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国土交通省
九州運輸局

＜従来の地域公共交通総合連携計画に追加する事項＞

コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携

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

日常生活等に必要不可欠な
交通手段の確保等

交通政策基本法（平成25年12月4日公布・施行）の具体化（法目的に追加）

関係者相互間の連携と
協働の促進 等

地域公共交通再編実施計画 実施計画 実施計画
･･･

地域公共交通特定事業

地域公共交通再編事業 軌道運送
高度化事業

（ＬＲＴの整備）

鉄道事業
再構築事業

（上下分離） ･･･

地域公共交通網形成計画

地方公共団体が事業者等
の同意の下に策定

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

改正法の基本スキーム

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

まちづくりの観点からの
交通施策の促進

事業者と協議の上、
地方公共団体が

協議会を開催し策定

現行

面的な公共交通ネットワークを再構築
するため、事業者等が地方公共団体

の支援を受けつつ実施

地域公共交通活性化・再生法の一部改正の概要

基本方針
国が策定
まちづくりとの連携を明確化

①地方公共団体が中心となり、
②まちづくりと連携し、
③面的な公共交通ネットワーク を再構築

ポイント目標

H26.5.14成立
同5.21公布

（同11.20施行）

コミュニティバスに
よる交通空白解消

中心市街地

交通空白

郊外部

乗継ぎ利便性向上に
資するダイヤ調整

都市機能の誘導
（都市再生特措法）

居住機能の誘導
（都市再生特措法）

山間部

地域公共交通再編事業の活用イメージ

複数路線を再編し
乗換え拠点を設定

拠点エリアにおける
循環型の公共交通

ネットワークの形成

小さな拠点の形成

デマンド運航等
への転換

海上交通と陸上交通
との乗り継ぎ円滑化

航路の再編

デマンドタク
シー等の導入

自家用有償旅客運送
の導入

基本方針Ａ
目標①・②
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国土交通省
九州運輸局地域公共交通網形成計画 策定状況

