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北陸信越運輸局長 江角 直樹   

新年明けましておめでとうございます。 

平成２９年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

昨年１月１５日、長野県軽井沢町で乗客乗員１５名が死亡、２６名が負傷するという非常に痛まし

いバス事故が発生しました。あのような悲惨な事故が二度と起きないよう、貸切バスの安全対策を強

力に進めてまいります。 

また、運輸の安全・安心の確保は運輸事業の根幹であることから、全ての運輸事業者に対し、あら

ゆる機会を捉えて安全最優先であることを訴え続けてまいります。 

訪日外国人旅行者は、依然として増加しており、昨年は年間２,０００万人を初めて超えました。今

後とも、ビジットジャパン地方連携事業等により、地方公共団体等と連携して、北陸信越地域の魅力

を海外へ発信するとともに、受入環境を整備してまいります。 

加えて、地域公共交通活性化再生法に基づき、コンパクトシティ化等、まちづくり施策と一体とな

って持続可能な地域公共交通ネットワークの確保・維持・改善が進むよう、各地域の取組みを積極的

に支援してまいります。 

以上を踏まえ、北陸信越運輸局として取り組んでいく具体的な課題、施策について申し述べます。 

 

１．安全・安心対策の強化について 

（１）自動車運送事業の安全対策について 

軽井沢スキーバス事故を受け、直ちに緊急の街頭監査や臨店監査、旅行会社への立ち入り等を実

施しました。また、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会においてとりまとめられた「安全・安心

な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を踏まえ、昨年１２月、貸切バス事業者、運行

管理者等の遵守事項の強化、法令違反の早期是正、処分の厳格化等の対策を実施したところです。

さらに、事業許可に係る更新制の導入、事業者等の欠格事由の拡充、民間指定機関による巡回指導

の導入等に関して道路運送法が改正されたところであり、これらの対策を確実に推進し、貸切バス

事業の安全性向上、信頼回復に努めてまいります。 

また、「事業用自動車総合安全プラン２００９」に基づき、関係団体・関係機関と連携して設置し

た「北陸信越地域事業用自動車安全対策会議」を活用し、「１０年間で死者数・人身事故件数の半減

と飲酒運転ゼロ、危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無」の達成を目指し、さらなる取組みを

行ってまいります。 

運転者の健康状態に起因する事故・事案の防止については、昨年１１月に「自動車事故防止セミ

ナー２０１６」を富山市内で開催し、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の周知を図っ

たところですが、各種スクリーニング検査の普及など、引き続き運行管理者講習会等において周知

徹底を図ってまいります。 

また、「事故防止対策支援推進事業」（ＡＳＶの導入支援、運行管理の高度化支援及び過労運転防
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止のための先進的な取組みに対する支援）について、今後も利用拡大のために周知・促進を図って

まいります。 

 

（２）運輸安全マネジメントの促進について 

運輸の安全・安心の確保は運輸事業の根幹であり、経営トップの強いリーダーシップにより、安

全最優先であることを現場の隅々まで浸透させることが重要です。 

「運輸安全マネジメント」評価の着実な実施と運輸安全マネジメントセミナーの開催等を通じて

事業者の安全意識の向上を図り、安全管理体制が適切に機能するよう本制度の定着と取組みの深度

化・高度化を進めてまいります。また、安全管理体制の構築が進んでいない中小事業者に対する啓

発・普及に努めるとともに、軽井沢スキーバス事故を踏まえ、貸切バス事業者に対する重点的な評

価を実施してまいります。 

 

（３）鉄軌道事業、索道事業の安全対策について 

監査の充実や運輸安全マネジメント評価、各種会議、研修会、講習会等を通じ事故防止対策につ

いて周知・徹底を図っていくとともに、事故事例に関する調査結果等の事故にかかる情報の提供を

行うことにより、事故等の未然防止・再発防止に努めてまいります。 

 鉄軌道事業の運転事故は、平成２７年度は北陸信越運輸局管内で踏切障害事故が１４件、人身障

害事故が６件、道路障害事故が２２件発生しておりますが、これらの事故の原因の殆どが、鉄軌道

事業者以外に起因しています。このため、鉄軌道事業者に対する取組みに加え、踏切通行者、鉄道

沿線住民等に対する広報・啓発活動の強化を図ってまいります。また、踏切道の立体交差化や構造

改良等についても、引き続き推進してまいります。 

索道事業の運転事故は、平成２７年度は北陸信越運輸局管内で５件の人身障害事故が発生してお

りますが、これらの事故の原因については、乗客の不注意を除き、すべて係員の対応不適切といっ

たヒューマンエラーによるものです。このため、研修会の開催等を通じ、乗客に対する注意喚起、

係員への指導教育の徹底と確実な施設整備について、索道事業者に対して指導してまいります。 

 

