


近畿運輸局の基本理念

使　　命
　近畿運輸局は、交通・観光分野において、安全安心の確保、効率的で

人と環境に優しい交通体系の整備、魅力ある地域づくりを進めることを

通じて、地域の経済社会の発展と、豊かで快適な生活を実現します。

中・長期的に実現すべき目標（ビジョン）
●事故を未然に防止し、安心して利用できる安全な交通を実現します。

●すべての人が快適に利用できる公共交通を実現します。

● 国内外からの観光旅行等を促進することで、魅力ある地域づくりを推

進します。

●地域経済の国際競争力を向上するため、物流の効率化を実現します。

●交通からの環境負荷の低減を実現します。

●交通産業等の発展のため、人材育成や技術伝承を推進します。

●大規模災害などに備え、防災危機管理対応を充実します。

基　本　姿　勢
国民、利用者の視点に立って行動します。
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　交通の安全を確保し、安心して交通を利用していただくことは運輸行政の根幹であり使命です。近畿運輸局では、自

動車や船舶の検査・登録、自動車整備工場への監査・指導、鉄道の安全施設の整備促進、海技免許や鉄道操縦免許の交

付を行っています。併せて運送事業等の許認可、監査、指導、さらには、運送事業者が自主的に安全レベルの向上に取

組む運輸安全マネジメントに取り組んでいます。

●輸送機材の安全確保
　安全、環境に関する基準に自動車・船舶等が適合しているかを検査

し、登録を行うことで自動車・船舶等の安全の確保を図っています。

　これらに加え、自動車について、違法な不正改造車や、黒煙を撒き散

らす整備不良車等を排除するため、警察や自動車検査独立行政法人と合

同で年間を通して街頭検査を実施しています。

●運転操縦者の技量の確保
　船舶を運航させるためには、船の大きさや航行区域に応じた海技免

状・小型船舶操縦免許証が必要です。近畿運輸局では、それらの資格を

とるための国家試験や免状・免許証の交付を行っています。

　また、小型船舶の水難事故防止のため、プレジャーボート、水上オー

トバイの所有者・操縦者に対して、ライフジャケットの装備・着用など

安全な利用の周知・啓発活動や安全パトロールを行っています。

　鉄道を運転するためには、その車両の構造等ごとに動力車操縦者運転

免許が必要であり、近畿運輸局が国家試験を実施し、合格者に免許を

交付しています。

1 交通の安全・安心の確保交通の安全・安心の確保

交通の安全・安心確保のための 4つの柱

輸送機材の安全確保
自動車・船舶等の検査、登録、整備

運転操縦者の技量（資格）
海技免許、鉄道操縦者免許の交付

安全施設の整備
踏切改良、鉄道ホーム柵設置

交通事業者の安全対策の徹底
監査・指導、運輸安全マネジメント評価

不正改造車両（低床・エンジン改造）の検査

小型船舶の安全パトロール風景

近
畿
運
輸
局
の
重
点
施
策

1



●安全施設等の整備
〔鉄道の事故防止・安全対策〕
　鉄道について、安全確保のための監査や事故原因の調査分析のほか

に、安全を守る施設の整備を推進しています。

　今後発生が予想される南海トラフ地震などの大規模地震に備え、主要

な鉄道駅・高架橋の耐震補強の実施、老朽化が進むトンネル・橋りょう

の改良工事について整備を推進しています。

●交通事業者の安全対策の徹底
〔バスの安全対策〕
　平成24年 4月に関越自動車道で発生した高速ツアーバス事故を受

け、国土交通省は平成25年 4月に「高速・貸切バスの安全・安心回復

プラン」に基づき、安全優先経営の徹底、ビジネス環境の適正化・改善

を図っています。また、平成26年 3月に北陸自動車道で発生した運転

者の体調急変に伴うバス事故を踏まえ、健康管理マニュアルを改訂する

など事故防止のための取組を進めています。

〔船舶の安全対策〕
　船舶の安全は、船舶を登録した国（旗国）が国際条約に基づき、自国

の責任において船舶検査を行い、船員の能力を保証することにより、安

全を確保しています。

　日本の港に入港する外国船舶に対しては、ポートステートコントロー

ル（外国船舶の監督）として、船舶の安全、海洋環境の保全等に関し

て、立ち入り検査を行っています。

　川下り船に対しては、「川下り船の安全対策ガイドライン」に基づ

き、ライフジャケットの備置・着用、船舶検査の受検など、安全操船を

指導・周知しています。

〔自動車運送事業者への監査等の実施〕
　悪質違反、重大事故を引き起こした事業者に対し、優先的に監査を実施するなど監査体制の強化を図るとともに、不

適切な事業者に対しては厳正な処分を行っています。

　また、関係省庁や関係機関と連携して効果的かつ効率的な監査等の実施を行っています。

〔安全総点検等の実施〕
　年末年始をはじめとする人が多く移動する時期において、安全に関する啓発活動と運送事業者とともに安全にかかる

総点検の活動を行っています。

　また、春と秋の年 2回実施される「全国交通安全運動」においても、運動に対する啓発活動と事故「ゼロ」をめざし

運送事業者とともに取組をすすめています。

〔運輸安全マネジメントの実施〕
　平成17年に発生したJR福知山線脱線事故などヒューマンエラーが原因とされる事故・トラブルの多発を受けて、再

発防止のため、運輸安全マネジメント制度を平成18年10月に導入しました。運輸安全マネジメント制度は、事業者自ら

が、経営トップから現場まで一丸となった風通しのよい安全推進体制を構築し、安全についての取組方針を共有して、

全体の理解のもとに安全施策を進める制度です。近畿運輸局は、その取組状況を評価するとともに、鉄道、バス、タク

シー、トラック、海運の事業者に対して、それぞれ必要な助言を行っています。

トンネル内の補強改良工事

高速乗合バス等一斉点検を実施

ポートステートコントロール風景
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　地域における少子高齢化の

進展に的確に対応し、人口の

減少に歯止めをかけるととも

に、東京圏への人口の過度の

集中を是正し、それぞれの地

域で住みよい環境を確保し

て、将来にわたって活力ある

日本社会を維持していくとい

う「まち・ひと・しごと創生

法」による地方創生の取組が

必要となっています。

　平成25年12月に公布・施

行された「交通政策基本法」

では、国民等の交通に対する

基本的な需要が適切に充足さ

れることが重要であるとの基

本的な認識の下で、交通に関する施策を推進していかねばならない等の基本理念を定め、国、交通事業者、交通施設管

理者、住民その他の関係者の責務や役割を明らかにするとともに、我が国が今後、長期的な観点から取り組むべき交通

政策について定められています。

　国の講ずべき施策として、日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等、まちづくりの観点からの交通施策の促進、

関係者相互間の連携と協働の促進等を規定しています。

　また、交通政策基本法が提示するそれらの交通施策の長期的な方向性をふまえつつ、2020年度（平成32年度）までを

計画期間とする「交通政策基本計画」が平成27年 2月に閣議決定されました。

　その交通政策基本計画に定められた、

　　Ａ．豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現

　　Ｂ．成長と反映の基盤となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築

　　Ｃ．持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり

　を推進します。

　なかでも、まちづくりと連携をした持続可能な地域公共交通の確保・維持について地方創生の取組と連携しながら進

めてまいります。

　また、2020年のオリンピック・パラリンピックに向け訪日外国人旅行者2000万人の高みを目差し、地域経済の活性

化、雇用機会の増大、潤いのある豊かな生活の創造等あらゆる分野の発展に寄与するため、戦略的に観光振興にも取組

んでいます。

2 地域経済の活性化地域経済の活性化
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●ビジット・ジャパン地方連携事業の推進
　平成26年における訪日外国人旅行者数は1300万人を突破し、更に2000万人の高みを目指すため、日本の観光魅力を

海外に発信するとともに、訪日旅行の満足度の向上や訪日リピーターの増加、日本への魅力的な旅行商品の造成等を促

進するビジット・ジャパン地方連携事業を官民一体で推進しています。

●MICEの誘致・開催促進
　国際会議や展示会、イベントなどのMICE開催を通じた消費支出は、

開催地域を中心に大きな経済波及効果を生み出すだけでなく、ビジネス

や研究分野の海外参加者との人的ネットワーク形成や知識・情報共有等

に大きな効果があることから、官民を挙げてMICE分野の国際競争力の

強化に取り組んでいます。

（MICE = Meeting, Incentive, Convention, Exhibition / Event）

●外国人旅行者向け消費税免税制度の普及啓発

　平成27年 4月から、免税手続一括カウンターを運営する第三者にま

とめて免税手続を委託できる「手続委託型輸出物品販売場制度」が創設

されたほか、外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店するこ

とも可能になり、外国人旅行者の購入意欲が増大し、地域の観光振興や

経済への好影響が大いに期待されます。

海外MICE見本市への出展

英国エージェント向けファムトリップ タイ旅行博における関西ブース出展 関西メガセール　キックオフイベント

免税手続カウンター
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●交通長期ビジョンに基づいた施策推進
　平成16年10月、近畿地方交通審議会において、「近畿圏における望

ましい交通のあり方について｣（答申第 8号）がとりまとめられ、我が

国における社会の構造的変化等を踏まえ、京阪神圏の鉄道を中心とした

都市鉄道問題に重点を置き、中長期的な展望に立った近畿圏の総合的交

通政策の基本的な指針が示されました。同答申で提示された多岐にわた

る施策の具体化について、関係者との連携をさらに深めながら取り組ん

でいます。

●地域公共交通確保維持改善等

　近年の少子高齢化等による社会経済構造の変化を迎え、特に地方にお

ける生活交通の利便性が低下している地域等において、その地域の特

性・実情に応じた最適な移動手段の提供、また、駅のバリアフリー化、

低床車両の導入等、移動にあたっての様々な障害（バリア）の解消等

がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた支援をして

います。

　また、地方公共団体が行う地域に合ったまちづくりと連携した地域公

共交通網の策定についても支援しています。

●国際物流の施策の推進（阪神港・関西国際空港）

　関西では、平成17年 6月、地元の産学官が一体となって「国際物流

戦略チーム(本部長：公益社団法人関西経済連合会会長)」が全国に先駆

けて結成されました。近畿運輸局は、副本部長、事務局として参画し、

国際物流の効率化を通じた関西経済の活性化を目指し、関係機関と連

携しながら「集貨」「創貨」「通貨」に向けた取組などを推進してい

ます。

●クルーズ振興

　クルーズは、近年、中国を中心として急成長している旅行分野です。

クルーズ客船の寄港は、大きな経済効果をもたらすため、地域経済の活

性化には非常に有効ですが、誘致や受入にはその地域の総合力が問われ

ます。近畿運輸局では、自治体や関係者等と連携して、情報発信力やお

もてなしなど、地域の総合力を向上させる取組を推進しています。

阪神なんば線開業（平成21年 3月）
【写真提供：阪神電気鉄道㈱】

兵庫県豊岡市のコミュニティバスでの通学風景

関西国際空港内のフェデックス施設
【写真提供：フェデラル エクスプレス】

大阪港に入港するクルーズ客船
【ダイヤモンド・プリンセス】
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　私たちの住む地球は、地球温暖化やオゾン層の破壊等、深刻な環境問題に直面しています。近畿運輸局では、CO2等