北海道 函館市 茨城県 水戸市 富山県 高岡市 愛知県 田原市 島根県 佐賀県

深川市 日立市 黒部市 弥富市

岩見沢市 下妻市 富山市 清須市 伊万里市

千歳市 常陸太田市 魚津市 長久手市 江津市 吉野ヶ里町

美唄市 かすみがうら市 小矢部市 豊田市 大田市 長崎県 佐世保市

岩内町 神栖市 福井県 蒲郡市 岡山県 井原 市 五島市

仁木町 行方市 東海市 高梁 市 大村市

青森県 青森県（単体） 牛久市 西尾市 久米南町 対馬市

八戸市 東海村 東郷町 瀬戸内市

弘前市 大子町 豊山町 真庭市

三沢市 五霞町 武豊町 広島県 三原市 熊本県 熊本市・嘉島町

鰺ヶ沢町 栃木県 真岡市 南知多町 三次市 八代市

岩手県 八幡平市 宇都宮市・芳賀町 鯖江市 東浦町 広島市 水俣市

秋田県 秋田市 茂木町 山梨県 甲州市 飛島村 東広島市 合志市

湯沢市 埼玉県 熊谷市 長野県 松本市、山形村 廿日市市 大津町

鹿角市 春日部市 飯田市ほか１３町村 江田島市 和水町

由利本荘市 上尾市 上田市 三重県 津市 北広島町

大仙市 越谷市 駒ヶ根市 四日市市 坂町

仙北市 小川町 大桑村 伊勢市 大崎上島町

藤里町 鳩山町 岐阜県 岐阜市 松阪市 神石高原町 大分県

美郷町 東秩父村 高山市 伊賀市 山口県 宇部市

宮城県 大崎市 千葉県 東金市 恵那市・中津川市 紀北町 周南市

石巻市 鴨川市 羽島市 京都府 木津川市 山陽小野田市

山形県 山形市 君津市 美濃加茂市 福知山市 香川県 高松市 別府市

酒田市 八街市 土岐市 小豆島町・土庄町 中津市

鶴岡市 南房総市 各務原市 愛媛県 東温市 宮崎県

大多喜町 飛驒市 愛南町

東京都 海津市 高知県 高知市

小国町 静岡県 下田市 兵庫県 豊岡市 佐川町 えびの市

福島県 福島市 神奈川県 藤沢市 御殿場市 姫路市 福岡県 福岡市 門川町

会津若松市 海老名市 小野市 北九州市 鹿児島県 薩摩川内市

郡山市 真鶴町 大阪府 河内長野市 久留米市 鹿屋市

伊達市 新潟県 柏崎市 奈良県 奈良県 中間市 霧島市

南相馬市 佐渡市 宇陀市 筑紫野市

棚倉町 上越市 小山町 広陵町 行橋市

魚沼市 愛知県 豊橋市 鳥取県 朝倉市

見附市 岡崎市 豊前市

一宮市 飯塚市

豊川市 岡垣町

日進市 那珂川町

長井市・南陽市・川西
町・白鷹町 東京都・中央区・港区・

江東区

沼津市（戸田地区）・下
田市・伊豆市・南伊豆
市・松崎町・西伊豆町

佐賀県・唐津市・玄海町

長崎県・諫早市・雲仙市・
島原市・南島原市

設楽町・東栄町・
豊根村

福井市・大野市・勝山
市・あわら市・坂井市・

永平寺町
（えちぜん鉄道沿線地域）

福井市・鯖江市・越前
市・越前町

（福井鉄道沿線地域）

京都府・兵庫県・福知山市・舞鶴
市・宮津市・京丹後市・伊根町・

与謝野町・豊岡市
（北タンゴ鉄道沿線地域）

島根県・松江市・
出雲市

（一畑電車沿線地域）

鳥取県・米子市・境港
市・日吉津村・大山町・
南部町・伯耆町・日南
町・日野町・江府町

人吉市・錦町・多良木町・

湯前町・水上村・相良村・

五木村・山江村・球磨村

大分県、中津市、宇佐市、
豊後高田市

大分県、竹田市、豊後大
野市、臼杵市

宮崎県・日向市・門川町・
美郷町・諸塚村・椎葉村

■ 改正地域公共交通活性化再生法の施行（平成２６年１１月）以降、平成２９年１月末までに、１９７件の地域公共交通網形成計画が国土交

通大臣に送付され、１３件の地域公共交通再編実施計画が国土交通大臣により認定

再編実施計画について、
・既に認定を受けた団体：桃色
・策定意向のある団体 ：クリーム色

基本方針Ａ
目標①・②

九州：

網形成計画：３６件

再編実施計画：５件 3



国土交通省
九州運輸局地域公共交通網形成計画 策定意向状況

北海道 帯広市 福島県 喜多方市 神奈川県 大和市 三重県 鳥羽市 岡山県 倉敷市 福岡県 八女市
旭川市 西郷村 湯河原町 桑名市 玉野市 直方市

釧路市 楢葉町 山梨県 上野原町 多気町 赤磐市 大牟田市

北広島市 新潟県 長岡市 東員町 津山市 芦屋町