（４）自動車の整備と保守管理について 

依然として自動車の整備不良による事故やトラブルのほか、大型車の車輪脱落事故 

や車体フレーム腐食による事故も発生していることから、自動車ユーザーが適切に保守管理を行い、

自動車を安全に使用していただくよう、各種の機会を捉えて確実な点検と必要な整備の重要性につい

て自動車ユーザーに周知してまいります。また、独立行政法人自動車技術総合機構と連携し、警察、

自動車関係団体等の協力を得て、街頭検査を積極的に実施してまいります。 

自動車整備事業者に対しては、自動車技術の高度化に対応した整備技術の向上や自動車ユーザー

への点検整備内容の説明等について、さらに努力するよう指導してまいります。また、認証を受け

ないで自動車分解整備を行っている事業者に対しては、引き続き情報の収集・調査・指導を行って

まいります。 

また、自動車整備人材確保・育成に係る取組みとして、自動車整備人材確保・育成地方連絡会と

連携した運輸支局長による高校訪問や、整備士のイメージ向上ポスターの掲示、児童を対象とした

体験イベントの実施、女性整備士の好事例等の情報収集、周知等に取り組んでまいります。 

 

（５）リコールの迅速かつ確実な実施等について 

自動車の設計・製作に起因する不具合による事故や故障を未然に防止するためのリコール制度が

適正に機能するよう、「自動車不具合情報ホットライン」や北陸信越運輸局に設置した「検査整備１

１０番」等を通じて、ユーザーからの車両不具合情報を積極的に収集してまいります。 

 また、国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの注意喚起

が必要な事案や適切な使用、保守管理、不具合発生時の適切な対応を促進するため情報提供を実施

してまいります。 

 

（６）船舶の安全の確保と海洋環境の保全対策について 
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船舶の衝突等ひとたび海難事故が発生した場合には、尊い人命のみならず船舶等の財産が失われ、

大量の油が流出した場合は、海洋環境が破壊され、漁業活動等に重大な影響を及ぼすおそれがあり

ます。このため、海難事故の防止を図ることは、引き続き重要な課題となっております。 

海難事故は、ソフト・ハード両面に起因するものが少なくないことから、運航労務監理官及び船

舶検査官が一体となって訪船指導（立入検査）を実施することにより、船舶の検査体制の充実強化

を図るとともに、危険物輸送の審査、運航管理や船員の労務に関する監査、さらには船員災害防止

運動を推進することにより海難の防止を図ってまいります。また、頻発するプレジャーボート等の

海難事故を未然に防止するため、適切な見張り、発航前点検、救命胴衣の着用等を確実に実施する

よう小型船舶操縦者の遵守事項の周知・啓発及び船舶検査の受検指導等を関係機関と連携して取り

組んでまいります。 

津波発生時に乗船者が安全に避難するためには平時からの津波防災対策が不可欠です。このため、

「津波避難マニュアル」を作成している運航事業者に対しては、訓練等を通じた見直しをすること

及び未作成の運航事業者に対しては作成することについて指導啓発に努めるとともに、昨年七月に

公表された「津波対応シート」の活用を、管内各港に寄港する船舶に対し働きかけてまいります。 

国際条約の基準に満たない、いわゆるサブスタンダード船の海難に起因する人命の損失や海洋汚

染は後を絶ちません。外国船舶に対し、構造、設備等のハード及び船員の資格、労働環境等のソフ

トの両面について、積極的にポートステートコントロールを行い、引き続きサブスタンダード船の

排除に努めてまいります。また、生物が船舶のバラスト水を介して本来の生息地ではない海域に移

入、繁殖することによる海洋環境悪化を防止することを目的とした「バラスト水規制管理条約」が、

本年９月８日に発効します。このため、発効後に寄港する外国船舶に対しポートステートコントロ

ールを行い、我が国の海洋環境の保護に努めてまいります。 

船舶に関する検査・登録・測度及びポートステートコントロールといった海事技術に関する行政

サービス及び船員に関する行政サービスについては、引き続きＩＳＯ９００１に基づく品質マネジ

メントシステムによる維持改善を行い、高度なレベルで効率的に提供してまいります。 

 