の温室効果ガスを削減するため、自動車・道路交通対策や環境負荷の小さい交通体系の構築など地球温暖化対策の推進

を図ると共に、トラック・バス（ディーゼル車）等の排出ガス対策の推進、循環型社会の構築といった総合的な取り組

みを行っています。

地球温暖化問題への取り組み
　低公害車の普及促進を図るとともに公共交通機関の利用促進及びモーダルシフト、物流効率化等の施策の推進により

環境負荷の小さい交通体系の構築を目指しています。

●電気自動車等次世代自動車の普及促進

　環境にやさしく、高齢化社会に対応すべく超小型モビリティを導入す

るための事業を推進・支援しています。

　また、電気自動車等の導入にかかる事業については、地方自治体や道

路管理者等と調整を行う他、導入車両の技術的な安全性もサポートして

います。

「超小型モビリティ」
　コンパクトな自動車で、地域の手軽な移動の足となる１人～２人乗り程度の車両。エ
ネルギー消費量は、通常の自動車に比べ1/6程度（電気自動車の1/2程度）。

●環境負荷の小さい交通体系の構築

　通勤手段を、マイカーから公共交通や自転車等へ転換を図る「エコ通

勤」の推進に向けて、自治体及び事業所に対して「エコ通勤優良事業所

認証制度」の普及啓発に取り組んでいます。

　また、鉄道や海運へのモーダルシフト、物流拠点の集約化を通じた物

流効率化によるCO2削減の取り組みを推進しています。

「エコ通勤優良事業所認証制度」
　エコ通勤を積極的に推進している事業所を認証する制度。認証事業所名等を局HPに
掲載し、また、自社での通勤バス運行や地域全体でのエコ通勤促進等、特に優れた取り
組みを行っている事業所に対して表彰を行っている。

「モーダルシフト」
　CO2削減や物流の効率化等の観点から、貨物輸送を自動車から鉄道又は船舶輸送へ転
換（シフト）すること。

3 環境問題への対応環境問題への対応

国産超小型モビリティの一例

滋賀県庁エコ通勤優良事業所認証
登録証交付式の様子

百済貨物ターミナル駅で積み込みを待つコンテナ群
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大気汚染問題への取り組み
　天然ガストラック・バス等環境対応車の導入促進、運送事業者への各種補助事業メニューの周知活動、街頭検査によ

る整備不良車両の排除、外国船籍に対する検査等を行い、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の排出ガスによ

る大気汚染の解消を図っています。

●環境対応車の普及促進
　運輸産業をめぐる環境問題に対応するため「人と環境に優しい街づく

り」をスローガンに設置した「近畿スマートエコ・ロジ協議会」を通

じ、国だけでなく、地方自治体、関係団体、産業界及び学識経験者等と

連携し、環境対応車の普及について啓発や広報等の活動を行ってい

ます。

循環型社会の形成に向けた取り組み
　廃棄物の発生の抑制や資源の再使用、再利用を進めるため、自動車リサイクル、FRP船リサイクルを推進するととも

に、環境負荷低減型の静脈物流システムの構築を目指しています。

●FRP（ガラス繊維強化プラスチック）船リサイクル

　FRP船ユーザーの不法投棄撲滅と、FRP船をセメント等の材料とし

てリサイクルすることが目的の『FRP船リサイクルシステム』の周知

活動を各関係団体と連携して行っています。

「FRP船の不法投棄」
　FRP船は漁船やプレジャーボートとして使われており、材質が硬く耐久性に優れてい
る反面、廃船処理が困難で、処理ルートが確立されていなかったことが不法投棄に繋が
り、社会問題になっていた。

海洋汚染対策

　船舶からの海洋汚染等を防止するため、油や有害液体物質等の流出を防止する設備やNOx等の排出を低減する設備が

必要です。さらに近い将来はバラスト水排出による生態系破壊の防止のための設備も義務付けられます。

　また座礁等による沿岸・海上の油濁損害や船体撤去にかかる費用を補

償する船主責任相互保険（PI保険）の加入や地方運輸局等への入港前等

事前通報などが義務付けられています。

　国ではそれらの船舶の検査や廃油処理事業の指導・監督を実施してい

ます。

「国際物流総合展2014」

指定引取場所における廃FRP船の解体作業

海難事故を起こした外国籍船

近
畿
運
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1 観光振興
　　この先、人口が減り、少子高齢化が進む中、地域の活性化には交流人口を拡大することが求められ
ています。観光は、交流人口の拡大に大きく貢献するとともに、観光による交流人口の経済効果は、定
住人口１人に対し、国内旅行者（宿泊）27人、訪日外国人旅行者 9人の来訪が匹敵するという試算もな
されており、観光振興を地域活性化の重要な施策の一つとして位置づけています。

①海外からの観光客誘客
■ 観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015
　平成27年 6月 5日、総理主宰の観光立国推進閣僚会議において「観光立国実現に向けたアクション・
プログラム2015」が決定されました。このプログラムは、今後、訪日外国人旅行者数2000万人時代を
万全の備えで迎え、地方創生への貢献を図り、観光を日本の基幹産業へ飛躍させ、また、我が国の歴
史・文化を深く理解してもらうことにより、質の高い観光立国を目指すべくまとめられたものです。

観光立国実現に向けたアクション・プログラム【主要項目】

インバウンド新時代に向けた
戦略的取組

○地方への誘客、新たな季節需要の創出
○ビザ要件の戦略的緩和
○未来を担う若い世代・欧米からの呼び込み

観光旅行消費の一層の拡大、幅
広い産業の観光関連産業として
の取り込み、観光産業の強化

○地方における消費税免税店の拡大
○農産品を円滑に自国へ持ち帰ることが出来る環境整備
○地域産品等の「地域ブランド」認定

地方創生に資する観光地域
づくり、国内観光の振興

○広域観光周遊ルートの形成・発信
○再び訪れたくなる観光地域づくり
○「道の駅」の積極活用、LCCの就航・利用促進、国内クルーズ活性化
○観光による被災地復興

先手を打っての「攻め」の
受入環境整備

○空港ゲートウェイ機能の強化
○CIQ体制の強化
○宿泊施設・貸切バスの供給確保
○多言語対応、無料Wi-Fi環境の整備
○災害、不慮の怪我・病気への対応

外国人ビジネス客等の積極的な
取り込み、質の高い観光交流

○富裕層の取り込みと外国人長期滞在制度の利用促進
○質の高い観光交流の促進

「リオデジャネイロ大会後」、
「2020年オリンピック・パラリ
ンピック」及び「その後」を見据
えた観光振興の加速

○ 全国各地での文化プログラムの開催、訪日プロモーション、バリアフリー化の
加速

■ ビジットジャパン地方連携事業
　訪日外国人旅行者数が多い、中国、韓国、台湾をはじめとする重点20市場を主な対象に、国と地方
自治体や民間事業者等が連携し、海外メディアの招請や取材支援、海外のテレビコマーシャル、雑誌、
WEBサイトによる情報発信、旅行博覧会への出展等の認知度向上事業や、旅行会社の招請や商談会の実
施、旅行商品の共同広告、教育旅行の誘致等の訪日誘客事業を通じ、関西への訪日外国人旅行者の誘客
に取り組んでいます。

⑴
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■ 近畿運輸局における平成27年度ビジットジャパン地方連携事業実施方針
　中国、韓国、台湾、香港、東南アジアを最重点市場に、欧米、豪州等を重点市場に位置付け、
「KANSAIブランドの展開」、「関西空港を軸とした広域観光ルートの創出」、「関西独自の歴史・伝
統・文化、都市観光を活かした取組」、「MICEの誘致・開催促進」を 4本の重点テーマとして、連携
の強化・消費機会の拡大を目指して訪日促進事業に取り組んでいます。

■ 近畿運輸局における重点市場

最重点市場

～テーマ性・持続性のあるプロモーション～
重点市場

再訪市場 韓国、香港、台湾
安定市場
～高品質なプロモーション～

アメリカ、イギリス、ドイツ、

フランス、オーストラリア、

カナダ高成長市場 中国

新成長市場
東南アジア（タイ、マレーシア・
シンガポール・インドネシア、

ベトナム、フィリピン）

将来市場
～国全体方針と調整～

インド、ロシア、スペイン、

イタリア

★ リピーター率の高い再訪市場は、FIT向けの事業を積極的に支援、発展する新成長市場は中長期的展望を踏まえた戦略

的プロモーションを実施

　（＊FIT：Foreign Independent Travel　個人や少人数による個別手配の海外旅行）

■ 重点テーマ
　＊対象市場に訴求力のあるテーマ・ストーリーを設定し、関西のディスティネーションとしての価値を効果的に展開する。

■ 1　「関西（ＫＡＮＳＡＩ）ブランド」の展開
　　➢　 官民一体となった「オール関西」としての取組。海外旅行博への出展。WEBや海外メディ

アを活用した情報発信。　など

■ 2　関西空港を軸とした広域観光ルートの創出
　　➢　 各地域が中心となった広域観光ルートの開発・普及。商品訴求力のあるモデルルート形

成。各地の多彩な魅力（祭り、伝統行事等）のプロモーション。フェリーの活用等による
瀬戸内海洋観光。鉄道、LCCの活用。　など

■ 3　関西独自の歴史・伝統・文化、都市観光を活かした取組
　　➢　 近畿圏に多数存在する世界遺産や歴史文化遺産をはじめ、歌舞伎、文楽等の伝統文化、食

文化、織物、刃物等の伝統工芸など多様な文化体験メニューの展開。都市部の新たな観光
スポットを活かした商品開発。　など

■ 4　MICEの誘致・開催促進
　　➢　 海外のMICE見本市への出展。産業観光（企業視察）ニーズを受けた企業関係者へのアプ

ローチ。ファムトリップ。　など

⑴
観
光
振
興

9



②国内観光振興の推進
■ 観光圏の整備（観光地域ブランド確立支援事業）
　国は、広域的な連携・役割分担による観光地づくりの成功事例を早期に構築するため、国内外からの
観光客の 2泊 3日以上の滞在型観光が可能な「観光圏」の形成に向けた地域の関係者の連携による取組
を支援しています。
　関西では、平成23年度に奈良県・和歌山県 1市 2町 3村による「吉野大峯・高野観光圏」を、新たな
観光圏として平成26年度に京都府北部 5市 2町による「海の京都観光圏」が認定されています。

■ 地域資源を活用した観光地魅力創造事業
　地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるため、歴史的景観、美しい自然、海洋資源、
豊かな農山漁村、魅力ある食文化等の観光資源を活かした地域づくり施策と、体制づくり、受入環境整
備、二次交通の充実等の観光振興のための施策を一体で実施する。

⑴
観
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■ 近畿観光まちづくりコンサルティング事業
　国際競争力のある観光地づくりの推進に向けて、地域と旅
行業者等との連携・協働により地域の観光魅力を発掘・増進
させ、新たな企画旅行商品として流通を促進するため、観光
有識者や旅行業者等のメンバーからなる「近畿観光まちづく
りアドバイザリー会議」を設置し、平成18年度より地域に対
するコンサルティング事業を実施しています。
　平成26年度は、兵庫県西脇市を重点地区とし、「日本のへ
そ」「播州織」「食」「季節の旬」を生かした観光まちづく
りの方策を提案しました。