稚内市 新発田市 滋賀県 甲賀市 和気町 久山町

斜里町 茨城県 ひたちなか市 阿賀野市 米原市 佐賀県 佐賀県

安平町 筑西市 糸魚川市 鹿島市

白老町 土浦市 阿賀町 広島県 尾道市 小城市

釧路町 龍ケ崎市 長野県 小諸市 安芸高田市 上峰町

厚岸町 鹿嶋市 佐久市 安芸太田町 長崎県 松浦市

当別町 潮来市 長野市 大津市 山口県 下松市 壱岐市

音更町 稲敷市 箕輪町 草津市 光市 新上五島町

白糠町 桜川市 木曽町 京都府 美祢市 荒尾市

青森県 青森市 高荻市 信濃町 防府市 熊本県 人吉市

五所川原市 城里町 高山村 萩市 美里町

黒石市 美浦村 中川村 岩国市 水上村

野辺地町 栃木県 大田原市 岐阜県 多治見市 大阪府 貝塚市 下関市 大分県

階上町 那須塩原市 関市 箕面市 山口市

岩手県 宮古市 日光市 山県市 岸和田市 長門市 大分市

大船渡市 佐野市 郡上市 兵庫県 たつの市 徳島県 小松島市 杵築市

花巻市 益子町 大垣市 加古川市 阿波市 竹田市

釜石市 塩谷町 白川町 加東市 つるぎ町 豊後大野市

滝沢市 那須町 静岡県 静岡市 神戸市 愛媛県 西予市 宇佐市

北上市 群馬県 大田市 掛川市 新居浜市 臼杵市

矢巾町 前橋市 湖西市 大洲市 九重町

岩手町 玉村町 伊豆市 奈良県 五條市 鬼北町 宮崎県 都城市

宮城県 気仙沼市 埼玉県 草加市 裾野市 和歌山県 橋本市 高知県 宿毛市 日南市

白石市 三郷市 藤枝市 鳥取県 津野町 小林市

東松島市 入間市 函南町 田野町 鹿児島県 鹿児島市

栗原市 吉見町 愛知県 半田市 福岡県 宗像市 日置市

南三陸町 ときがわ町 安城市 島根県 松江市 嘉麻市 姶良市

秋田県 潟上市 寄居町 新城市 島根県 糸島市 南さつま市

北秋田市 千葉県 佐倉市 小牧市 柳川市 沖縄県 沖縄市

にかほ市 勝浦市 豊明市 南城市

横手市 柏市 福井県 大野市 与那原町

五城目町 市原市 三重県 名張市

長南町 尾鷲市

鳥取県・鳥取市・岩美
市・若桜町・智頭町・八

頭町

京都府・笠置町・和束
町・南山城村

島根県・江津市・川本
町・美郷町・邑南町・広
島県・三次市・安芸高

田市
（三江線沿線）

洲本市・淡路市・南あ
わじ市

滋賀県・大津市・草津
市

北塩原村・磐梯町・猪
苗代町・喜多方市

大分県・佐伯市・津久
見市

笠岡市（岡山県）・福山市（広島
県）彦根市・愛荘町・豊郷

町・甲良町・多賀町

京都府・綾部市・南丹
市・京丹波町

・クリーム色は地域公共交通再編実施計画を今後
策定する意向のある団体

■平成２９年１月末時点で地域公共交通網形成計画の作成・送付のない団体については、２００団体が平成２９年度まで
に計画作成の具体的検討の意向を示している。

基本方針Ａ
目標①・②

九州：２８件 4



国土交通省
九州運輸局立地適正化計画の策定について具体的な取組を行っている自治体

5

○平成２９年２月１日時点で、大阪府箕面市、熊本市、岩手県花巻市、札幌市、埼玉県毛呂山町の5市町が計画を作成・
公表済。それ以外の都市のうち96都市は平成28年度末までに計画を作成・公表する予定

札幌市 水戸市 さいたま市 富山市 岐阜市 大津市 大和高田市 松山市
函館市 日立市 川越市 高岡市 大垣市 彦根市 大和郡山市 宇和島市
旭川市 土浦市 本庄市 氷見市 多治見市 草津市 天理市 八幡浜市
室蘭市 古川市 春日部市 黒部市 関市 守山市 桜井市 新居浜市
釧路市 石岡市 深谷市 小矢部市 大野町 栗東市 五條市 西条市

北広島市 下妻市 戸田市 入善町 静岡市 野洲市 葛城市 大洲市
石狩市 高萩市 志木市 金沢市 浜松市 湖南市 宇陀市 伊予市
鷹栖町 取手市 坂戸市 小松市 沼津市 東近江市 川西町 四国中央市

東神楽町 牛久市 毛呂山町 輪島市 熱海市 舞鶴市 田原本町 西予市
青森市 つくば市 越生町 加賀市 三島市 亀岡市 王寺町 久方高原町

弘前市 坂東市 小川町 野々市市 富士市 長岡京市 和歌山市 高知市
八戸市 境町 鳩山町 福井市 磐田市 京田辺市 海南市 南国市
黒石市 宇都宮市 寄居町 敦賀市 焼津市 南丹市 有田市 土佐市