（７）防災と危機管理について 

昨年は、幸いにも北陸信越運輸局管内で大きな災害の発生がなかったところですが、引き続き緊

張感を持って、交通施設等の被害状況、公共交通機関の運行（航）状況等の情報を速やかに収集す

るとともに、適宜、地方公共団体等と情報の共有化を図る等関係機関と連携を密にしてまいります。 

また、必要に応じ、関係機関・事業者等と密接に連携し、緊急輸送が円滑に実施されるよう指

導・調整を行うとともに、被災地に対する支援措置、運輸行政サービスに係る特例措置を提供する

よう努めてまいります。 

ゴールデンウィーク・夏季・年末年始や大規模イベント等の開催により利用者が集中する公共交

通機関、交通関連施設、観光関係施設等を中心に、今後とも、関係事業者に対し施設点検、不審物、

不審者の監視等のテロ対策の徹底を周知してまいります。 

 

（８）災害に強い物流システムの構築に向けて 

昨年４月に発生した熊本地震において、物流事業者の協力の下、支援物資拠点の確保を実施した

こと等を踏まえ、今後も、民間物資拠点のリストアップの拡充を図り、また広域的な観点から見た

多様な輸送手段の活用を検討するとともに、北陸信越運輸局管内各県における県及び物流関係者間

の連絡会等を開催し、国、自治体、物流関係者間の連携方策及び民間物流拠点の活用等について議

論を進めてまいります。 

 

２．観光立国推進のための広域連携の取組み等について 

（１）訪日旅行の推進について 

訪日外国人旅行者数は、昨年は１月から１０月までの累計で２，０００万人を超え、史上最高を

更新しました。 

昨年３月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」において掲げられた、２０２０年に
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は訪日外国人旅行者数４，０００万人、地方部での外国人延べ宿泊者数７，０００万人泊（２０１

５年の３倍弱）等の新たな目標に向けて、引き続き、訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン地方

連携事業）等により、地方公共団体等と連携して、北陸信越地域の魅力を海外へ情報発信するなど

訪日プロモーションを展開してまいります。 

 

（２）地域での観光資源の磨き上げ等について 

観光振興を通じて地域の活性化を図るためには、地域の特色を活かした魅力ある観光地づくりに

取り組み、観光需要を喚起することが重要です。 

そのため、地域独自の歴史・伝統・文化を活かした「ブランド」の確立を通じて、国際競争力の

高い魅力ある観光地づくりを促進するとともに、テーマ性・ストーリー性を持った観光資源を活用

した広域観光周遊ルートを形成する取組みを支援してまいります。 

また、北陸信越地域は、観光資源が豊富であり、その豊富な観光資源を磨き上げ、旅行スタイル

やニーズにきめ細かく応える観光地づくりや旅行商品の造成に地域の皆様と一緒に取り組み、質の

高い観光立国実現のため、地域の観光振興と観光産業の強化を図ってまいります。 

 

（３）受入のための環境整備について 

ストレスなく快適に観光を満喫していただき、リピーター客や口コミ客を獲得していくためには、

受入環境整備が重要です。 

そのため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた北陸信越ブロック連絡会」において整理した受入環

境の各種課題の解消に向け、多言語対応や施設整備など関係機関と連携して取組みを進めてまいり

ます。平成２９年度からは、「明日の日本を支える観光ビジョン」に沿って、我が国の観光資源の魅

力を一層高めていくために幅広い関係省庁や多数の関係者との連携・調整を図るため、同連絡会を

発展的に改組して「観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議」を設置する予定です。 

また、地方における訪日外国人の観光旅行消費の一層の拡大のため、消費税免税店の拡大や消費

税免税手続一括カウンターの設置等も進めてまいります。 

 

（４）日本版ＤＭＯの形成促進について 

日本版ＤＭＯについては、平成２７年１１月に観光庁において「日本版ＤＭＯ候補法人」の登録

制度が創設され、昨年１１月現在、全国で１１１法人（広域 DMO：4 法人、広域連携 DMO：52 法人、

地域 DMO：55 法人）が、北陸信越運輸局管内では１５法人（地域連携 DMO：7 法人、地域 DMO：8 法

人）が登録されております。 

今後も観光地域づくりの「舵取り役」となる日本版ＤＭＯの形成促進に向け取り組んでまいります。 

 

