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令和２年 年頭の辞  

 

                           関東運輸局長 

吉田 晶子    

 

 新年おめでとうございます。 

 年頭にあたり新年のご挨拶を申し上げます。 

 

 交通・運輸事業者の皆様方におかれましては、平素より、安全かつ信頼できる輸送

サービスの提供にご尽力をいただいておりますことに対しまして、この場をお借りい

たしまして厚く御礼を申し上げます。 

関東地方を含む日本各地で利用者が日々享受している、安全で正確・安定的な信頼

できる質の高い輸送サービスは、我が国の交通・輸送企業の関係者すべての方々の

日々のご努力の賜です。車両や船舶及びこれらを支えるインフラのメインテナンスに

始まり、従業員の教育や健康管理、日々の正確・確実なオペレーションなど、日々の

業務への誠実で着実なお取り組みの積み重ねがあって始めて実現できるものであり、

交通・輸送企業がはぐくんでこられた安全哲学、質の高い輸送サービスの提供へのご

努力に心より敬意を表する次第です。 

新年をむかえるにあたり、あらためて、こうした安全で信頼できる交通・輸送サー

ビスの実現に向けたご努力に引き続き万全を期していただくようお願い申し上げま

すとともに、人口減少・高齢化の進展や自然災害の激化など以下に掲げます日本社会

が直面している様々な課題への対応や未来志向の挑戦において、各般のご協力をお願

い申し上げる次第です。 

 

 以下、本年の関東運輸局が取り組む主要施策について申し上げます。 

 

第一に、交通の安全・安心の確保及び大規模災害時の対応です。 

昨年は台風１５号及び１９号などの記録的な豪雨による土砂崩れや河川の氾濫、強

風などにより関東地域においても甚大な被害が発生しました。被災者の皆様に、心よ

りお見舞い申し上げます。 

 

また、運輸事業者の皆様には、被災地への救援物資の緊急輸送や鉄道運休区間の代

替バスの運行、避難弱者の輸送など被災地の支援のために多大なるご貢献をいただい

ていることに対しまして、深く御礼申し上げます。 

 

関東運輸局としましても、これら被災地の交通を確保するため、自治体などからの

依頼を待つことなく、緊急災害対策派遣隊（TEC－FORCE）を管内全都県（１都７
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県）や鉄道事業者等に派遣し、鉄道運休区間において、TEC－FORCE、自治体、鉄

道会社、バス協会で代替輸送の連絡体制を構築し、協力事業者リストを作成するなど、

代替バスの運行等について、プッシュ型の支援を実施いたしました。また、空港で大

量に発生した滞留者の移動手段の確保や鉄道施設被害の復旧に係る技術支援なども

実施したところです。今後も引き続き、関係者との連携を強化しつつ、発災直後の混

乱状態にある自治体等を適切に支援するための「プッシュ型支援」を行うことを基本

に、速やかな支援を開始できるよう「即時性を確保」し、地域の特性やニーズを的確

に把握するなど「地域性を発揚」して、各地の状況に応じた支援を行ってまいります。 

 

なお、緊急時の支援物資輸送に関しては、各都県に設置されている「支援物資物流

システム連絡会」を通じ、地方自治体とトラック事業者、倉庫事業者との間の支援物

資輸送の協力体制について検証し、海上輸送の選択肢を含め必要に応じてブラッシュ

アップを図るとともに、「ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンド

ブック」の活用を推進してまいります。 

 

 津波対策に関しては、旅客船などに対して、津波対応ガイドブックを活用した講習

会を実施するとともに、外国船に対しては簡易型の津波対応シートの配布による啓発

を図ってまいります。 

 

 また、安全・安心の確保は交通政策の基本であり、また運輸事業の最優先課題です。

関東運輸局としては、まず事業者の皆様に自ら安全性を高めていただくべく、運輸安

全マネジメント制度の徹底を図ってまいります。具体的には、運輸安全マネジメント

のさらなる浸透を図るため、鉄道、自動車、海運、各分野の評価対象事業者に対する

セミナーを開催するとともに、自動車運送分野につきましては、運送事業者が参加す

る各種講習会等において、制度の周知に取り組んでまいります。なお、社会的関心が

高い貸切バス事業者に対しては、令和３年度までに全ての事業者に対し評価を完了し、

輸送の安全確保に取り組んでまいります。また、鉄道分野につきましては、各事業者

の取組をいかにスムーズに C（Check）、A（Act）の段階に移行させ、実効性を求め

ていくかを考える段階に来ていることから、引き続き、事業実態を考慮した評価を着

実に実施し、さらなる安全風土の構築、安全意識の浸透を図るための環境づくりに取

り組んでまいります。 

 