③多様な観光振興の取り組み
■ クルーズ振興
　関西圏の諸都市、観光地、港湾等が連携してクルーズ客船
を誘致することによって観光及び港湾の振興を推進すると
ともに、効果的なクルーズ振興を図ることにより、関西全体
の地域振興に寄与するため、関西クルーズ振興協議会（事務
局：近畿運輸局、会員109団体：平成27年 4月現在）を平成
15年 3月に設立。港と後背地の観光素材をつなげながら、関
西一丸となって、クルーズの魅力を発信し、日本人のクルー
ズ人口の増加を目指しています。
（具体的な活動内容）
　・ クルーズ客船の入港に合わせたパネル展やブース出展に
よるクルーズの魅力紹介

　・ 自治体や関係者を対象としたクルーズ客船の受入体制強
化のためのセミナーの実施

■  訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた関西
ブロック連絡会

　訪日外国人旅行者が、かつてないペースで急増するのにあ
わせて、関西ブロックにおける受入体制の現状と課題を十分
に把握するとともに、2000万人の外国人旅行者を受け入れ
るにあたって早急に引き上げる必要がある事項についてはそ
の改善を図り、訪日外国人2000万人を万全の体制で迎えるべ
く、国土交通省の地方出先機関、自治体、観光関係団体、交
通・観光関連事業者等の参画により検討が行われています。

■ 国際会議等（MICE）の誘致
　世界的に有名な富裕層旅行商談会である「インターナショ
ナル・ラグジュアリー・トラベルマーケット」（ILTM）を誘
致するため、京都市と連携してプレトリップを実施する等、
日本全体の旅行先としての価値をPRする取組を行い、平成24
年度には日本で初めて京都を会場として「ILTM Japan」が
開催され、好評であったことから翌年度以降連続開催されて
います。引き続きこのような国際会議等の誘致に向けて取り
組んでいきます。

西脇市で行われた「現地調査」
（播州織工房館）

クルーズの魅力を紹介するパネル展示

第１回 関西ブロック連絡会
（平成27年 3月23日）

ILTMアジア　プレトリップの様子

クルーズセミナー2015 in京都舞鶴港
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■ 紀伊半島プロジェクト
　平成23年 9月の台風12号により甚大な災害にあった紀伊半島を「災害に強い紀伊半島」にすすめるた
め、国の関係機関、紀伊半島 3県および市町村のメンバーからなる「紀伊半島の観光振興と社会資本整
備に関する連絡会議」を構成し、魅力あふれる紀伊半島の啓発に取り組んでいます。
（主な活動内容）
　・ 紀伊半島PR展の開催　JR大阪駅と岸和田SAでご当地
キャラクターが地元の魅力をアピール

　・連絡会議のパンフレット、ホームページの作成

紀伊半島観光PR展（岸和田SA） 紀伊半島観光PR展（JR大阪駅）

■ 広域観光周遊ルート形成促進事業
　複数の都道府県を跨って、テーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地を、交通アクセス
も含めてネットワーク化して、外国人旅行者の滞在日数（平均６日～７日）に見合った、訪日を強く動
機づける「広域観光周遊ルート」（骨太な「観光動線」）の形成を促進し、海外へ積極的に発信する。 

LAN

LAN

紀伊半島プロジェクトロゴマーク

⑴
観
光
振
興

12



2 地域交通の利便性の向上
①交通長期ビジョンに基づいた施策推進
■ 近畿圏の鉄道整備
　近畿圏においては、平成15年 3月、近畿運輸局長から近畿地方交通審議会に諮問された｢近畿圏にお
ける望ましい交通のあり方｣について、平成16年10月に答申（｢近畿地方交通審議会答申第 8号｣）がと
りまとめられました。答申以降、平成16年11月に京都市交通局東西線を始め平成21年 3月の阪神なん
ば線など 9路線が続けて開業し、利用者利便の向上が図られています。また、同答申に「京阪神圏に
おいて、中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する新たな路線」として位置付けられている西梅
田・十三連絡線（仮称）、なにわ筋線、北大阪急行延伸線などの事業実施にむけ、整備計画案や事業ス
キームなどの検討も進んでいます。

②公共交通の確保維持・活性化
■ 地域公共交通の確保維持改善事業
　生活交通の存続が危機に瀕している地域等における最適な移動手段の提供と、駅のバリアフリー化等
移動にあたっての様々な障害を解消するための事業を行っています。

・地域公共交通確保維持事業
　生活交通のネットワークを地域のニーズを踏まえた最適な交通手段とするため、多様な関係者による
議論を経た地域の交通に関する計画に基づき実施される取組を支援します。幹線バス等とそれに接続す
る地域内の生活交通の運行を一体的に支援します。

⑵ 
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・地域公共交通バリア解消促進等事業
　バス、タクシー、旅客船、鉄道駅のバリアフリー化や
LRT・ BRTの導入、ICカード等利用環境の改善や安全性向
上に資する設備の整備などを支援します。
　※ LRT（Light Rail Transit：次世代路面電車）低床式車両の活用

や軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性などの面で優れ

た特徴を有する次世代の軌道系交通システム

　※ BRT（Bus Rapid Transit：バス高速輸送システム）専用走行

路を走行し、近代的な駅、ハイテク車両による高速サービス

BRTシステム整備としての導入事例
～兵庫・三田に連節ノンステップバスを導入～
　通勤・通学時間帯の利用者が多い路線での運行により、
新三田駅バス乗り場における乗車待列が半減し混雑が解消
され、乗降客の安全確保と利便性向上が図られています。
また、一体的に導入されたICカー
ドシステムによる円滑な乗降で、乗
降時間を短縮し、利便性、快適性を
はじめ、バス運行の速達性も改善さ
れ、地域公共交通の活性化が期待さ
れます。
【西日本で初の導入、平成24年度
事業】

・地域公共交通バリア解消促進等事業
　本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上を目標として、地方公共団体が中心とな
り公共交通事業者等の関係者が協議をしてまちづくりと連携をした地域全体を見渡した面的な公共交通
ネットワークの再構築のための計画（地域公共交通網形成計画）の策定などの取り組みを支援します。

■ 公共交通利用への働きかけ（モビリティ・マネジメント）
　無意識のうちに自家用自動車利用が習慣化している各個人に対し、それぞれの交通行動に即した情報
提供やアドバイス等きめ細やかな対話を行うことにより、公共交通機関の利用が環境や安全等の観点か
ら有益であることを伝え、自家用車による交通行動の転換を促す働きかけを行っています。この手法を
モビリティ・マネジメントといい、公共交通の利用促進に活用しています。

阪堺線に導入される低床式車両
【写真提供：阪堺電気軌道㈱】

三田市に導入された連節ノンステップバス
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③バリアフリー化の推進
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」（平成18年12月20日
施行）に基づき、高齢者や障害者等が利用しやすい公共交通施設や車両等の整備促進に取り組むととも
に、国民がバリアフリーへの理解を深め、自発的なサポート活動が行われるよう「心のバリアフリー」
の普及に努めています。

■ バリアフリー化の整備目標
　「移動等円滑化の促進に関する基本方針」により、平成32年度末までに、バリアフリー化達成率を、
3000人以上が利用する駅やターミナルにおいては原則100％、鉄道車両やバスは約70％、旅客船は約
50％とする等目標が設定されています。

バリアフリー化の目標と達成状況（平成26年 3月末現在）

近畿管内現状 全国現状 整備目標

鉄軌道
鉄軌道駅（段差の解消） 85% 83% 原則100%

鉄軌道車両 45% 60% 約70%

バス
バスターミナル（段差の解消） 100% 82% 原則100%

乗合バスのうちノンステップバス 43% 44% 約70%

タクシー 福祉タクシー 3,083台 13,978台 約28,000台

旅客船
旅客船ターミナル（段差の解消） 該当施設無し 88% 原則100%

旅客船 17% 29% 約50%

■ バリアフリー基本構想作成の促進
　各市町村は、旅客施設の周辺地区など、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区（重点整備
地区）において、バリアフリー化の一体的な推進を図る基本構想を作成できることとなっています。近
畿管内 2府 4県では、現在、6７市 6町において132の基本構想が作成されています。
　近畿運輸局では、セミナーやプロモート活動等を行うことにより、基本構想作成の促進に取り組んで
います。

■ バリアフリー化推進の各種取り組み
・バリアフリー教室
　「心のバリアフリー」を普及啓発するため、車いす
等を使用して、高齢者や障害者等の擬似体験を通じて
気持ちの理解を深め、お手伝いをすることを目的とし
たバリアフリー教室を各地で開催しています。

奈良学園中学校（２年生生徒）
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・バリアフリーネットワーク会議・バリアフリー化推進功労者表彰等
　バリアフリー施策のスパイラルアップ（継続的改善）を図っていくため、学識者、高齢者、障害者団
体、関係する施設設置管理者、行政等が一堂に会して、「バリアフリーネットワーク会議」を開催し、
情報共有や課題の抽出、対応方策の検討などを行っています。
　また、バリアフリー化の推進に多大な貢献が認められ、顕著な功績･功労があった個人や団体を表彰す
る制度を創設するとともに、「バリアフリーなまちづくりを考えるつどい」を開催し、優れた取組みを
先進事例として広く普及･奨励する取組みを推進しています。

バリアフリー化推進功労者表彰式 バリアフリーなまちづくりを考えるつどい

【心のバリアフリー】　さまざまなマーク
ベビーカーマーク ほじょ犬（身体障害者補助犬）マーク ハートプラスマーク

ベビーカー利用者が安心して利用でき
る場所や設備（エレベーター、鉄道や
バスの車椅子スペース等）を明示して
います。

「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」を公
共施設や交通機関、デパートやレスト
ランなどに同伴できることを示してい
ます。

からだの内部に障害のある人（内部障害
者）をあらわします。外見からわかりに
くいため、このマークによって内部障害
に対する理解と配慮を求めています。 

④消費者の視点に立った行政の推進
■ 公共交通事故被害者等への支援
　国土交通省では、航空、鉄道等公共交通機関の事故による被害者等の支援の確保を図るため、平成24
年 4月に『公共交通事故被害者等支援室』を設置しています。
　同支援室における主な取り組みとしては、「被害者の方々に寄り添う」ことを基本に、関係機関等の
協力を得ながら、
　①　公共交通における事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能
　② 　被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわたるコーディ
ネーション機能を担っています。

■ 消費者ニーズの把握
近畿運輸局ホームページや、庁舎内に設置されたご意見箱に寄せられた、運輸行政及び公共交通等に関
するご意見・ご要望を収集・把握し、公共交通利用者ニーズとして行政へ反映させています。
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3 物流・環境政策
　近畿圏の物流活性化のため、阪神港や関西国際空港の国際競争力強化を推進しています。また、CO2
等の温室効果ガスを削減するため、効果的で環境負荷の少ない物流システムの構築やエコ通勤の促進な
ど、地球温暖化対策の推進を図っています。
　また、ホームページ等により消費者ニーズの把握に努め、消費者の視点に立った行政の推進を図って
います。

①物流の活性化
■ 国際物流施策の推進（関空・阪神港）
　平成22年 8月に国際コンテナ戦略港湾に指定された阪神港について、近畿運輸局は、関西の物流に関
する産学官を構成員とした国際物流戦略チームに参画し、同チームで選定された、「阪神港利用促進プ
ロジェクト」の各事業を支援しています。
　また、関西国際空港については、空港会社や関係行政機関と協力して、新たな航空貨物需要の開拓を
目指した輸出促進セミナーを開催するなど、関西国際空港の利用促進につながる取組を引き続き進めて
いきます。