３．地域公共交通の活性化・再生の推進について 

（１）地域公共交通の確保・維持・改善について 

人口減少やモータリゼーションの進展により、地域の鉄道、バス、旅客船等の公共交通の利用者

は減少し、多くの民間事業者において経営悪化による路線の廃止・撤退が行われ、地域公共交通サ

ービスの衰退が進んでいます。 

しかしながら、地域公共交通は、地域の社会生活・経済活動の基盤であり、まちづくりや観光振

興等の分野でも大きな効果をもたらすものであり、地域の総合行政を担う地方公共団体が中心とな

って取り組む必要があります。 

平成２６年には、地方公共団体が中心となり、地域の関係者との合意の下に、まちづくりと一体

となった持続可能な地域公共交通ネットワークを実現する取組みを推進するため、地域公共交通活

性化再生法が改正されました。現在、この法律に基づき、各地域において、新たな公共交通ネット

ワークの計画の策定が進められているところです。 

今後とも、管内各地域の協議会への参加や補助金の活用を通じて、地方公共団体や交通事業者、

関係協会の皆様と一層の連携を図り、これらの取組みを積極的に支援してまいります。 
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（２）地域鉄道の活性化について 

地域鉄道は、沿線住民の通勤・通学等、地域の重要な移動手段として、交通の基幹を担っていま

す。また、超高齢化社会における移動手段としてその役割が期待されるところです。しかしながら、

地域鉄道においては、人口減少や地域経済の低迷等に伴い厳しい経営環境に置かれております。 

このため、鉄軌道事業者や沿線自治体関係者等と協働して各地域の実情に合った地域鉄道の活性

化方策に取り組むとともに、地域鉄道の維持・改善に向け、地域が主導する意欲的な取組みに対し

て支援を行ってまいります。 

また、訪日外国人旅行者の受入環境整備による利用促進を図るため、鉄軌道事業者の駅及び車両

についての多言語対応や施設整備などに対する支援を行ってまいります。 

 

（３）索道事業の活性化について 

索道は、冬場における雇用や観光等、地元経済の一翼を担っており、北陸信越運輸局管内のその

営業基数は、全国の約４割を占めています。 

索道事業の経営環境は依然として厳しい状況にあり、各事業者においては、スキー場の活性化を

図るため、小学生以下のリフト料金の無料化や、複数のスキー場で使える共通リフト券の導入、各

種イベントの実施などによる誘客に加え、外国人スキー客の増大に向けた取組みを行っております。 

今後とも、地域の皆様と連携しながら、訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン地方連携事業）な

どを通じた誘客をはじめ、北陸信越地域のスキー場・山岳観光の魅力をホームページで紹介するなど、

索道事業の活性化を支援してまいります。 

 

（４）バス交通の維持・活性化について 

乗合バス事業は、高齢者や学生等地域住民や観光客の貴重な足として、さらに災害時の緊急輸送

等にも対応する等、地域社会を支えるとともに、まちづくり、環境対策等にバスの意義が見直され、

その役割がますます重要なものとなっておりますが、反面、利用者が減少し赤字路線を抱える事業

者が多いため、バス路線の確保維持対策が大きな課題となっております。 

これまで地方公共団体をはじめ地域住民等の関係者と連携し、生活交通の確保維持やバリアフリ

ー化等の支援を行うとともに、コミュニティバスやデマンド交通の導入等、地域の需要と実情に即

した運行形態等の創意工夫ある取組みの支援を行ってまいりました。今後とも引き続き、地方公共

団体や交通事業者等関係者の皆様と一層の連携をとりながら、バス路線の確保・維持を支援してま

いります。 

また、人口減少・高齢化が進展する中、近年のインバウンド観光の拡大もあり、バス事業におけ

る運転者不足が喫緊の課題となっていることから、昨年、地域の関係者が一体となってこの課題に

取り組むために北陸信越バス運転者確保対策会議を開催しました。今後も、バス運転者の確保に向

け、関係者とともに取組みを進めてまいります。 

 

（５）タクシー事業の適正化について 

タクシー事業は、地域における公共交通機関であることから、機能を十分発揮し、利用者利便の

向上に資するため「タクシー適正化・活性化法」に基づき事業の適正化・活性化を進めてきました。 

北陸信越運輸局管内においては、新潟交通圏、長野交通圏、金沢交通圏及び富山交通圏の４地域

が特定地域として指定されているところですが、昨年１２月には、長野交通圏において、供給輸送

力の削減とともに地域の実情に応じて、運転者の労働条件の改善・向上やタクシー車両による交通

問題の解消のための対策について定めた特定地域計画が全国で初めて認可となり、今後は、特定地

域計画に基づき、事業者計画の認可申請が予定されています。 

今後とも、特定地域に指定された４地域及び準特定地域の指定を受けている１１地域においてタ

クシー事業者や関係者が行うタクシー事業の適正化及び活性化に関する取組みについて支援を行っ

てまいります。 

 