鉄道及び軌道については、施設、車両の保守管理や運転取扱いに関する監査・指導

に加え、管内の全鉄軌道事業者等を参集した「保安連絡会議」の開催、管内事業者へ

の「保安情報」の展開等を通じ、安全意識の高揚と情報の共有化を図ってまいります。 

また、踏切事故を防止するため、鉄軌道及び道路の立体交差化や踏切道の除却、構

造改良、保安設備の整備等を推進してまいります。さらに、視覚障害者等のプラット

ホームからの転落事故を防止するため、ホームドアや内方線付き点状ブロック等の整
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備を促進してまいります。 

 

自動車運送事業者への監査につきましては、重大かつ悪質な法令違反の疑いのある

事業者に対しては、集中的な監査と厳格な処分等の措置を講じるとともに、法令違反

を是正・改善しない事業者を事業停止又は事業許可の取消処分とするなど、実効性の

ある監査・処分等を行ってまいります。また、街頭監査につきましても、効果的な実

施場所、時間帯を選定し、実施してまいります。 

 

自動車運送事業の関する事故件数、死亡事故件数はともに減少傾向にあるものの、

「事業用自動車総合安全プラン２０２０」を踏まえた「関東地域事業用自動車交通事

故削減目標」の達成は容易ではありません。特に昨年は、トラックと列車による踏切

事故など、甚大な被害が発生した事故がありました。このような事業用自動車の安全・

安心を揺るがす社会的影響が大きい重大な事故は、二度と発生させてはなりません。 

関東運輸局としましては、今年も引き続き、管内で発生した事故の調査・分析を行

い、実態に即した安全施策を策定し、バス、タクシー、トラック等の各業界と協力し

て取組を進めてまいります。 

また、各講習会等の様々な機会を捉えて事故防止を周知するほか、引き続き各種事

故防止機器の導入補助を行い、事故の減少及び防止を図ってまいります。 

 

 ２０２０年の高度な自動運転実用化に向け、自動車メーカー等が技術開発に取り組

み、国も車両に関する安全基準の策定、制度・環境整備を進めており、各地において

官民連携による実証実験が積極的に行われております。関東運輸局としましても自動

運転車に係る制度の適切な運用を行うとともに、管内の実証実験について技術的な協

力を行う等、自動運転の実現に向けた取組を進めてまいります。 

また高齢ドライバーの事故を踏まえ、衝突被害軽減ブレーキ等の安全運転支援機能

を備えた安全運転サポート車（サポカーＳ）及び後付けの安全運転支援装置の普及・

促進をより一層努めてまいります。  

 

自動車の安全性や環境保全、安心・安全な車社会の維持のためには点検整備の実施、

不正改造車の排除が重要です。今後とも引き続き、自動車点検整備推進運動や不正改

造車を排除する運動を積極的に展開し点検整備の重要性を啓発してまいります。また、

無車検車につきましても、ナンバー自動読取装置を活用し指導・警告を実施してまい

ります。 

自動車整備事業につきましては、自動車の先進技術に係る整備・改造の安全性確保

のため、昨年、道路運送車両法が改正され、従来の分解整備の範囲を拡大した特定整

備制度が本年より新たに導入されます。今後は円滑な制度の導入に向け、新しい認証

基準の周知を図ってまいります。また、整備事業者に対し効果的な監査を実施し、悪

質な違反行為の防止を図ってまいります。 
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海上交通については、船舶検査、運航管理及び船員労務に関する監査を通じ、ハー

