環境整備 ④情報発信・プロモーション

■観光案内所の整備・機能向上【タブレットの導入→多言語での観光情報の提供】 ■手ぶら観光カウンターの機能向上
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生産性革命による産業振興生産性革命による産業振興

◆海事産業における人材の確保・育成
   船員就職セミナーや造船・舶用工業の施設見学会など、海事産業に対する理解醸成のための取組を推進しています。  
また、造船人材を確保・育成するために、特に造船が盛んな尾道・呉地区の工業高校への造船教育の導入に向け、産学官
協議を開始しました。あわせて、女性の活躍を応援する「輝け！フネージョ★」プロジェクトを開始し、海事産業におけ
る女性活躍の一層の推進も図っています。

◆自動車整備人材の確保・育成
　自動車の関係団体で構成される「自動車整備人材確保・育成推進協議会」と連携し、平成29年5月から7月の間に管内
の高等学校51校を訪問し、自動車整備の仕事の社会的重要性、将来性について説明を行うとともに、運輸支局ごとに設置
された「自動車整備人材確保・育成地方連絡会」において、情報の共有及び意見交換を行いました。
　平成30年度も高等学校訪問活動等を通じて、自動車整備人材の確保・育成に向けた取組を進めていくことにあわせて、「自
動車整備業における女性が働きやすい環境づくりのためのガイドライン」の実施を通じて、女性の2級整備士を増やすよ
う取組を進めます。

■造船技術伝承対策
　玉野職人塾
　因島技術センター
　造船技術者研修

■海事思想の普及
　マリングランフェスタ
　海事学習会
　海の仕事紹介クルーズ

■海事人材確保対策
　職場体験学習　　　進水式・工場見学
　船員就職セミナー　海運企業説明会
　インターンシップ

　中国地方には大小の造船所をはじめ、舶用エンジン、ポン
プ、プロペラなどの舶用機器メーカーが集積しており、我が
国でも有数の「海事クラスター」を形成しています。管内の
新造船建造量は総トン数ベースで全国の1/4、修繕船につい
ては1/3以上を占めており、地域経済と雇用の創出に大きく
寄与しています。
　海事産業をはじめ、中国地方の交通・運輸産業が、将来に
わたり魅力ある産業として発展するよう生産性の向上を進め
るとともに、人材の確保・育成や女性活躍の推進にも取り組
みます。

　また、超高齢社会となり労働力不足が顕在化する中、中国地方の産業を振興し、地域の発展を図るため、経済の血液と
も言われる物流の様々なムダの省力化・効率化を進め、物流生産性向上を図る取組を進めていきます。

人材の確保・育成、女性活躍の推進

　トラック運送業は、我が国の国民生活や経済活動を支える重要な産業ですが、トラック運転者の労働時間や賃金は、他
の産業に比較して長時間労働、低賃金の傾向にあり、人材を確保し、安定した輸送を提供するためには生産性の向上とト
ラック運転者の労働条件の改善が必要となっています。
　そのため、平成27年に「トラック輸送における取引環境・
労働時間改善協議会」を官民で設置しました。平成28、29年
度実施のパイロット事業（実証実験）の取組を受け、今年度は
ガイドラインを策定し改善に取り組みます。また、新たな運賃・
料金収受ルールの普及やコンサルティング事業、荷主ヒアリン
グ・調査などで生産性の向上を目指します。

　近年の物流を取り巻く状況は、生産年齢人口の減少に伴う労働力不足が顕著であり、労働力の確保は喫緊の課題です。
今後ますます減少していく労働力を補うためには、物流における様々なムダを大幅に効率化し、生産性を向上させる必要
があります。
　中国運輸局では、物流の効率化、労働力の確保、また、環境負荷の低減を目的とし、2以上の者の連携による流通業務
の総合化及び効率化を図る事業を認定し、認定された事業に対して支援を行う取組を推進しています。

トラック輸送の労働時間・取引環境の改善に向けた取組

物流効率化の推進　～効率的で高付加価値な物流の実現～

海の駅を活用した地域振興

　過疎地域内において各社がそれぞれ輸送していた形態
を、他社との混載、共同集配、運行頻度の改善や貨客混
載などにより過疎地域内のムダのない配送を実現する取
組を進めています。
　この取組の副次的効果として、買い物支援、高齢者の
見守りや直売所等への農産物出荷代行など生活支援との
複合サービスも期待できます。

過疎地でも便利な物流の推進　～タクシーで荷物を運びます！～

　広島県呉市「ゆたか海の駅」から発祥した「海の駅」も、
今日では全国に展開し、「すおうおおしまあげのしょう」海
の駅の認定により、その数は165駅、中国地方でも25駅が登
録され、誰でも、気軽に、安心して楽しめる、海陸双方から
アクセスできるマリンレジャーの拠点として、また人々に安
らぎと癒やしを与え、「海」の豊かな自然環境と歴史や文化
等の情報の発信拠点としての役割を担っています。

（海の駅数は平成30年５月１日現在）

おき・にしのしま海の駅

うしまど海の駅

国土交通省では、自動車運送業の担い手を確保すると
ともに、過疎地域等における人流・物流サービスの持
続可能性を確保するため、一定の条件のもとで、旅客
運送と貨物輸送の事業の「かけもち」を行うことがで
きるよう制度を平成29年8月に改正し、9月から施行
しました。

■中国運輸局の認定事例
特定流通業務施設（倉庫）を新設するとともにトラック営業所を併設し、複数のメーカーの荷物を一緒に積んで大幅な効率化を実現！

■全国で初めて貨客混載輸送を認可

認可書交付式
（H30.1.18 

岡山運輸支局にて）

　中国運輸局では、平成30年1月16日に全国初となる貨客混載輸
送（タクシーで荷物を運びます！）の認可を岡山県の(株)二葉観光
運輸に行いました。
　同社は、4月以降JA倉敷さやかの運営する「矢掛宿場の青空市
きらり」への農産物の出荷などをタクシーを利用して行うことを検
討中です。

（農産物の）出荷配送

（残った農産物の）回収
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総務部
広島合同庁舎4号館4階南
安全防災・危機管理調整官

TEL:082-228-3434
FAX:082-227-9797

総務課
広報対策官
人事課 TEL:082-228-3542
会計課 TEL:082-228-3435

交通政策部
広島合同庁舎4号館4階北
交通企画課 TEL:082-228-3495

FAX:082-228-3629環境・物流課 TEL:082-228-3496
消費者行政・情報課 TEL:082-228-3499

観光部
広島合同庁舎4号館4階南
観光企画課 TEL:082-228-8701

FAX:082-228-9412国際観光課 TEL:082-228-8702
観光地域振興課 TEL:082-228-8703

鉄道部
広島合同庁舎4号館3階南
計画課 TEL:082-228-8797

FAX:082-228-9411技術課 TEL:082-228-8798
安全指導課 TEL:082-228-8799鉄道安全監査官

自動車交通部
広島合同庁舎4号館4階北
旅客第一課 TEL:082-228-3436

FAX:082-228-3452旅客第二課 TEL:082-228-3450
貨物課 TEL:082-228-3438
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