五所川原市 栃木市 松戸市 小浜市 掛川市 豊中市 新宮市 須崎市
十和田市 鹿沼市 成田市 大野市 藤枝市 吹田市 湯浅町 北九州市
むつ市 日光市 佐倉市 勝山市 袋井市 高槻市 鳥取県 鳥取市 大牟田市
盛岡市 那須塩原市 柏市 鯖江市 裾野市 守口市 大田市 久留米市
花巻市 那須烏山市 市原市 あわら市 菊川市 枚方市 江津市 直方市
北上市 下野市 流山市 越前市 伊豆の国市 茨木市 岡山市 飯塚市
仙台市 芳賀町 酒々井町 越前町 牧之原市 八尾市 倉敷市 行橋市
大崎市 前橋市 日野市 美浜町 函南町 寝屋川市 津山市 小郡市
秋田市 高崎市 福生市 高浜町 長泉町 河内長野市 総社市 宗像市
大館市 桐生市 相模原市 山梨市 名古屋市 大東市 高梁市 太宰府市
湯沢市 伊勢崎市 横須賀市 大月市 豊橋市 箕面市 広島市 朝倉市
大仙市 太田市 藤沢市 笛吹市 岡崎市 門真市 呉市 遠賀町
鶴岡市 館林市 小田原市 上野原市 春日井市 高石市 竹原市 小城市
長井市 渋川市 秦野市 長野市 豊川市 東大阪市 三原市 嬉野市
中山町 藤岡市 大和市 松本市 刈谷市 阪南市 福山市 長崎市
福島市 吉岡町 新潟市 上田市 豊田市 神戸市 府中市 大村市
郡山市 明和町 長岡市 岡谷市 江南市 姫路市 大竹市 熊本市

いわき市 邑楽町 三条市 諏訪市 小牧市 尼崎市 東広島市 荒尾市
須賀川市 新発田市 小諸市 東海市 西宮市 廿日市市 菊池市
喜多方市 小千谷市 駒ヶ根市 知立市 西脇市 下関市 大分市
二本松市 見附市 芽野市 津市 高砂市 宇部市 竹田市
国見町 燕市 佐久市 四日市市 朝来市 山口市 杵築市

猪苗代町 糸魚川市 千曲市 伊勢市 たつの市 萩市 宮崎県 都城市
矢吹町 五泉市 安曇野市 松坂市 福崎町 光市 鹿児島市
新地町 上越市 桑名市 太子町 周南市 姶良市

魚沼市 名張市 徳島県 阿南市
南魚沼市 亀山市 高松市
胎内市 伊賀市 丸亀市
田上町 朝日町 坂出市

多度津町

茨城県

栃木県

群馬県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

長野県

山梨県

福井県

石川県

富山県

兵庫県

大阪府

京都府

滋賀県

三重県

愛知県

静岡県

岐阜県

高知県

愛媛県

香川県

山口県

広島県

岡山県

島根県

和歌山県

奈良県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

鹿児島県

全国：３０９件
九州：２４件

基本方針Ａ
目標①・②



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局

6

網形成計画策定状況（九州の例）

福岡県福岡市（152.2万人）

熊本県水俣市（人口２.６万人）

福岡県朝倉市（5.５万人）

熊本県八代市(1３.１万人)

公共交通を主軸とした総合交通体系の構築を目指す

○福岡市では、コンパクトで持続可能なユニ

バーサル都市・福岡を支える交通の実現
に向け、福岡市都市交通基本計画（平成
２６年度策定）を踏まえ、鉄道や基幹的な
バスで都心部需要をカバーし、支線バス
などで面的サービスを確保することによ
り公共交通ネットワークの再構築に取り
組んでいる。