ド及びソフトの両面にわたって安全確保を図ります。特に、関西国際空港連絡橋への

タンカー走錨・衝突事故や米国グアムでのクルーズ客船の岸壁接触事故において酒気

帯び状態での航海当直が判明したことなどを受け、昨年後半、新たな走錨対策及び飲

酒対策に係る通達が発出されたことから、運航事業者に対して周知と指導の徹底を図

ります。プレジャーボート等小型船舶については、「小型船舶に対する安全キャンペ

ーン」を実施し小型船舶操縦者の遵守事項の励行啓発や法令遵守等の指導に取り組ん

でまいります。 

  また、管内の横浜港や東京港では大型クルーズ客船専用の桟橋の整備が進められて

おり、東京オリンピック・パラリンピックに向けて多数のクルーズ客船の入港が見込

まれることから、利用者の安全安心とテロ防止を図るためポートステートコントロー

ル（PSC）を効果的に実施してまいります。 

  さらに、本年施行される改正船舶油濁損害賠償法については、事業者向け説明会を

開催して周知を図るなど、その円滑な施行に向けて取り組んでまいります。 

 

観光業については、旅行業法及び国際観光ホテル整備法に基づき、第一種旅行業者

や国の登録を受けたホテル・旅館に対し、法令遵守の観点から立入検査を実施してま

いります。 

 

第二に、オリンピック等国際イベントに向けた準備です。 

 今年はいよいよオリンピック・パラリンピックが開催されます。関東運輸局では、

開催１年前となる昨年７月に「関東運輸局２０２０年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会準備本部」を設置し体制を強化しました。関東運輸局としては、大会の

成功に向けて交通対策等に取り組むとともに、この機会を訪日外国人旅行者のさらな

る増加につなげるべく準備してまいります。 

 

 まず、オリンピック・パラリンピック開催時に国内外から多数来訪する観客の輸送

を担う鉄道については、試合時間に合わせた深夜運行の実施、混雑時間帯の輸送力確

保等、大会期間中における円滑な鉄道輸送の確保に向けて、組織委員会・東京都や鉄

道事業者とともに調整を進めてまいります。また、バリアフリー等の施設整備や多言

語による情報提供等受け入れ環境の整備に万全の体制で取り組んでまいります。 

 

 さらに、選手等関係者輸送に必要となる貸切バス車両や運転者の確保、パラリンピ

ック開催時の車いす利用者の輸送のためのリフト付きバス等バリアフリー車両の確

保などの課題について、今後も東京都や組織委員会などと連携し、適切に取り組んで

まいります。 
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 あわせて、大会輸送の円滑化と物流など経済活動の両立を図る必要もあります。東

京都では、一般道における交通量を１０％、首都高における交通量を３０％削減する

ことを目標とし、交通需要抑制のため「２０２０TDM 推進プロジェクト」を推進し

ているところです。関東運輸局としても、物流事業者の皆様と緊密に連携し対応を進

めてまいります。 

 

 また、オリンピックはもとより、特にパラリンピックに関しては、公共交通機関の

バリアフリー化も重要です。公共交通機関のバリアフリー化については、２０１８年

５月に改正されたバリアフリー法により、バリアフリーのまちづくりに向けた地域連

携強化のため、新たにマスタープラン制度が導入されました。関東運輸局としては、

東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとして、より多くの市区町村にマスタ

ープラン及び基本構想を策定していただくため、競技会場を有する自治体及び共生社

会ホストタウンの登録を受けた自治体を中心に、制度の周知及び働きかけを行ってま

いります。 

この法改正では、新たに公共交通事業者等がバリアフリーに関するハード・ソフト

取組計画の作成、公表等を行う制度が創設されました。関東運輸局としては、公共交

通事業者による接遇、旅客支援、情報提供、教育訓練等のソフト面の取組をさらに推

進するとともに、バリアフリー教室等の開催を通じ、「心のバリアフリー」社会の実現

を目指します。 

あわせて、駅のエレベータ増設やホームドア整備等、リフト付きバスやユニバーサ

ルデザインタクシー車両の導入等のバリアフリー化支援についても積極的に行って

まいります。 

 

 さらに、オリンピック・パラリンピックを訪日外国人旅行者のさらなる増加の機会

として最大限活用することも重要です。関東運輸局としては、大会のために訪日する

外国人や外国メディアに観光地の魅力、特に東京だけでなく広域関東エリア全体の魅

力を伝え、広域関東への再訪を促すようなプロモーションを実施してまいります。あ

わせて、地域固有の魅力ある観光資源の磨き上げや受入環境整備についても支援をし

てまいります。 

 

そのほか、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバー

プレート」について、大会の開催される今年はより多くの自動車ユーザーに取り付け

ていただけるように呼びかけることとして、こうした面からも大会を盛り上げていき

たいと思います。 

 