②地球温暖化防止対策の推進
　地球温暖化防止対策のため、日本全体のCO2排出量のうち約 2割を占める運輸部門（自動車、船舶
等）からの排出量削減を目指す取り組みを進めています。

■ グリーン物流の推進 ～モーダルシフト～
　平成18年 1月に設置した「関西グリーン物流パートナーシップ会議」における活動を通じて、鉄道、
船舶へのモーダルシフトの推進を目的としたセミナーの開催等を行うことにより、グリーン物流の推進
を図っていきます。

グリーン物流とは？ 鉄道や海運へのモーダルシフト、物流拠点の集約化、共同輸配送等による最
適化を通じた、物流効率化による、CO2削減の取組が推進されています。

CO2削減や物流の効率化等の観点から、貨物輸送を自動車から鉄道又は船
舶輸送へ転換（シフト）することです。モーダルシフトとは？

国際コンテナ戦略港湾「阪神港」の機能強化
【写真提供：大阪市港湾局】

ALL KANSAI「食」輸出セミナー
（平成27年 5月　関西空港内）
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平成26年度 グリーン物流セミナー 現場見学会（鉄道版） 平成26年度 グリーン物流セミナー 相談会（海上版）

■ エコ通勤の普及促進
　環境にやさしい交通手段で通勤する「エコ通勤」の促進を図るため、エコ通勤の取り組みを自主的
に、かつ積極的に取り組んで いる事業所を認証する制度の普及促進を図っています。
　認証・登録されると、①近畿運輸局等のHPで事業所名等が公表され環境に配慮した企業活動をアピー
ルできる、②周辺地域において通勤時間帯の渋滞が緩和される、③公共交通利用者が増えることで公共
交通サービス水準が向上する、といったメリットがあります。また、特に優秀な取組を行った事業所
は、近畿運輸局長表彰又は国土交通大臣表彰に推薦されます。
（管内認証事業所数：110事業所（平成26年度末現在））

■ グリーン経営の推奨
　環境保全と経営向上の両立を目指し、自主的に環境に配慮した企業経営（グリーン経営）を行う運輸
事業者のグリーン経営認証取得を推奨しています。
　ISO14001認証取得が難しい中小規模の事業者であっても認証取得が容易であり、また、認証取得す
ると、①交通エコロジー・モビリティ財団のHPで事業所名を公表されるとともに、毎月新規登録分を新
聞各社にプレスリリースされるため、環境に配慮した企業活動をアピールできる、②職場モラルや士気
が向上する、といったメリットがあります。
（管内認証事業所数：1192事業所（平成26年度末現在））

■ 交通環境教室の開催
　次世代の担う子供達に、交通を取り巻く環境問題や
電車・バス等の環境負荷の小さい交通体系について理
解してもらうとともに、環境に優しい行動を取って貰
う事を目的に、小学校中学年から高学年及びその保護
者を対象に、親子で一緒に環境問題を学ぶ交通環境教
室を開催しているます。
　平成26年度は、初めての試みとなる幼稚園児及びそ
の保護者を対象とした交通環境教室を開催しました。

交通環境教室（大阪市立中大江幼稚園）
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4 自動車行政の推進
　近畿運輸局では、誰もが自由に安全で安心して利用できる交通環境を確保するため、また、地域づく
りの土台となる公共交通ネットワークの構築等、様々な取組を推進していきます。

①自動車の安全への対応
　自動車は正しく検査・登録・整備され、法令を遵守して運行することにより、安全・安心な乗り物と
なります。
■ 自動車の登録
　自動車は新しく購入したり、所有者が変わった時などに、国のデータベースに登録する必要があります。
　自動車は登録することによりナンバープレートが交付され、個々の自動車の識別が可能になるととも
に、所有者が公に証明されることとなります。この登録業務は管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所
で行っています。
　登録制度は、自分の好きな番号を自由に選べる希望番号制度、地域への愛着や誇りを表現したご当地
ナンバー制度（富士山ナンバーをはじめ全国で29種類あり、近畿では堺ナンバーがあります）、登録手
続きを電子申請により行うワンストップサービス制度等を導入して自動車ユーザーのニーズに対応して
います。

■ 自動車の検査（車検）
　自動車の安全を確保するため、使用者は定期的に国の定めた基準に適合しているか否かの検査を受け
る必要があります。自家用乗用車であれば概ね 2年ごとに検査（継続検査）を受けることになります
が、このほかに新車や中古車の登録時に検査を受けることが必要です。
　具体的には、自動車検査独立行政法人（運輸支局等の構内に併設しています）が検査の実務を行い、
基準に適合している自動車に、運輸支局等が自動車検査証を交付します。

　車検（継続検査）の流れ

自動車検査法人 運輸支局等車の使用者 認証整備工場

車の使用者自ら
点検・整備 検査 自動車検査証の交付

点検・整備

指定整備工場
点検・整備・検査

　　※認証整備工場とは、人や設備が国の基準を満たし、運輸局長が認めた整備工場です。
　　※ 指定整備工場とは、認証整備工場の内、高い水準の技術力や検査設備等を備え、運輸局長が指定

した整備工場（いわゆる「民間車検工場」）で、国に代わって検査することができます。

■ 自動車の点検・整備
　自動車は数多くの様々な部品で構成された機械であるため、使用に伴い、また時間の経過によって劣
化や摩耗が進みます。このため、車がもつ本来の安全・環境性能を維持するためには、使用者は、自動
車の検査（車検）のほか、定期的に点検と整備を行う必要があります。すべての車の点検・整備が確実
に行われるよう、「自動車点検整備推進運動」を展開するなど、使用者に対する啓発を行っています。
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■ 自動車整備事業者への指導・監督 
　自動車の検査（車検）や点検・整備の作業は、一般的には国
の指定や認証を受けた整備工場で行われており、自動車整備事
業者は、車の安全運行を陰で支える重要な役割を担っていま
す。このため、自動車整備事業者に対して研修や監査を実施
し、法令に従った適正な事業運営がなされるよう指導・監督を
行っています。また、新技術などにしっかり対応できる自動車
整備士を拡充するため、国家資格である自動車整備士の技能検
定試験を実施しています。

■ 不正改造車排除に向けた取組 
　大きな音を出すマフラーを装着したり、車高を低くしたりと
いった違法な不正改造車は安全・環境上問題があるため、これ
らの排除を目的として関係機関や警察等と連携し、年間を通し
て「不正改造車を排除する運動」を展開しています。特に 6月
は強化月間と位置づけて自動車使用者などに対する啓発活動や
講習会の開催の他、自動車検査独立行政法人と合同で深夜や休
日の街頭検査等も実施し、地域の安全･安心にも貢献してい
ます。

■ リコール制度の適正な運用
自動車の不具合による車両欠陥事故等を未然に防止するため
ユーザー等から自動車の不具合情報を収集し、ホームページ
（自動車不具合情報ホットライン）等で公表するとともに、リ
コールの疑いのある自動車事故や車両火災については、警察等
が行う車両見分に立会い、不具合情報を収集しています。

自動車不具合情報ホットライン　アドレス　
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html

■ 特殊車両の公道走行への対応
　自動車を公道で運行するには、自動車の安全基準である「道路運送車両の保安基準」に適合させる必
要がありますが、分割して運ぶことが出来
ない長大物品を運ぶトレーラや一度に多数
の乗客を運ぶ連節バス等については、構造
上どうしても同基準に適合しない場合があ
ります。
このような場合に、その導入が必要なもの
について、経路を限定する等一定の条件を
付けて輸送の安全等を指示した上、基準
の適用を一部緩和することを「保安基準緩
和」といい、運輸局長が原則1台ごとに認
定しています。

京都競馬場の電光掲示板に取り組みをPR

自動車検査員研修
（大阪運輸支局）

鉄道車両の陸上輸送
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■ 事故防止を目的とする情報提供
　近畿地域における自動車交通の安全を確保するた
め、人・車・道の観点から多角的に事故要因を分析
した結果や、各種の事故防止対策について情報共有
することを目的として、毎年度「自動車事故防止セ
ミナー」を開催しています。

　最近のテーマ
　「健康に起因する事故防止」
　「乗務員に対する指導・教育のための情報展開」

②自動車の環境への対応
■ 環境に優しい乗り物や次世代自動車の導入促進
　国土交通省では、環境にやさしく、人口減少、高齢化に対応するコンパクトなまちづくりに資する
「超小型モビリティ」の導入促進を図るため、平成25年 1月に認定制度等を創設しました。
　近畿地域では、平成25年10月に国立公園六甲・摩耶山上エリア（神戸市）、また、平成26年10月に
飛鳥地方（奈良県明日香村、橿原市、高取町）において、観光客向けレンタカー事業として、超小型モ
ビリティが導入されました。

超小型モビリティ（奈良県明日香村） 超小型モビリティ（六甲・摩耶山上エリア）

■ 国道43号線等の環境対策
　国道43号線尼崎地区においては、ディーゼル車
排ガスクリーン・キャンペーンとして基準を超える
黒煙を排出する整備不良車両や、不正軽油使用車を
対象とした街頭検査を毎月 2回実施しています。ま
た、近畿管内の各地においてもディーゼル黒煙の街
頭検査を実施し、各運輸支局等に迷惑黒煙相談窓口
を設置して道路沿線の大気環境の改善に取り組んで
います。

自動車事故防止セミナーの開催風景
（H27.2.12）

不正軽油の街頭検査
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■ エコ整備の推進
　自動車の点検整備項目のうち、エンジン・オイルとオイル・フィルタ交換、エア・クリーナ・エレメ
ント交換、タイヤ空気圧の適正調整の 3項目を実施した場合、 2パーセント程度の燃費改善効果があり
ます。このように点検整備を実施することが安全確保のみならず、CO2削減などの環境保全の役割をも
果たしていることをピーアールすることにより、エコ整備実施の啓発を行っています。

■ 循環型社会形成に向けた取組
　自動車の販売事業場・整備事業場、車体整備事業場、タイヤなどの部品販売所を対象に、使用済み自
動車などの適正処理や、省資源、省エネなどの環境に優しい運営に積極的に取り組む事業場の表彰を行
い、循環型社会の形成に向けた環境に優しい事業運営を推進しています。

③運送事業者に対する監査・指導
　自動車運送事業者は、今や国民生活や経済産業活動に欠くことのできない役割をはたし、旅客や貨物
を、「安全・安心」かつ「迅速・正確」に輸送するという使命を持っています。
　近畿運輸局は、利用者の利便と輸送の安全の確保、輸送秩序の確立のため、自動車運送事業者に対す
る監査を行い、指導や処分を行っています。