持続可能な公共交通体系の実現を目指す

利用したくなる公共交通の構築を目指す

＜平成2６年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

○ 朝倉市では、公共交通機関の連携や交通体系の見直しを通して、
持続可能な公共交通体系を確立する。

＜平成2６年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

＜平成2６年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

地域の特性に応じた公共交通体系の構築を目指す

○ 八代市では、持続可能な交通体系の構築に向けた総合的な計
画を策定する。

○ 様々な交通機関（路線バス、乗り合いタクシー、市街地循環バス
等）の役割分担を明確にしながら、効果的・効率的な公共交通
ネットワークを構築する。

＜平成2６年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

○ まちづくり施策、観光
施策など地域戦略と
一体となり、交流と賑
わいを支える公共交
通づくりを推進する。

○ 水俣市では公共交通の利用促
進をはかるため、バス等の運行
ルートやダイヤの見直し、駅な
どの乗り継ぎ拠点の機能強化を
図る。

○新水俣駅のバス接続を強化する
ため、新水俣駅－市街地間を
結ぶ系統の新設を検討する。

基本方針Ａ
目標①・②



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局

7

網形成計画策定状況（九州の例）

コンパクトで持続可能な地域公共交通の構築を目指す

○ 中津市では、交通弱者の移動
手段を確保すると共に、市内
外から多くの人を呼び込む地
域公共交通網の形成を目指
す。

〈平成27年度 地域公共交通
網形成計画提出〉

○ 幹線バス（路線バス）、支線
バス（路線バス市内線・コミ
ニュティバス路線ほか）にて
それぞれの機能分類を明確
にし、効果的・効率的な交通
ネットワークを構築する。

中津地域

旧下毛郡の４地域

中津市が目指す地域公共交通のすがた

利用しやすい地域公共交通の構築を目指す

○ えびの市では、えびの市総合計
画や都市計画マスタープランを
踏まえた公共交通網の形成を目
指す

○ 拠点間を結ぶ基幹交通（鉄道、

路線バス、高速バス）の維持を
図るため、利用促進に取り組
み、また、タクシーにより交通
空白地における移動手段の確
保を行うことにより、地域の実
情に応じた交通ネットワークを
構築する。

宮崎県えびの市（2万人）大分県中津市（8.5万人）

長崎県佐世保市（25.6万人）

公営・民間バス路線の競合解消を目指す

○ 佐世保市では、市街地で生じている公営・民
間バス路線の競合や、並行するバス路線と
鉄道の役割分担などの課題の解決に取り組
んでいる。

＜平成27年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

病院の統合・移転を契機に交通体系再編を目指す

新病院

○ 対馬市では、合併10年を機に、新たなまちづくりと
して、公立施設の見直し等に取り組んでいる。

○特に、市内２病院の統合・移転が今年５月に予定
されており、新病院へのアクセス確保は、公共交
通の重要施策の一つに掲げられている。

○ また、観光の拠点として、都市再生整備事業の活
用により対馬市観光情報館「ふれあい処つしま」
を整備中。これらを踏まえた交通体系の再編に取
り組んでいるところ。

長崎県対馬市（人口3.2万人）

＜平成27年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

〈平成27年度地域公共交通網形成計画提出〉

図：公営・民間バス路線の競合の状況

基本方針Ａ
目標①・②



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局

8

網形成計画策定状況（九州の例）

福岡県久留米市（30.6万人）

コンパクトシティの形成と交通不便地解消を目指す

中心拠点

○：地域拠点

○ 久留米市では、コンパクトシティの実現に向けて、都市計画・都市交
通の各マスタープラン（平成24年度策定）を踏まえ、交通不便地対策（よ
りみちバス）など、将来都市構造を支える面的な公共交通ネットワー
クの再構築に取り組んでいる。

＜平成27年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

佐賀県唐津市(12.8万人)・玄海町(0.6万人)

県との協働で隣接市町が一体となった交通再編を目指す

○ 佐賀県では、改正活性化再生法で都道府県の役割が明確化さ
れたことを踏まえ、県全体として「身近な移動手段の確保」に取り
組んでいる。

唐津市

玄海町

＜平成27年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

○ この取組のモデルケース
として、地理的に隣接して
おり、バス路線網も一体的
に形成されている唐津市・
玄海町における交通再編
に取り組んでいる。

図：よりみちバスのイメージ

宮崎県門川町(1.8万人)