第三に、公共交通の足の確保と利便性の向上です。 

 高齢化がさらに進む中で、運転免許証の返納件数は年々増加しており、高齢者の足

を確保する観点からも、地域公共交通の必要性はますます増大しています。一方で、
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鉄道・バス・タクシー等の交通事業者においては、地方を中心に経営環境は依然とし

て厳しい状況が続いており、とりわけ、近年の人口減少・高齢化の進展を背景として、

深刻な労働力不足といった問題も顕在化しております。関東運輸局としては、持続可

能で利便性の高い地域公共交通ネットワークを実現していくため、地方自治体と二人

三脚で地域公共交通を再編していく「がんばる地域応援プロジェクト」を実施してノ

ウハウの共有を進め、現在８９件の地域公共交通網形成計画が策定されるに至ってお

ります。本年も、こうした計画の策定など地域公共交通を持続可能なものに再構築し

ていく取組について、地域公共交通確保維持改善事業等により支援してまいります。 

 また、出発地から目的地までの移動を一つのサービスと捉えて提供する、いわゆる

MaaSの社会実装を推進するため、新モビリティサービス推進事業が昨年から始まり、

関東運輸局管内でも４事業が先行モデル事業に選定されております。MaaS をはじめ

とする新モビリティサービスが各地の実情に応じて実装されることにより、大都市や

観光地における公共交通の利用者利便の向上や地方都市・過疎地等における移動手段

の確保が可能となるよう、関東運輸局としても引き続き積極的な支援を行ってまいり

ます。 

 

 地域鉄道については、安全性の維持のために必要な設備の整備等に対する支援を行

うほか、利便性を高めるための新駅設置の整備等への補助を行ってまいります。 

 

 バスについては、地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維

持するため、地域間交通ネットワークを形成する地域間幹線系統や、地域間交通ネッ

トワークと密接な地域内のバス交通の運行について支援してまいります。 

 あわせて、バス事業の役割や業界の現状を踏まえ、運転者確保に向けた取組の強化、

ＢＲＴ（Bus Rapid Transit）の路線拡大や、生産性向上の取組等の支援を通じて、利

用者利便の向上や経営状況改善を支援してまいります。 

 

 タクシーについては、各タクシー協会が自治体と連携して行う乗合タクシーの導入

など、地域交通の課題の解決に向けた取組を関東運輸局としても支援してまいります。 

 ユニバーサルデザインタクシーについては、身体障がい者のほか、高齢者や妊産婦

等、様々な人が利用できる構造となっているタクシー車両として、国土交通省として

も普及に向けた各種施策を講じているところです。 

 一方で、車椅子の乗降に時間がかかることや、スロープ等の操作が分からない乗務

員がいるといった指摘もございますので、関東運輸局としましては、車いす利用者に

対する接遇向上のため、引き続き、ハード・ソフト両面からの取組を支援してまいり

ます。 

 

 伊豆諸島・小笠原諸島の離島航路については、住民の生活の足として不可欠である

ことから、引き続き、地方自治体、運航事業者、利用者代表等により構成する東京都
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離島航路地域協議会において策定された離島航路確保維持計画に基づき支援してま

いります。 

 

次に、交通利便の向上です。 

鉄道については、JR 東日本の高輪ゲートウェイ駅、東京メトロの虎ノ門ヒルズ駅

の開業が予定されています。また、昨年１１月には相模鉄道・JR 東日本の直通線が開

業し、二俣川駅から新宿駅の所要時間が約 15 分短縮されるなど、横浜市西部及び神

奈川県央部から都心へのアクセスは飛躍的に向上し、今後、相模鉄道と東急電鉄との

相互直通化やその他多くのプロジェクトが進んでいます。さらに、２０３０年頃の東

京圏の都市鉄道のあり方を示した交通政策審議会１９８号答申に基づき、各地で多く

の鉄道プロジェクトの検討が進んでおり、関東運輸局としては、こうしたプロジェク

トを積極的に支援してまいります。 

 