・事後チェック体制の強化による安全確保
　輸送の安全確保に支障を及ぼすお
それのある重要な法令違反の疑いが
ある事業者を優先的に監査対象とす
るほか、過去の行政処分の状況等を
踏まえ、事故の未然防止と法令遵守
の徹底を目的に監査・指導を実施し
ています。
　具体的には、バス・タクシー・ト
ラック事業者に対して監査を実施
し、違反があった場合には、行政処
分（自動車等輸送施設の停止、事業
の停止、事業許可の取消し）により
厳正に対処するとともに、改善に向
けて指導を行っています。これらに
より事後チェック体制をより確実な
ものとし、輸送の安全確保体制の確立を図っています。
　その他にも、より効率的で効果的な監査・指導の実施を目的に、各府県警察本部、労働基準監督署等
とも連携して取り組みを進めています。
　また、ヒューマンエラーに起因する事故やインシデントを防止するため、企業のトップを中心に、組
織が一体となった安全管理体制を構築・改善し、その実施状況を国が確認する「運輸安全マネジメント
評価」についても積極的に推進しています。
　なお、行政処分等の状況は報道機関へ情報提供を行い、また、ホームページでも情報公開しています。

高速バスの一斉点検
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・事業用自動車の事故防止対策　～死者数半減、飲酒運転ゼロを目指して～
　平成21年に国土交通省では「事業用自動車総合安全プラン2009」を策定し、平成20年度から10年間
で「死者数半減」「人身事故件数半減」、また、「飲酒運転ゼロ」を事業用自動車の事故削減目標と設
定しています。また、平成21年から25年までの事故等発生状況や施策の進捗状況等を踏まえ、平成26年
3月には中間見直しを行い、これまでの重点施策のさらなる強化を図るとともに、新たな重点施策が追
加されました。

　近畿地域においても、独自に「近畿
グリーンナンバーセーフティープラン
2010」を策定し、「死者数を平成20
年の68人を平成３0年までに30人」
に、「人身事故数については平成20
年の人身事故件数10,718件を平成30
年までに5,300件」に、また、「飲酒
運転ゼロ」という削減目標を設定し取
り組んでいます。
　これらの目標を早期に達成するため
の施策として、安全体質を確立するた
めに「安全マネジメント評価対象事業
者の拡大」や、コンプライアンスを徹
底させるための「監査員の増員」、ま
た、飲酒運転根絶のために「アルコー
ルチェッカーの義務付け」やIT・新技
術を活用した「ドライブレコーダー」
「デジタル式運行記録計」の普及促進
等、様々な事故削減のための施策に取
り組んでいます。
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④バス事業の安全対策と地域におけるバスネットワークの構築
■ バス事業の安全・安心の確保
　平成24年 4月に関越自動車道で発生した高速ツアーバス事故等を端緒
に、供給の増加に伴う貸切バス事業者間での競争の激化が生じ、低価格化
等により営業収益が悪化したことによる労働者の待遇低下や車両の更新時
期の延長による老朽化、法令遵守や安全確保対策が十分ではない事業者が
指摘されるなど、貸切バスの安全運行を確保するため関係者が一丸となっ
て対策に取り組む必要性が確認されましたが、平成25年 4月に発表され
た「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に定められた各施策を25年
度、26年度で集中的に進め、26年 4月以降には貸切バス新運賃制度への
移行、書面取引の徹底、運行管理制度の強化を行い、安全優先経営の徹底及びビジネス環境の適正化・
改善を図っています。
　また、併せて、運転者の体調急変に伴うバス事故を防止するための取り組みも進めていきます。

■ 地域におけるバスネットワークの構築、支援
　地域の公共交通においては、人口の減少、少子高齢化、マイカーの普及等によりバス交通の利用者減
少に歯止めがかからず、路線バス事業者の経営環境は非常に厳しく、不採算路線からの撤退、事業から
の撤退によって地域住民、特に高齢者の足の確保ができない等公共交通の維持・確保が喫緊の課題と
なっています。
　そのような中、地域の総合行政を担う地方公共団体と連携して、路線バスと市町村が運営するコミュ
ニティバスや乗合タクシーなどの公共交通を一体としてとらえ、その地域にとってのニーズを踏まえた
効果的・総合的な交通ネットワークが形成できるよう取り組んでいます。

■ バスネットワーク構築のための支援
　複数の地域をまたがる幹線バス等幹線交通ネットワークと密接な地域内のバス交通等とが、その地域
の需要に即し整合性のとれた最適な乗合運送サービスとなるため、地方公共団体を中心とした地域の関
係者による協議会の取り組みを支援していきます。

⑤タクシー利用の快適性・安全性の向上
■ タクシー地域計画の推進
　タクシー事業については、供給過剰や過度な運賃競争、歩合制主体の運転者の賃金等といった要素が
相まって、地域によっては、タクシー事業者の収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化、違法・不適
切な事業運営の横行、交通問題、利用者サービスの不十分さといった諸問題が発生、地域公共交通とし
てのタクシーの機能が低下し、利用者の利便と輸送の安全を損ねているという指摘があるところです。
　そういった諸問題が発生している地域においては、関係者により組織された協議会が、タクシー事業
の適正化・活性化を推進するために地域計画を策定し、タクシー事業者が計画の推進に取り組んできま
したが、近畿運輸局は、さらに具体的な成果を得るべく、新たな地域計画の作成を推進し、さらに深化
させるよう支援していきます。

貸切バスセーフティマーク
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■ タクシーの輸送秩序確立への取り組み
　繁華街や駅周辺、さらには交差点内における客待ちタクシーの
違法駐停車や二重三重駐車を排除するため、近畿運輸局では、地
域ごとに、タクシー事業者のほか、警察や道路管理者とも密接に
連携し、タクシー乗り場周辺での集中した街頭指導の実施等乗り
場秩序を維持する取り組みを積極的に進めています。特に大阪キ
タ地区については、取締りの実施とサービスマナー向上に向けた
啓発活動を柱とする取り組みを行っています。

■ タクシー運転者の質の向上
　利用者の安全に関する信頼確保に向けた取
り組み、運転者の高齢化への対応、タクシー
の利便性、快適性をアピールするために、事
業者を認定・公表する制度「ニンタク」の導
入や、県知事が中心となって“おもてなしの
心”の取り組みとして接客のレベルアップ、
自治体のイメージアップ等を図るため、事
業者及び運転者を対象に講習会を開催するな
ど、運転者の質を高めるための取り組みが進められています。
　さらに、平成27年10月からは、タクシー運転者が業務を行うには、講習（試験）等を受けなければな
らない“タクシー運転者登録制度”が政令指定都市等の一部地域から全国に拡大されます。

⑥トラック事業の健全化及び安全対策
■ 安全性確保のための許可基準の厳格化
　新規許可申請時に経営者等に対して実施している法令試験の実
施方法を毎回見直す他、所要資金の全額確保、任意保険の対人無
制限化、運行管理体制等の確認を行うと共に、許可後においても
運輸開始前の社会保険等の加入状況、運行管理者・整備管理者の
届け出の確認を行うなど、不適格な者を市場に参入させない取り
組みを行っています。

■ 適正取引の確保等に向けた対策
　事業者の99％が経営基盤の脆弱な中小・零細企業であるトラック産業は、荷主に対して弱い立場にあ
り、なかなか持続的な収益力の向上などに向けた取り組みが困難な状況にあり、安全運行を阻害する様
な長時間に及ぶ手待ち時間の発生や、慣例として常態化している契約以外の付帯業務の強要、執拗なダ
ンピング等が行われています。
　近畿運輸局では、適正取引推進及び運送契約の書面化等各種ガイドラインの周知を行い、運送契約に
際して業務内容や運賃等の重要事項について、荷主等と運送事業者の間で交わされる契約の書面化を促
す事、及び原価計算・燃料サーチャージ等の普及促進導入への理解を深めていただき、荷主との交渉力
を向上、経営環境の健全化につなげる取り組みを行っています。

和歌山県のホームページより

タクシーの街頭指導

“ニンタク”ロゴマーク

新規事業者に対する現地調査
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■ 自動車運送事業の労働力確保対策
　中高年層への依存度が強いトラック運転者については、少子高
齢化に伴う労働力人口の減少や中高年層の退職に伴い、今後、深
刻な人手不足に陥る恐れがあります。トラックを含む自動車運送
事業者が適切に事業運営出来る様、「新規就業の促進」と「定着
率の向上」等を目途に、関係機関が連携し、現状の把握と課題の
抽出及び検証を行い、今後必要な取組について検討を行っていき
ます。

■ 長時間労働の抑制対策
　近年、過労死や交通事故の原因となり得る「長時間労働」について、具体的な環境整備を求める声が
高まっておりました。平成27年 3月に「労働基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、平成31
年 4月から60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25％→50％に増加される事が決まった事を契
機に、行政（国土交通省、厚生労働省）、荷主、事業者などにより構成される協議会を設置し、割増賃
金率増加の適用時までに長時間労働を抑制するとともに、その後の定着を図っていきます。

■ 国際海上コンテナの陸上輸送に係る安全対策
　国際海上コンテナの陸上輸送については、速度超過やコンテナ
ロック不備等の運転者に起因するものだけでなく、多数の関係者
が関わって運送されることや、封印状態で中身が確認できないと
いうその特殊性により、コンテナ内の情報を十分に把握しえない
事が一つの要因と思われる横転事故などの重大な事故の発生が問
題視されています。
　それらを改善すべく平成25年 6月策定、平成27年 4月に一部
見直しが行われた安全輸送ガイドライン及びマニュアルの周知を
行う事はもとより、関係者間の協力によって進める取り組みの検
討・実施・フォローアップを目的として設置した「国際海上コンテナの陸上運送の安全確保のための地
方連絡会議」を通じ、情報共有・意見交換を促す事により事故削減を図ります。

■ トラック輸送における環境対策の推進
　地球環境及び地域環境の保全を図るため、セミナーや出前講座
等様々な機会を通じ、天然ガス自動車や電気自動車等環境対応車
の普及促進と、国からの補助制度などについても広く周知活動を
行い、CO2やNOX、PM削減といった環境負荷の低減に取り組ん
でいます。

検討会

地方連絡会議

びわ湖ビジネスメッセブースへの出展
（近畿スマートエコ・ロジ協議会）
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5 鉄道行政の推進
　鉄道の安全・安心について、近畿運輸局では、安全を守る施設の整備の推進、操縦者試験の適切な実
施、事業者への監査・指導、事故が発生した場合の原因の調査分析等、利用者が安心して利用できる鉄
道輸送を目指し、各種の安全対策を総合的に推進しています。

①事業者に対する監査・指導
■ 鉄道・軌道・索道事業者に対する保安監査
　施設や車両の保守管理状況、運転取扱いの状況、乗務員に対す
る教育訓練の状況、安全管理体制等について、事業者及び現地に
立ち入り、実施状況の確認や指導等を行い、輸送の安全を確保す
るとともに、各事業の健全な発達を図っています。
　また、索道施設においては、異常事態等が発生し運転不能に
なった場合、搬器から地上へ安全かつ迅速に救出できることを確
認しています。

■ 運輸安全マネジメント評価
　ヒューマンエラーに起因する事故などを防止するため、事業者自らが構築
した安全管理体制について、その取組状況を国が確認する「運輸安全マネジ
メント評価」を行っています。
　この運輸安全マネジメント制度は、保安監査と併せ、いわば車の両輪とし
て実施することにより、輸送の安全確保に係る取組みを活性化させ、より一
層の安全性の向上を図ることを目指しています。

■ 鉄軌道事業者への業務監査
　業務監査は「利用者の利益保護」の観点から、鉄軌道事業における利用者サービスの状況を中心に、
事業者に対してヒアリングや駅施設の確認を行います。
　今年度は、事故等による輸送障害時の情報提供に関する連絡体制や、地震などの大規模災害時におけ
る旅客の誘導に重点をおいて実施します。