町の生活に根付いた、使いやすい公共交通の構築を目指す

○ 門川町では、地域間にまた

がる広域移動を担う、鉄道・
既存路線バス路線を維持し
ながら、交通空白地帯での
移動手段の構築を行う。ま
た、商業施設・病院等の地
域の拠点への公共交通の
接続向上を図る。

＜平成27年度 地域公共交通網形成計画を提出＞

福岡県那珂川町(５.０万人)

地域戦略・住民ニーズをもとに、地域交通の見直しを行う

○那珂川町では、総合計画・都
市計画マスタープランを踏まえ、
主幹交通・支線交通の役割分担
を明確にしながら、

通勤・通学・高齢者の移動等、
利用形態に合った公共交通機
関の導入を図る。

＜平成27年度 地域公共交通網形成
計画を提出＞

早口・妙見
地区

早口・妙見
地区

下代久事
地区

下代久事
地区

黒木・大谷
地区

黒木・大谷
地区

戸板地区戸板地区

猿山地区猿山地区

西畑西畑

市の瀬市の瀬

山田山田

JR博多南駅JR博多南駅西鉄那珂川営業所西鉄那珂川営業所

那珂川町役場那珂川町役場

ミリカローデン那珂川ミリカローデン那珂川

凡　　　　　　例

①主要施設循環バスルート

②通勤かわせみ・南畑線

③北西部・北東部循環バスルート

④支線バス（路線定期型）

⑤デマンド交通（区域通行型）

主要交通結節点

乗継拠点

主幹線交通

支 線 交 通

基本方針Ａ
目標①・②



国土交通省
九州運輸局

＜支援の内容＞
○ 地域公共交通網形成計画等の策定に係る調査

＜支援の内容＞
○ 国の認定を受けた地域公共交通再編実施計画

に基づく事業の実施

・地方路線バスの利便性向上、運行効率化等の
ためのバス路線の再編やデマンド型等の多様
なサービスの導入

・ＬＲＴ・ＢＲＴの高度化

・地域鉄道の上下分離等

地域公共交通ネットワーク再編の促進
＜支援の内容＞

○ 過疎地域等におけるバス、デマンドタクシーの運行

○ バス車両の更新等

○ 離島航路・航空路の運航

地域の特性に応じた生活交通の確保維持

＜支援の内容＞

○ 鉄道駅におけるホームドア、内方線付点状ブロック、
多機能トイレ等の整備、ノンステップバスの導入等

○ ＬＲＴ・ＢＲＴの整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

＜支援の内容＞
○ 被災地の幹線バスの運行 ○ 仮設住宅等を巡る地域内バス等の運行

快適で安全な公共交通の構築

【東日本大震災対応】 被災地のバス交通等に対する柔軟な支援

地域公共交通ネットワーク形成に向けた計画策定の後押し

地域公共交通確保維持改善事業

地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
を
実
施
す
る
際
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
支
援
と
も
連
携
し
、
支
援
内
容
を
充
実

地域公共交通網
形成計画

コンパクト＋ネットワークの実現にとって不可欠な地域公共交通ネットワークの
再構築に向けた取組みを支援

平成28年度予算額 229億円 （対前年度比0.79）

※H27補正を含め 278億円 （対前年度比0.96）

平成28年度予算額 15億円
（東日本大震災復興特別会計：復興庁一括計上分）

※駅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ整備や交通系ICｶｰﾄﾞの導入など観光振興にも資する二次交通の利用環境改善は、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（観光庁予算 80億円の内数）
において、地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等の一部は、鉄道施設総合安全対策事業（鉄道局予算 36億円の内数）において、それぞれ引き続き支援。

○ 地域公共交通再編実施計画の
策定に係る調査

地域公共交通再編
実施計画

国の認定

基本方針Ａ
目標①・②
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国土交通省
九州運輸局熊本県熊本市の事例