また、バスについては、国土交通省では訪日外国人旅行者のさらなる受入れのため

には空港の機能強化は必要不可欠として、様々な取組を行っております。 

 成田空港では夜間飛行制限を変更し、昨年 10 月の冬ダイヤより運用時間を１時間

延長いたしました。さらに、今後 2020 年代までに空港の 24 時間化及び年間発着容

量 50 万回の実現を目指しております。また、羽田空港では、本年３月の夏ダイヤよ

り国際線の発着回数を年間約３．９万回増便することを目指しており、それぞれの空

港において機能強化を図っております。これら空港の機能強化を促進するためには、

空港へのアクセスの充実が重要課題となっております。 

 このため、まず、成田空港につきましては、運用時間の延長に合わせて最終バスが

延長され、深夜時間帯にも運行されております。また、羽田空港につきましては、関

東運輸局として、深夜早朝時間帯におけるバスの利用促進に向け、「東京国際空港の

深夜早朝時間帯におけるアクセスバス運行協議会」を立ち上げ、羽田空港と都心ター

ミナル駅等を結ぶ深夜早朝アクセスバスの運行の支援を行っております。 

 今後も関係者と連携しながら、空港アクセスの利便性向上に努めてまいります。 

 

タクシー利便性向上につきましては、（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会から発

表されたタクシー活性化２０項目など、業界自らが問題意識を持ち、これからのタク

シー事業のあり方を明確にされていることにつきまして、大変心強く感じております。 

 関東運輸局としましても、昨年１０月より開始されている事前確定運賃サービスを

はじめ、スマホ配車アプリ、キャッシュレス決済端末機、多言語対応などの利用者利

便の向上等に向けた取組を支援してまいります。 

 

第四に、関東圏におけるインバウンド観光の飛躍です。 

日本を訪れる外国人旅行者は着実に増加を続けておりますが、今年開催されます東

京オリンピック・パラリンピックや２０２５年に大阪で開催される国際博覧会など、
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ビッグイベントの開催が決定しておりますので、訪日外国人旅行者のさらなる増加に

つながるよう引き続き官民一体となって万全の対策を講じてまいります。 

関東エリアには成田空港や羽田空港、横浜港等のゲートウェイがあり、世界的にも

認知度の高い東京を有しております。外国人旅行者の４割以上が首都圏から入国して

いるなか、２０２０年までに首都圏空港における航空便数を大幅に拡大する取り組み

を進めており、訪日外国人が飛躍的に増大することが見込まれています。関東運輸局

としましては、一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会と協力し、東京周辺エ

リアを含む広域関東で訪日外国人旅行者を受け入れる取組を推進してまいります。 

訪日外国人旅行者の受入環境整備では、全国共通 IC カードの導入や鉄道駅・バス

ターミナル等における移動円滑化、外国人観光案内所の整備等への補助を通じ、外国

人旅行者がストレスフリーで快適に旅行できる環境整備を促進してまいります。 

訪日プロモーション事業では、重点対象市場について地方自治体・民間事業者・JNTO

（日本政府観光局）等と連携し、海外の訪日旅行関係者の招請やメディアを通じた情

報発信等を実施します。 

また、観光地経営の視点に立った観光地域づくり法人（DMO）に対しましては、外

国人旅行者に選好される魅力的なコンテンツの開発・強化、広域周遊観光促進等の取

り組みに支援してまいります。 

インバウンド観光としての港の振興につきましては、２０２０年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会も見据え、「インバウンド船旅振興制度」を創設し、訪日

外国人旅行者を含む観光客を積極的に呼び込む環境整備を図っているところです。ま

た、「海の駅」を通じた舟艇利用促進などを始め、地域の魅力を活かした新たな航路の

開発、利用者が手軽に利用しやすくなるような情報発信など、船旅の魅力が向上し、

より身近になるよう、国、地方自治体及び関係団体等との情報共有、連携を深めてま

いります。 

 

第五に、運輸産業の生産性の向上及び労働力の確保対策です。 

 人口減少が進む中で経済を成長させるには、生産性の向上が不可欠です。運輸事業

をはじめとするサービス業は生産性が低く、労働者不足も深刻であり、また、働き方

改革も求められているところ、生産性の向上は急務です。 

 

 物流の分野では、少子高齢化に伴う労働力不足の顕在化や通販事業の拡大等の社会

環境の変化に対応し、サステナブルな物流を実現することが喫緊の課題です。このた

め、荷主や物流事業者の連携による輸送網集約、輸配送共同化、モーダルシフトとい

った物流の高度化・効率化を推進すべく、物流総合効率化計画の策定を支援してまい

ります。また、貨客混載やビル内物流の効率化等の新しい物流ニーズに対応した物流

効率化の案件発掘にも取り組んでまいります。 

 また、国際コンテナ戦略港湾である京浜港については、「京浜港物流高度化推進協

議会」を通じ、港湾機能の充実強化に向けハード・ソフト両面にわたる取組を進めて
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まいります。 