②鉄道運転事故等の調査分析
■ 事故原因の究明並びに再発防止のための調査分析
鉄道運転事故やインシデント（事故が発生するおそれがある
と認められる事態）が発生した場合には、その原因の究明と
再発防止のための調査分析を行い、その情報を各事業者に提
供するなど、事故防止の取組みに活用しています。
　また、運輸安全委員会が行う調査に対し、事故等について
の事実の調査や物件の収集等、必要な援助を行っています。

車両への添乗調査

ロープウェイからの救出訓練

列車脱線事故の調査
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③事故防止や安全対策
■ 踏切事故防止キャンペーンの実施
　踏切事故の原因のほとんどが直前横断（遮断機突破、警報無
視、一旦停止不履行等）や運転操作ミス等の道路交通側に起因す
るものです。
　近畿運輸局では、踏切事故を防止するため、踏切道を通行する
自動車等の運転者や歩行者を対象に、交通ルールの遵守や安全意
識を高めることを目的とした「踏切事故防止キャンペーン」を近
畿地区の行政機関、警察、鉄道事業者及び自動車関係団体等の協
力の下、実施しています。

■ ホームからの転落防止対策
　ホームからの転落事故防止対策とし
て、可動式ホーム柵の設置や内方線付
点字ブロックの整備、万一転落したと
きの非常押しボタン、転落検知マット
の設置などを推進するとともに、案内
放送、ポスター掲出等を通じた旅客へ
の注意喚起などの安全対策を推進して
います。

④鉄軌道のバリアフリー化
　鉄軌道のバリアフリー化は、国・地方自治体・鉄道事業者の三位一体で取り組んでおり、エレベー
ター、多機能トイレ、ホーム柵の設置等に対し、国や地方自治体もその費用の一部を補助しています。
　また、鉄道車両についても、バリアフリー化するよう鉄軌道事業者を指導しています。

多機能トイレ 車両のバリアフリー化

通行者への啓発活動

非常押しボタンの設置 可動式ホーム柵の設置
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⑤動力車操縦者試験の実施及び運転免許証の交付
　鉄道を運転するためにはその車両の構造（蒸気機関車、
電気車、内燃車等）等ごとに動力車操縦者運転免許が必要
です。
　近畿運輸局では、運転免許を取得するための動力車操縦
者試験を実施しており、試験に合格した者に対して運転免
許証を交付しています。

⑥その他
■ 地域鉄道対策
　地域鉄道は、地域住民の通学・通勤の足として、また高齢者に対応した移動手段として、さらにはま
ちづくりと連動した地域経済活動の基盤として重要な社会インフラであることから、維持活性化が強く
求められています。また、事業継続が困難となっている地域鉄道においては、自治体をはじめとする地
域が主導する「鉄道事業再構築事業」に対し、法律・予算・税制特例等の総合的なパッケージによる重
点的な支援を行っています。
　加えて、近畿運輸局では、「地域鉄道活性化支援相談窓口」を設置し、地域鉄道の活性化に関する地
域の関係者からの相談に応じ、幅広く助言や情報提供等を行っています。

■「鉄道の日」記念行事
　明治 5年（1872年）10月14日に新橋～横浜間に最初の鉄道が開通した
ことを記念して、10月14日を「鉄道の日」と定め、毎年この日を中心に記
念行事を開催しています。JR・民鉄等鉄道関係者が一堂に会し、鉄道の発
展を祝うとともに多彩な行事を実施することにより、鉄道に対する理解と
関心を深めることを目的としたもので、平成27年に第22回を迎えます。

動力車操縦者技能試験

鉄道模型の展示コーナー 駅祭ティング2014（テッピー）
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6 海事行政の推進
　日本は、領海と排他的経済水域を加えると約447万㎢という国土の12倍にも及ぶ世界第 6位の面積
を有する海洋国家で、海産物や海底資源などの開発を支える海洋産業は日本の競争力強化に欠かせませ
ん。また、食料や資源など日本の輸入品の99.7％は船によって運ばれており、国内では貨物輸送の約
40％を内航海運が担っているなど、海運業は国民の暮らしを支える重要な社会インフラです。
　近畿運輸局では、これらを支える海事産業全体の維持発展のため、広報活動や次世代を担う人材確保
育成事業に取り組むとともに、船舶の安全対策など、国民の安全・安心を支えるために、さまざまな活
動を行っています。

①海事思想の普及
　四面を海に囲まれた我が国において、安全・安心で豊かな国民生活を実現するためには、国民の一人
一人が「海」について理解し、海に親しみ、海を利用することに関心を持ってもらう必要があります。
　近畿運輸局では、 7月第 3月曜日の「海の日」を中心に、小中学生の体験乗船や一般市民向け大阪湾
クルージング、絵画・写真コンクール等さまざまなイベントを実施するなど、広く海事思想の普及に取
り組んでいます。

平成27年「中学生海の絵画コンクール」
金賞受賞作品

小学生に体験乗船を実施

②海事産業の活性化
■ 旅客船、フェリー、クルーズの振興
　離島住民の生活の足の維持確保や地域観光の役割をはたす旅客船の振
興、九州や四国、北海道等からの大量の人や車両の幹線輸送を支える
とともに、震災の際には重要な輸送手段にもなるフェリーの振興を図る
ため、旅客船・フェリーの利用者利便の向上（海の時刻表の発行等）や
PRに取り組んでいます。
　また、近年、アジアでの成長が著しい「クルーズ」においては、ク
ルーズ客船の寄港により地域に大きな経済効果をもたらすことから、地
域振興を目的として、クルーズ客船の誘致活動や地域活性化に向けた取
り組みを促進しています。 旅客船やフェリーの情報を提供する

「海の時刻表」
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■ 内航海運の活性化（グループ化）
　内航海運は、トラック輸送に比べてCO2の排
出量が約 3分の 1であるなど環境に優しい輸送
手段であり、これからも安定した海上貨物輸送を
確保する必要があります。一方で、内航海運は一
杯船主と呼ばれる小規模事業者（オーナー）が多
く、船舶の老朽化と船員の高齢化が急速に進んで
おり、老朽船舶の代替建造の促進が課題となって
います。その解決策として、船舶管理会社を活用
したゆるやかなグループ化が有効であるとの方向
性が示されていることから、近畿運輸局では、セ
ミナーを開催するとともに相談窓口を設置し、グ
ループ化に向けた取り組みを行っています。

■ 造船業・舶用工業の振興
　管内の造船、舶用工業（全国の18％の事業者
が近畿に集中）には中小企業が多く、後継者不足
や技術者の高齢化が進んでいます。近畿運輸局で
は、人材の確保育成を図るため、造船、舶用工業
事業所の新人を対象とした研修会の開催や、工業
系高校の生徒・教員を対象とした造船・舶用工業
の認知度の向上と就業意識の醸成のための特別講
座や事業者との意見交換会、さらには「ものづく
り」に興味を持ってもらうことを目的としたイン
ターンシップに取り組んでいます。

■ モーターボート競走の指導・監督
　公営競技であるモーターボート競走の売上金の
一部は、船舶、海難防止、社会福祉関係などの公
益事業の助成金などに活用されたり、教育費、土
木費など地方財政に充当されています。
　管内には、住之江・琵琶湖の 2競走場があり、
場内における秩序の維持、競走の公正、安全を確
保するための監督・指導を行っています。

高校生に対するインターンシップ

モーターボート競走

内航海運活性化セミナー
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③船員の確保と労働環境の改善
■ 次世代をになう船員の育成確保
　国内輸送量の約40％を担う内航海運におい
ては深刻な船員不足が発生しています。船員不
足で内航船が止まった場合、我が国の国民生活
にも大きな打撃を及ぼすことから、現在、次世
代を担う若手船員の確保育成に努めています。
　青少年期に、海や船に触れてもらうことによ
り、海の魅力、海運の重要性や船員の仕事等を
知ってもらうために、中学や高校への出前講座
を行ったり、練習帆船海王丸等を使っての「動
く海洋教室」等を実施し、船員への関心を深
め、将来、船員という職業が進路選択肢の一つ
となるよう取り組んでいます。

■ 水産系高校インターンシップ
　深刻な内航船の船員不足を解消するため、あらたなヒュー
マンリソースとして水産高校卒業生に着目し、管内のみなら
ず近隣の県の水産系高等学校の生徒に対して、内航海運事業
者の協力のもと平成21年度から全国で初の事業としてイン
ターンシップを実施しています。
　生徒達にとっては、実際の内航船に乗ることにより、授業
では得られない知識の習得や内航船の雰囲気や仕事の内容の
理解を深めるだけでなく、適性などを知ることができること
から大変効果的な事業として、現在は全国的な事業となって
います。

■ 船員の労働環境の改善
　船員の労働環境改善のため、運航労務監理官（船員労務官）が船員法適用事業者の事業場や内航貨物
船、内航タンカー等に立入り、乗組員の資格及び定員、労働時間などの監査を実施しています。

運航労務監理官による船舶監査

甲板上で実習中の水産高校生

青雲丸で天測体験をする中学生
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■ 船員災害防止活動の強化
　船員の労働災害や疾病の発生防止のため、国、地方自治体、船社等関係者が協力して取り組んでいます。
　毎年 9月の船員労働安全衛生月間では、講習会の開催や各船社の安全担当者及び運輸局職員で構成す
る訪船指導班が入港船舶に赴いて、安全点検等を実施しています。

船員労働安全衛生月間の訪船指導

④海技免状等の交付
　船舶を航行させるためには、船の大きさ（総トン数）や航行区域に応じた海技免状又は小型船舶操縦
免許証が必要であり、海技士資格を取得するための国家試験や海技免状及び小型船舶操縦免許証の交付
を行っています。

⑤船舶の安全対策
　船舶の安全は、船舶を登録した国（旗国）が国際条約に基づき、自国の責任において船舶検査を行
い、船員の能力を保証することにより、安全性を確保しています。

■ 船舶の検査、測度、登録
・船舶検査
　海上輸送の安全を守るため、船体、エンジン、救命設備等について、厳正な検査を実施しています。
　また、事業者において船舶の安全管理を行う総合的な安全管理システム（ISMコード）の普及を図っ
ています。
　更に、テロ対策として国際条約で求められている船舶・港湾施設に係る保安システム（ISPSコード）
に基づく、船舶保安検査も実施しています。

船舶検査官による検査風景
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・船舶の測度
　船舶の大きさを表す指標となる総トン数等を測ることを測度といい、その業務を船舶測度官が行って
います。
　総トン数は、船舶の登録に必要となるほか、入港税等の徴収基準となるなど、国内外海事制度の基礎
として使用される重要な指標です。
　運輸局では、図面審査と現場実測を行って厳密に算出するほか、改造等によりトン数の変更がないか
定期的に確認の検査（検認）を行っています。

船舶測度官による測度風景

・船舶の登録
　船舶を航行させるには、船舶の国籍を取得する必要があり、それには船舶の戸籍にあたる船舶原簿へ
の登録が必要になります。
　船舶所有者からの申請により、船舶国籍証書の発給や船舶原簿登録（船名、所有者、船籍港、総トン
数等の登録・抹消等）などの船舶原簿管理業務を行っています。
　なお、総トン数20トン未満の小型船舶については、運輸局に代わって国の監督のもと日本小型船舶検
査機構（JCI）が、小型漁船については、地方自治体が業務にあたっています。