（６）旅客航路事業の維持・活性化について 

旅客航路事業については、概ね北陸新幹線開業効果はなくなり、観光ニーズの多様化等により、
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旅客輸送人員は減少傾向が続いており、引き続き厳しい経営環境が続いています。このため、住民

の生活の足であり生活物資等の重要な輸送手段である離島航路の確保維持及び魅力ある観光地域を

創出していくための観光航路の活性化について、関係自治体や事業者等と連携して、旅客航路事業

の改善やキャンペーンの実施に関する誘客の取組み等を行ってまいります。 

 

（７）バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進等について 

公共交通機関に係る旅客施設や車両等のバリアフリー化については、バリアフリー法に基づく

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において設定された数値目標達成に向けて、計画的に整

備が進められているところです。 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けたユニバーサルデザイン化に

ついて、関係府省等連絡会議において障害の有無にとらわれない共生社会の実現に向けた大きな柱

として、国民の意識やそれに基づくコミュニケーション等個人の行動に向けて働きかける取組（心

のバリアフリー分野）と、ユニバーサルデザインの街づくりを推進する取組（街づくり分野）を検

討し、ユニバーサルデザイン２０２０としてとりまとめることとしております。  

このため、このとりまとめに沿って地域関係者との連携を強化し、「心のバリアフリー」推進のた

め、各種イベント等に参画する「バリアフリー教室」の開催や、市町村における面的なバリアフリ

ー化を進めるためのバリアフリー基本構想の策定促進のため、市町村に基本構想プロモーター派遣

を進めるなど、より一層の施策推進を図ってまいります。 

また、昨年４月施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消

法）を受けた対応指針が関係団体・関係事業者において徹底され、法の目的を踏まえた適切な対応

が行われるよう、啓発の取組みを進めてまいります。 

 

４．環境保全・物流効率化等の推進について 

（１）環境保全の取組みの推進について 

自動車使用時の「エコドライブ１０」の周知・実施を促し、併せて公共交通機関の利用を促進す

るため、環境負荷の小さい交通体系について理解を深めてもらうことを目的として、各自治体や交

通事業者によるイベントなどを積極的に活用し、交通環境対策の周知に努めてまいります。 

また、企業等に対し「エコ通勤優良事業所認証制度」の普及促進を行い、マイカー通勤からバス

や鉄道等の公共交通を利用した通勤への転換を図るとともに、運輸事業者に対しても、引き続きグ

リーン経営の推進（認証取得）、改正省エネ法の確実な実施や低公害車の導入促進等の施策を推進し、

運輸部門からのＣＯ２排出削減に努めてまいります。 

 

（２）物流効率化対策の推進について 

低炭素型の物流体系の構築を図るため、大量輸送が可能であり、かつ二酸化炭素排出原単位の小

さい海運や鉄道へ輸送手段を転換するモーダルシフトを推進するとともに、複数企業による混載や

帰り荷の確保など、更なる物流の効率化に努めてまいります。 

また、昨年１０月に改正された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」（物流総合効

率化法）について、支援方策を「施設整備」によるものから「連携」によるものへ転換することと

し、２以上の者の連携を前提に支援の裾野を広げ、モーダルシフトや共同輸配送をはじめとした多

様な取組を後押しできるようにすることとしています。今後も、積極的に広報・周知を行い、物流

の効率化やＣＯ２排出量の削減に資する事業への支援に努めるとともに、物流の重要な一翼を担う

倉庫事業については、寄託貨物の安全・確実な保管、コンプライアンスの徹底等について指導して

まいります。 

 

（３）トラック運送事業の発展について 

トラック産業は、我が国の経済や国民生活を支える基幹産業ではありますが、トラック運送事業

者の９９％が中小零細事業者であることや取引関係における多層構造等の問題が指摘されておりま

す。 
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 このため、適正取引の確保等の対策として、運送契約の書面化を推進するとともに、「トラック運

送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の普及を図っているところです。さらに、各

県毎に立ち上げた「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」において、昨年から各

県の実情に応じたパイロット事業（実証実験）を行っているところであり、平成３０年度までにガ

イドラインを策定し、普及を図ることとしています。 

また、トラック産業は中高年層の男性労働力に依存した状態であり、労働力不足の懸念から、若

年層の採用及び定着、特に女性の労働力の確保・育成に向けた取組みを実施してまいります。 

 