 

トラック、バス、タクシーの自動車運送事業においてはドライバー不足が深刻です。

自動車運送事業においては、働き方改革により、２０２４年から罰則付きの時間外労

働の上限規制が適用されることを踏まえ、一昨年決定した政府行動計画を着実に実施

してまいります。 

さらに、関東運輸局では、自動車運送事業における労働力確保のための取組として、

自衛隊の早期退職者等の活用を促すほか就労者数の少ない若年層や女性に対して各

事業の役割や魅力を伝えるため、高等学校等への訪問を通じた周知活動を図るほか引

き続き業界やハローワークと連携して人材確保を図ってまいります。 

 

一方、トラック運送事業の魅力を高め、労働力確保につなげていくためには、トラ

ック運送事業者だけでは解決できない問題も多く含まれています。本年も引き続き、

荷主と物流事業者が連携して取り組んで労働環境改善を実現するための『ホワイト物

流』推進運動やトラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会の取り組み

など、荷主とも問題意識を共有のうえ施策を進めてまいります。 

また、一昨年改正された貨物自動車運送事業法が昨年の７月と１１月に順次施行さ

れていることから、本年も改正法の適正な運営に努めてまいります。 

 

自動車整備事業における自動車整備士も不足しています。人材確保対策として高校

訪問などを継続するとともに、人手不足に対する新たな在留資格に関しましても制度

の周知を図ってまいります。 

 

海上労働については、船員の不足・高齢化が深刻な状況の中、社会全体で人材確保

競争が激化していることもあり、国土交通省で検討が進められている「船員の働き方

改革・今後の内航海運のあり方」等も踏まえて、引き続き関東地方船員対策協議会及

びハローワークと連携し積極的に船員確保に取り組んでまいります。 

さらに、内航海運業の安定的輸送の確保・生産性向上に向け「内航未来創造プラン」

の施策である「４９９総トン船の居住区拡大に伴う船員配乗の緩和措置」の制度等を

活用した労働力不足対策にも取り組んでまいります。 

造船・舶用工業各業界において、造船技術者・技能者の人材不足・技術・技能の継

承は、喫緊の課題です。関東運輸局としては、中小の造船・舶用工業の新人社員に対

し、見学・実習を中心に研修会を開催してまいります。また、昨年４月に創設された

新たな在留資格「特定技能」による外国人材受入制度の円滑な利用に向け、制度内容

の周知を図ってまいります。 

 

第六に、関東運輸局からの情報発信と行政サービスの利便性向上です。 

 当局が進めて参ります各施策について、各交通事業者や各自治体など当局を利用さ
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れる方々に向けて、情報を各メディアを通じて発信していくことはもちろんのこと、

当局のホームページやＳＮＳを活用して、主体的な情報発信を展開します。 

特に、昨年開設しました当局の公式 Facebook は、着々とフォロワー数を拡大して

おり、その投稿内容も、当局の施策紹介や地域や業界を応援するものなど、多岐にわ

たる内容を発信しており、それぞれの投稿に多くの反響をいただいております。 

今後は、当局の施策等に対する利用者ニーズを的確かつ迅速に把握し、適時適切な

情報発信をさらに主体的かつ積極的に進めてまいります。 

 

自動車保有関係手続については、申請者の負担軽減を図るため、オンラインで一括

した申請が可能となるワンストップサービス（OSS）の導入及び普及・促進を図って

おり、昨年１０月より山梨県で稼働開始し、管内全域で導入されました。今後につい

ては、継続検査や登録申請において運輸支局等への出頭を不要とし、自動車ユーザー

や整備事業者の皆様の事務負担の軽減を図ることを目的として、２０２３年に導入す

る自動車検査証の電子化に向け、OSS の更なる利活用促進に努めてまいります。 

 

 以上、新しい年を迎えるにあたり、関東運輸局における施策、所信の一端を申し上

げましたが、これらの実効性を高めるためには、地方自治体、交通運輸事業者をはじ

めとする関係者と連携し、一体的な取組を進めることが必要不可欠であります。 

 今後とも、関東運輸局の行政の推進に関し、皆様のご支援、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げまして、私の新年の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

                              令和２年 元旦 