■ 監査・指導、安全マネジメント
　管内の旅客船事業者及び内航貨物船事業者に対して、
事業所や運航船舶に出向いて、安全管理規程等に基づく
船舶の安全運航等を適正に実施しているかどうか、運航
管理業務の監査・指導等を行っています。
　また、事業者の安全意識向上を目的として、経営トッ
プ（社長又は代表者）や安全統括管理者等に対して、運
輸安全マネジメント評価を実施して、安全管理体制の確
立・改善等の助言を行っています。

年末年始安全総点検
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■ 外国船の監督
・ポートステートコントロール：PSC
　日本の港に入港する外国船舶に対し、船舶の安全、海洋環境の保全及びテロに対する保安対策等に関
して国際条約の基準を満足しているかを外国船舶監督官（PSC官）が立入って検査しています。
　これをPort State Control（ポートステートコントロール：略してPSC）といいます。
　国境を越えて移動する船舶に対し効果的な検査を行うために近隣諸国との協力のもとにグローバルに
実施されており、我が国はアジア・太平洋地域において主導的な役割を果たしています。
　検査は、船体・機関・設備・乗組員資格及び労働環境等を主体として、乗組員の機器等に対する操作
能力などの熟練度の確認も行っています。

消防用具の点検 救命艇の検査

・外国政府職員等の研修への協力（受入れ・派遣）
　アジア・太平洋地域におけるPSCの発展と調和を図る目的で、毎
年、外国政府のPSC官を受入れ、現場訓練等による指導、教育及び
意見交換を行う一方、外国政府の要請に基づき外国政府のPSC官の
指導・教育・訓練のため外国に当局のPSC官を派遣しています。

■ 川下り船の安全対策（ガイドライン）
　小型旅客船、プレジャーボート、小型漁船等に対して、国土交通省海事局が策定した「川下り船の安
全対策ガイドライン」に基づいて、救命設備及び消防設備の適切な設置、特にライフジャケットの適切
な備え付け・着用、船舶検査の適切な受検、小型船舶操縦免許証の適切な受有などについて、関係団体
や事業者並びに利用者等に周知啓発を図っています。
　川下り船に関しては、複雑な流れなどによる川特有の危険性によって不意に転覆し、乗船者が落水す
るおそれがあることから、近畿運輸局では安全指導を徹底して、事故の未然防止に取り組んでいます。

研修風景
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川下り船の安全点検風景

■ 事業者等への研修
　旅客船や内航貨物船の安全運航に努めている旅客船事
業者及び内航貨物船事業者の安全統括管理者及び運航管
理者等を対象に、航海の安全確保のための運航管理者研
修会を実施しています。
　また、近畿旅客船協会を通じて、安全運航に関わる各
旅客船事業者の乗組員を対象に、乗組員研修会を実施し
ています。

⑥プレジャーボートの安全な利用
　小型船舶の水難事故が多発しているため、小型船舶の健全で安全な利用の促進を図るために次のよう
な活動を行っています。

■ 小型船舶安全パトロール
　管内の主な遊泳場やマリーナ等を巡回し、小型船舶操
縦者がプレジャーボートや水上オートバイ等を安全に利
用するために、遵守すべき事項について周知・啓発活動
を行うとともに、海上保安庁や警察、関係団体の協力を
得ながら、安全パトロールを行っています。

乗組員研修会

小型船舶の安全パトロール実施中
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■ プレジャーボート相談窓口
　海洋レジャーを楽しむ人たちが集まるイベント会場等に「プレジャーボート相談窓口」を開設し、利
用者の声を幅広く聞き、係留・保管場所や廃船処理等の情報を提供するとともに、製品のトラブル相談
等を受けることにより、利用者保護に努めて健全なマリンレジャーの振興を図っています。

宮津湾にぎわいフェスタ2013和歌山フローティングボートショー

■ プレジャーボートの利用環境の整備「海の駅」
　「海の駅」とは、プレジャーボートで、いつでも、
誰でも、気軽に、安心して立ち寄り、利用でき、憩え
るスポットです。
　近畿運輸局では、「海の駅」を展開することによ
り、舟艇産業の発展及び利用振興、プレジャーボート
の利用環境整備並びに周辺地域の活性化に努めてお
り、現在、全国に約150駅、近畿運輸局管内では14駅
が登録されています。

「海の駅」は、トイレや船舶係留施設の設置、
「海の駅」の情報提供を行うガイドを配置する
ことが要件になっています。

⑦海洋環境対策
■ 環境負荷の小さい船舶の普及
　自動車だけでなく船舶においても環境に優しい船舶
が就航しています。リチウムイオン電池を使用した電
気推進船が、平成25年10月大阪市内河川において就航
しました。排気ガスやCO2を排出せず、船体もオー
ルアルミ合金製でリサイクルが可能な環境に優しい
船舶です。
　内航海運においても、スーパーエコシップ
（SES）と呼ばれる、従来のディーゼル主機関に代
わって電気推進システムを採用することにより環境
負荷低減、物流効率化等が図られている船舶が順次
就航しています。
　近畿運輸局では、環境負荷の低減に向けて、船舶
の省エネ化に資する改造等に対する支援事業を行っ
ています。

電気推進船

「海の駅」の名称・位置
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■ 海洋汚染防止
　海洋汚染の防止を図るため、廃油処理事業や以下に掲げ
る船舶の海洋汚染防止設備等の検査の指導、監督を定期的
に行っています。
① 油による海洋汚染の防止のための設備等(適用船舶：総ト
ン数150トン以上のタンカー及び総トン数400トン以上
のタンカー以外の船舶)
② 有害液体物質等による海洋汚染の防止のための設備等
（適用船舶：総トン数に関わらず全ての有害液体物質ば
ら積船）
③ ふん尿等による海洋汚染の防止設備等（適用船舶：国際航海に従事する総トン数400トン以上又は最
大搭載人員16人以上の船舶）
④ 船舶からの大気汚染の防止のための設備等
　 船舶の出力が130kwを超えるディーゼル機関から排出される窒素酸化物（NOx）などに関して段階的
（ 1次（2000年 1月）～ 3次（2016年 1月））に強化されています。また、オゾン層破壊物質を含
む設備の立入検査を行っています。
　※ 有害なバラスト排出による生態系破壊を防止するためのバラスト水規制管理条約も近々発効予定
です。

■ 座礁船、油流出対応
　2005年 3月 1日に「船舶油濁損害賠償保障法」（改正
油賠法）が施行され、近畿運輸局でも、外航船が入港する
時に、船長、船舶所有者又は代理店等から事前の通報を受
け、油濁損害や船体撤去費用を補填する保険（PI保険）の
契約状況を審査しています。
　2015年 6月 8日からはPI保険の最低保障金額が引き上げ
られ、事故被害者の救済がより図られることになりました。
　また、必要に応じて外国船舶監督官や関係職員が立入検
査を行い、無保険船等に対しては、保障契約締結命令や航
行停止命令の発出を行っています。

■ FRP船リサイクル
　FRP船は、強化プラチックで船体が建造されており、プ
レジャーボート、漁船、旅客船等に幅広く利用されていま
す。耐久性があり便利な反面、解体処分するには処分費が
かかるため、廃船後の不法投棄につながり、津波時の二次
災害も懸念されています。
　このため近畿運輸局では、廃船をセメントの原料に生
まれ変わらせる「FRP船リサイクルシステム」をPRする
ため市町村のホームページへの掲載依頼やマリンイベン
ト会場での広報を通してユーザーへの周知活動を行って
います。

油水分離器の検査

油流出事故を起こした座礁船

指定引取場所における廃FRP船の解体作業
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7 安全防災危機管理など
①運輸安全マネジメント評価
　平成17年 4月に発生したJR福知山線脱線事
故などヒューマンエラーを共通因子とした事
故・トラブルを契機として、再発防止のため、
運送事業者に対し、安全意識の浸透、安全風土
の醸成を図ることを目的とした運輸安全マネジ
メント制度を平成18年10月に導入しました。
　運輸安全マネジメントとは、運送事業者自ら
が、経営トップから現場まで一丸となった風通
しのよい安全推進体制を構築し、安全について
の取組方針を共有して、全体の理解のもとに安
全施策を進めます。また、その体制を運送事業
者自らが継続し、改善をすることにより、安全
のレベルを向上させていくものです。
　近畿運輸局では、事業者の運輸安全マネジメントの取組を定期的に評価することにより、それぞれの
取組状況を確認するとともに、事業者に対して必要な助言を行っています。また、運輸安全マネジメン
トにかかるセミナーやシンポジウムの開催などにも取り組んでいます。

 

安全方針 
の策定 

年度目標と取組計
画の策定・周知 Ｐ 

⑫マネジメントレビ
ューと継続的改善 

課題等への継
続的是正・予防
措置の実施 

⑥情報伝達及びコミュ
ニケーションの確保

⑦事故、ヒヤリ・ハット
情報等の収集・活用

⑧重大な事故
等への対応 

⑨関係法令等の
遵守の確保 

⑤要員の責任・
権限

⑩安全管理体制の構築・改善
に必要な教育・訓練等  

 

②安全方針 ③安全重点施策 

④安全統括管
理者の責務

⑪内部監査 安全管理体制の構築・運用状況を
少なくとも１年ごとにチェック  

⑭記録の作成及び維持 

経営トップは安全管理体制
に主体的かつ積極的に関与
し、リーダーシップを発揮 

Ａ 

Ｄ

Ｃ

⑬文書の作成及び管理  

①経営トップの責務

運輸安全マネジメントにおけるPDCAサイクル
事業者が自主的に安全施策を確立し、PDCA（Plan：計画策定、Do：実行、Check：チェック、
Act：改善）サイクルを回すことで、継続して安全レベルの向上に取り組んでいきます。

運輸安全マネジメント評価風景
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②防災 
〔災害に対する近畿運輸局の役割〕
　今後発生するであろう南海トラフ地震などの大規模災害に対し、以下のことを実施します。
　①広域物資輸送拠点等への緊急物資輸送の調整
　②交通機関がマヒした場合の代替輸送の調整
　③大規模輸送ターミナル等における混乱防止のための対応として帰宅困難者等への対策
　④災害時要援護者等被災者に対する支援対策
　⑤観光地に対する復興体制の形成などへの支援対策　など

●バス、旅客船による代替輸送のため、鉄道・バス・船舶運航事業者等との調整。
　特にバスでは、 7台のバスを 1編成とする「列車方式」の採用などの工夫を行いました。
● 神戸発着フェリーについて、港湾管理者、海上保安部等と使用岸壁、ダイヤ等の調整を行い、
大阪港発着への変更。
●フェリーを活用した、大阪港から神戸港への救援物資輸送のための調整。
●被災地の復興に寄与するため、日本観光協会の総会を神戸に誘致。
●クルーズ客船等の被災者・救護者へのホテルシップとしての活用や入浴サービスの実施。
●不当な運賃請求などを防止するため「苦情110番」を設置。
●自動車検査証、船舶検査証、海技免状等の有効期間延長等。

阪神・淡路大震災の際には、次のような対応を行いました。

〔災害時に強い物流システムの構築〕
　東南海・南海地震等に対応するため、民間の施設を活用した物
流拠点の拡大や民間のノウハウを活用した災害に強い物流システ
ム（保管、荷さばき、輸送など）を構築していきます。また、そ
れらを地方自治体の防災計画に反映させていきます。