○ 平成２４年３月、熊本市が目指すべき公共交通
ネットワークの 将来像を示した公共交通グランドデ
ザインを策定し、以下の３項目を柱に各種施策を展
開。

①基幹公共交通軸の強化
②日常生活を支えるバス路線網の再編
③公共交通不便地域等の解消

○ 平成２７年４月、市営バス路線の民間移譲完了。
既存民間バス事業者４社と協力し、熊本都市圏を
見据えた分かりやすく効率的なバス路線や運行体
制の構築を目指す。

市・事業者共同で「バス路線網再編プログラム」作成(H２５．３）

『複数のバス企業を巻き込んだ路線再編』や『市営バスの民間移管（平成27年4月完了
）』により、中心部におけるバスの集中による効率性の低下・利用者の混乱を解消

「熊本市公共交通グランドデザイン」（平成24年3月）

期待される効果

バス利用者の利便性向上

バス事業者の持続安定的な経営

ゾーンバスシステムの導入による路線再編

ＢＲＴの導入

Ｃ
地
点

中
心
部

メ
イ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル

Ａ
地
点

Ｂ
地
点

Ｄ
地
点

Ｃ
地
点

Ｂ
地
点

Ｄ
地
点

ゾーンバスシステムの導入

フィーダー線

幹
線

Ａ
地
点

中
心
部

メ
イ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル

乗換え
ポイント化

凡例

基幹公共交通
（幹線）

支線

市街地線

拠点地点

乗継ポイント

メインターミナル
交通センター

今後予定の取組み

バスの集中に
よる非効率

10

基本方針Ａ
目標①・②



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局福岡県八女市の事例（平成25年地域公共交通優良団体大臣表彰）

取組み（功績）の概要 『乗合タクシーを導入して交通空白地域を解消し、同じ経費で市民生活の質向上を実現』

○既存の路線バス、患者輸送車、福祉バス等の見直しや、乗合タクシーの導入で、地域の公共交通を抜本的に再編した。
○地域間の移動は路線バス、地域内の移動は乗合タクシーと役割分担し、交通空白地域を解消した。
○市町村合併前の各市町村の交通対策予算と同等の額で、高水準の交通施策を実現し、飛躍的な効果を上げた。
○アンケートや広報取材等で、市民が生活の質の向上を実感していることが明らかになった。

１．デマンド型乗合タクシーの運行

・市内に点在する交通空白地域の解消に向けデマンド型の乗合タクシー
を導入。

２．幹線路線バスを維持し地域間移動を確保

・幹線路線バスは確保維持し、支線は朝夕の通勤通学用にダイヤ改正。
・旧市町村を越える移動は幹線路線バスを利用。

○事業内容

４．市民が生活の質の向上を実感

・平成23年8月の市民アンケートで、利用者の80%が「暮らしが便利になっ
た」、38%が「外出機会が増えた」と回答。市民に交通空白解消と生活の
質の向上を実感していただいた。
・平成24年7月の九州北部豪雨で幹線道路が寸断され、路線バスが運休
した時も、乗合タクシーは１日も休まず運行し、災害にも強く市民生活の
安心安全を支える乗り物としても高評価を得ている。

３．導入前と同等程度の経費で飛躍的な成果

・合併前の市町村が協議して地域の公共交通連携計画を策定。別々の
交通政策を再編統一することで、同じ経費で飛躍的効果を上げることに
成功した。

広報やめH23.10月号

広報やめH24.9月号

基本方針Ａ
目標①・②
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国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局鹿児島県薩摩川内市甑島の事例基本方針Ａ

目標①・②

海を越えた離島との広域合併を契機として、離島航路維持のため、関係者からなる協議会を組織。
寄港地の再編と接続する陸上交通の再編を行うとともに、高速船に新船を投入し、新幹線の駅から
島までの一体的なアクセスを形成。航路の魅力を高め、観光振興にも寄与。

★ ★

（取組みの概要）

１．官民協働の協議会等による離島航路の再編
•外海の離島である甑島が合併で本土と一つの自治体となったことから、薩摩川
内市のリーダーシップにより、利用者が減少傾向であった甑島航路の維持・改
善のため、官民の関係者からなる協議会を組織。

•寄港地の集約、公設民営方式の活用による事業者の経営安定化、バリアフ
リー対応の新船の導入等により、コスト低減と利便性向上を図り、改正活性化
再生法のモデルともなる航路再編を実現。