５．海事産業等の振興について 

（１）海事産業の振興について 

内航海運については、国内物流の約４割、産業基礎物資輸送の約８割を担う我が国の経済活動と

国民生活を支える大動脈である重要な産業として、モーダルシフトの旗手として期待されているも

のの、中小事業者が９９．７％を占める脆弱な経営基盤であることや船員の高齢化・船舶の老朽化

等様々な課題を抱え、依然として厳しい経営環境下にあります。このため若年船員の確保に関して

取り組むほか、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の共有建造制度を活用した代替建造の促進を図り、

内航海運の振興に取り組んでまいります。 

港湾運送については、東アジア各国との貿易の拡大等により日本海側港湾の果たす役割は年々大

きくなっており、港湾運送の拠点となる新潟港、直江津港、伏木富山港、七尾港及び金沢港をはじ

め、北陸信越運輸局管内各港の港湾機能のさらなる強化に向け、関係機関・港湾運送事業者と連携

して取り組んでまいります。 

造船業・舶用工業については、主力となる漁船の減少等により引き続き厳しい経営環境は続いて

おり、技術者や技能者による技術の伝承や新規の人材育成も喫緊の課題となっております。このた

め、必要な情報提供等を行い技術の維持向上を図るほか、工業高校生を対象とした事業者見学会の

開催により新規採用者の拡大を図るなど、経営基盤の強化に資する取組みを実施してまいります。

また、事業の基盤となる安全確保に関して、引き続き事故防止のための指導に努めてまいります。 

海上労働については、船員の高齢化が著しく、近い将来船員不足が懸念される中、世代間のバラ

ンスや技術の伝承といった観点からも、若年者の雇用確保を進めることが急務となっております。

若者が安心して海の職場を選べるよう船員の労働環境の向上を図るため、労働条件の確保に関する

確認や船内の安全衛生の保持等について引き続き指導するほか、船員を志望する者の裾野を拡大す

るため、小中学生をはじめとする若年層の海への関心を喚起する海事施設見学会や体験乗船の実施

など、海の職場の魅力をＰＲする活動に取り組んでまいります。さらには、船員を志す水産高校生

に対し、民間船に乗船して内航船の職場を体験するインターンシップも行っていきます。 

舟艇振興については、マリンレジャーの拠点として全国各地に設置されている「海の駅」の利用

促進を図るほか、ボートショーなど各種イベントの機会を捉え、救命胴衣の着用を指導することに

より、健全な舟艇利用振興に取り組んでまいります。 

 

（２）海事思想の普及等について 

国民生活を支える海事産業における安定的かつ良質な人材確保のためには、多くの児童・生徒等

に海の魅力や海の職場の重要性について認識を深めていただくことが必要不可欠です。子供たちの

海への好奇心を喚起する取組として、学校教育における職業教育や社会見学と連携した、港や海事

施設の見学、体験学習などの広報活動を関係団体、事業者と連携して行ってまいります。 

船舶は、大規模災害時において被災地への緊急輸送や休養施設として活用するなど重要な役割を

果たしていますが、管内の自治体においてはこのような検討があまり進められていません。このた

め大規模災害時の船舶利用について周知啓発を行ってまいります。また、津波救命艇の周知啓発に

努めます。 

 

６．自動車保有関係手続きにおけるＯＳＳの推進について 

国土交通省では、国民負担の軽減及び行政事務の効率化等を図るため、オンライン申請による自
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動車保有関係手続きのワンストップサービス（ＯＳＳ）化を推進しています。 

これまでに１１都府県で新規登録ＯＳＳが導入・稼働され、着実に利用率を伸ばしているところ

であり、今後、全国展開や対象手続きの拡大により抜本的に拡大することとしています。特に継続

検査ＯＳＳについては、納税確認の電子的確認の連携が完了しているため、平成２９年４月から全

ての都道府県で導入・稼働が予定されています。このため、各県毎に設置されたＯＳＳ導入準備会

等において、関係機関・団体との情報の共有、導入にあたっての課題及び解決策の整理、導入スケ

ジュールの早期確定等に鋭意取り組んでまいります。 

 

以上、北陸信越運輸局の課題と取り組む施策の一端を述べさせていただきました。 

本年も、北陸信越地域が豊かで活力に満ちた地域へと発展していけるよう、引き続き取り組んで

まいりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、新年のご挨拶といたしま

す。 