〔緊急災害対策派遣隊（TEC―F0RCE）〕
　災害対策に必要な緊急物資輸送や代替輸送などを円滑かつ迅速
に実施するため、緊急災害対策派遣隊（TEC―FORCE）を派遣
して、支援〔指導、調整〕を実施します。

③危機管理
　日々の生活や経済活動を支える各交通機関や交通ターミナル等
における安全の確保は重要な課題です。近畿運輸局では、公共交
通機関等へのテロ対策として、警察、交通事業者等との連携を図
り、安全の確保にむけた取組を進めています。また、新型インフ
ルエンザ等の感染症に対し、拡散防止のため、関係機関との調整
や防疫対策への支援・協力を行うとともに、運送事業者等に対し
情報の周知を図っています。

TEC-FORCE訓練風景

緊急支援物資輸送訓練風景
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近畿運輸局の組織と主な業務
国土交通省

近畿運輸局

近畿地方交通審議会

次長

総　務　部

交通政策部

観　光　部

自動車交通部

自　動　車
監査指導部

自動車技術
安　全　部

海事振興部　　　　　 

海 上 安 全
環　境　部

次長
安全防災・危機管理調整官
総務課
人事課
会計課
安全防災・危機管理課
広報対策官

計画調整官
交通企画課
環境・物流課
消費者行政・情報課

次長
計画調整官
観光企画課
国際観光課
観光地域振興課

次長
旅客第一課
旅客第二課
貨物課

次長
自動車監査官

次長
管理課
整備課
保安・環境課
技術課

次長
旅客課
貨物・港運課
船舶産業課
船員労政課

調整官
海事保安・事故対策調整官　
監理課
船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課
運航労務監理官
海事技術専門官
海技試験官
外国船舶監督官

（　　　　 ）船舶検査官
船舶測度官

人権問題、情報公開、情報セキュリティー、文書管理。
職員の人事管理、福利厚生。
予算の執行と国有財産の管理。
安全防災対策の推進。
広報。

公共交通維持・活性化及び観光振興施策の推進。
地域の交通計画等の策定及び推進。
環境問題への取り組み。
総合的物流効率化施策の推進及び倉庫業の登録。
交通バリアフリー化の推進・交通における情報化。
交通ニーズの把握等消費者利便の向上。行政相談。
公共交通事故被害者支援。

観光産業の推進、旅行業者の登録等。
国際観光振興の推進。
地域観光振興の推進。

バス･タクシー･トラック運送事業等の許認可。
バス・タクシー･トラックの輸送サービス向上、効率
化の推進。利用者保護対策及び自動車環境対策の推進。
バス・タクシー輸送のバリアフリー化推進。
自動車損害賠償保障制度の推進。

自動車の検査・登録　ＯＳＳの推進。整備事業者の監督・
指導・育成。自動車の点検整備・不正改造防止の推進。
バス、タクシー、トラックの安全輸送の確保。自動車の
公害（排気ガス・騒音等）防止の推進。自動車の試作・
基準緩和認定。自動車のリコール情報の収集。

船舶検査による航行安全の確保。旅客船、フェリー等
船舶の安全確保。旅客船のバリアフリー構造・設備の
審査｡海洋汚染防止の推進。船主責任保険の加入指導及
び監督｡船舶の廃油処理に関する指導。船舶の登録業務
及びトン数測度の執行。船員の労働環境の向上及び災
害防止の推進。海技試験の実施及び海技免状・小型船
舶操縦免許証の交付。水先人の指導､育成。外国船舶の
監督。

旅客船、フェリー、内航海運、港湾運送事業の許認可
等及び輸送サービスの改善、向上。海事思想の普及。
海事代理士の試験、登録。造船業、舶用工業の活性化
の推進。モーターボート競走の監督。舟艇の利用振興。
船員確保対策、船員の労働関係相談・職業紹介・就職
指導・失業保険の認定。

鉄　道　部　 調整官
監理課
計画課
技術課
安全指導課
鉄道安全監査官

鉄道事業等の許認可。
鉄道・軌道輸送の改善、鉄道輸送サービスの向上。
鉄道・軌道の運転保安、施設・車両の安全確保及び索
道の安全確保。事故等防止対策の推進。
動力車操縦者運転免許試験の実施。

バス・タクシー･トラック運送事業者の監査・指導。
運輸安全マネジメントの推進。



近畿運輸局
〒540-8558　大阪市中央区大手前4-1-76　大阪合同庁舎第 4号館
ホームページ　http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/

総務部（12F） 総務課
安全防災・危機管理調整官
広報対策官
人事課
会計課
安全防災・危機管理課

06（6949）6404
06（6949）6412
06（6949）6404
06（6949）6405
06（6949）6406
06（6949）6412

交通政策部（12F） 交通企画課
環境・物流課
消費者行政・情報課

06（6949）6409
06（6949）6410
06（6949）6431

観光部（12F） 観光企画課
国際観光課
観光地域振興課

06（6949）6466
06（6949）6796
06（6949）6411

鉄道部（11F） 監理課
計画課
技術課
安全指導課
鉄道安全監査官

06（6949）6439
06（6949）6442
06（6949）6441
06（6949）6440
06（6949）6414

自動車交通部（13F） 旅客第一課
旅客第二課
貨物課

06（6949）6445
06（6949）6446
06（6949）6447

自動車監査指導部（13F） 自動車監査官（旅客）
自動車監査官（貨物）

06（6949）6449
06（6949）6448

自動車技術安全部（13F） 管理課
整備課
保安・環境課
技術課

06（6949）6451
06（6949）6453
06（6949）6454
06（6949）6452

海事振興部（11F） 旅客課
貨物・港運課
船舶産業課
船員労政課

06（6949）6416
06（6949）6417
06（6949）6425
06（6949）6435

海上安全環境部（11F） 監理課
船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課
運航労務監理官
船舶検査官
船舶測度官
海技試験官
外国船舶監督官

06（6949）6423
06（6949）6426
06（6949）6434
06（6949）6415
06（6949）6421
06（6949）6422
06（6949）6430
06（6949）6433

大阪城

大阪城公園駅

森ノ宮駅

府警本部

NHK

大阪府庁

谷町四丁目駅
至大阪港

谷
町
筋

上
町
筋

大
阪
環
状
線

合同庁舎４号館
近畿運輸局

至奈良



近畿運輸局　支局・事務所の主な業務・所在地
近畿運輸局

神戸運輸監理部

生活交通の維持確保対策。自動車環境
対策の推進。自動車運送事業・整備事
業の申請手続き及び監査指導。自動車
の検査登録。その他総合案内。

生活交通の維持確保対策。自動車環境
対策の推進。自動車運送事業・整備事
業の申請手続き及び監査指導。自動車
の検査登録。その他総合案内。

海上運送事業、港湾運送事業及び倉庫
業の申請手続き。船舶の検査・登録。
外国船舶の監督。船員手帳・海技免状
の交付。船員の職業紹介、失業保険の
認定等。

生活交通の維持確保対策。自動車環境
対策の推進。自動車運送事業・整備事
業の申請手続き及び監査指導。自動車
の検査登録。その他総合案内。

海上運送事業、港湾運送事業及び倉庫
業の申請手続き。船舶の検査・登録。
船員手帳・海技免状の交付。船員の職
業紹介、失業保険の認定等。

生活交通の維持確保対策。自動車環境
対策の推進。自動車運送事業・整備事
業の申請手続き及び監査指導。自動車
の検査登録。その他総合案内。

生活交通の維持確保対策。自動車環境
対策の推進。自動車運送事業・整備事
業の申請手続き及び監査指導。自動車
の検査登録。その他総合案内。

生活交通の維持確保対策。自動車環境
対策の推進。自動車運送事業・整備事
業の申請手続き及び監査指導。自動車
の検査・登録。海上運送事業、港湾運
送事業及び倉庫業の申請手続き。船舶
の検査・登録・測度。外国船舶の監督。
船員手帳・海技免状の交付。船員の職
業紹介、失業保険の認定等。その他総
合案内。

自動車の検査・登録。

自動車の検査・登録。

自動車の検査。

自動車の検査・登録。

〒572－0846 寝屋川市高宮栄町12-1
総務企画部門  072-821-9176
輸送部門  072-822-6733
監査部門  072-822-5254
検査・整備・保安部門（整備・保安） 072-822-4374
登録部門、検査・整備・保安部門（検査） 050-5540-2058

〒612－8418 京都市伏見区竹田向代町37
総務企画部門  075-681-1427
輸送・監査部門  075-681-9765
検査・整備・保安部門（整備・保安） 075-681-9764
登録部門、検査・整備・保安部門（検査） 050-5540-2061

〒624－0946 舞鶴市下福井901 舞鶴港湾合同庁舎
  0773-75-0616

〒524－0104 守山市木浜町2298-5
企画輸送・監査部門 077-585-7253
検査・整備・保安部門（整備・保安） 077-585-7252
登録部門、検査・整備・保安部門（検査） 050-5540-2064

〒649－5335 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地8-5-5
  0735-52-0260

〒658－0024 神戸市東灘区魚崎浜町34-2
企画調整官  078-453-1106
輸送部門  078-453-1104
監査部門  078-453-1105
検査・整備・保安部門（整備・保安） 078-453-1103
登録部門、検査・整備・保安部門（検査） 050-5540-2066

〒639－1037 大和郡山市額田部北町981-2
企画輸送・監査部門 0743-59-2151
検査・整備・保安部門（整備・保安） 0743-59-2153
登録部門、検査・整備・保安部門（検査） 050-5540-2063

〒640－8404 和歌山市湊1106-4
総務企画部門  073-422-2130
輸送・監査部門  073-422-2138
検査・整備・保安部門（整備・保安） 073-422-2153
登録部門、検査・整備・保安部門（検査） 050-5540-2065
運航部門  073-422-0606
船員部門・運航労務監理官 073-422-5828
船舶部門・船舶検査官 073-422-3016
外国船舶監督官  073-422-0609

〒559－0031 大阪市住之江区南港東3-1-14
検査部門、登録部門 050-5540-2059

〒594－0011 和泉市上代町官有地
検査部門、登録部門 050-5540-2060

〒613－0036 久世郡久御山町田井東荒見27-2
  050-5540-2062

〒672－8588 姫路市飾磨区中島福路町3322
検査部門、登録部門 050-5540-2067

大阪運輸支局

京都運輸支局（舞鶴庁舎）

奈良運輸支局

滋賀運輸支局

和歌山運輸支局

なにわ自動車検査登録事務所

和泉自動車検査登録事務所

京都運輸支局（本庁舎）

京都南自動車検査場

勝浦海事事務所

兵庫陸運部 （魚崎庁舎）

姫路自動車検査登録事務所



（凡例）
◎近畿運輸局
●運輸支局本庁舎
○運輸支局分庁舎
■自動車検査登録事務所
□海事事務所
△自動車検査場

★神戸運輸監理部兵庫陸運部（魚崎庁舎）

京都南自動車検査場
大阪運輸支局

京都運輸支局（本庁舎）

滋賀運輸支局

奈良運輸支局
近畿運輸局

なにわ自動車検査登録事務所

和泉自動車検査登録事務所

和歌山運輸支局

姫路自動車検査登録事務所
神戸運輸監理部
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