•地域住民が航路を盛り上げるイベント等に参画。最近は甑島で地元若者による
起業やＩターン者も増加。

２．離島航路に接続する地域公共交通の一体的な再編
•離島航路の再編にあわせ、航路のフィーダー交通として島内にコミュニティバスを導入。
分かりやすい均一運賃化により利用者も増加。

•九州新幹線川内駅からのシャトルバス、港ターミナル、新高速船を「甑島観光ライン」
として、統一感あるデザインで整備。航路自体の魅力を高め観光振興にも寄与。

航路と陸上交通の一体的な再編を実現

（効果）

・高速船、甑島島内のコミュニティバスとも
に輸送人員が大きく増加。

（H26/4の新船就航後、約１割増加）
・航路の経営状況も改善。

甑島航路（高速船）と甑島コミバスの輸送人員

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

コミバス

高速船

100円運賃導入
（平成27年4月～150円）

九州新幹線全線開業

航路再編による増加

注：高速船の輸送人員は補助年度（前年10月～９月）

上甑町

鹿島町

里町

下甑町

島内150円
コミバスの

運行

新船の投入

寄港地集約による
時間短縮、コスト

削減

ターミナルの整備

シャトルバス
（電気バス）の運行

12



国土交通省
九州運輸局【事例】唐津地域公共交通再編実施計画

13

利用実態を踏まえた幹線路線の統合や支線分割化により効率性の向上を図るとともに、移動困難
者への対応や離島航路への接続、新病院設立に伴う移動需要への対応、さらには、観光需要への対
応に向け、路線の新設・延伸等を行い、利便性の向上を図っている

○唐津市中心部の路線の再編
⇒移動実態調査を踏まえつつ、病院等の施設利用及び観光需要

にあわせた適正な運行回数、ルートへの見直し

○北波多線（幹線）及び久里線
の路線統合
【久里・北波多線】

通学利用がメインの路線との統合のほか、
病院の乗継拠点化、利用者数に合わせた
重複ルートの見直しや枝線化により、
運行経費を効率化

○呼子フィーダー線
【呼子・波戸岬線】 運行回数の増加により、名護屋城等への観光客の利便性

を向上
【呼子・名護屋浜線】
【呼子・加部島線】
離島航路乗場等ニーズに比して
公共交通が不足しているエリア
への既存路線の延伸

【市内線東コース】
唐津駅を発着とし、観光目的に特化したルート
整備
【市内線西コース】
他路線のルート変更に伴う需要を確保しつつ、
利用実態にあわせた運行便数の適正化
【市内線南コース】
病院直通ルート等、東コースの観光特化ルート
化に伴う新たな路線を設定することで、通院患
者及び沿線住民、さらには観光客等、利用者の
ニーズに合わせたルート整備（接続時間の考慮
も併せて実施）

基本方針Ａ
目標①・②
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【事例】対馬市地域公共交通再編実施計画

○南北に長大に走る幹線路線の各系統について、対馬市の新たなまち拠点と連携しながら効率的に見
直すとともに、支線路線についてもあわせて効率的に再編することで、持続的な公共交通ネットワーク
を再構築する。

「新たなまちの拠点づくりと需要動向を踏まえた幹線系統
の再編」

厳原のバス停留所に観光情報館「ふれあい処つしま」や統合で新
たに設立された対馬病院などにあわせて、幹線系統を再編するこ
ととした。

空港線が大きな不採算路線と
なっていたため、飛行機の便に
あわせて適正化
それに伴い、対馬病院を拠点
に系統を効率的に再構築
北部を運行する縦貫線につい
ては、韓国人観光客の多い比
田勝ターミナルまで延伸すると
ともに、対馬病院をハブとして
路線を短縮

支線系統の再編

幹線ネットワークの再構築にあわせて、支線系統のダイヤの
調整等を行うとともに、以下の方針でそれぞれの路線の効率
化を図る。

1. スクールバスが豊富に運行していることから、スクールバ
ス混乗化の検討をするとともに、

2. 混乗化が困難な路線については、自家用有償運送の導
入を行う。

幹線の再編にあわ
せてダイヤの見直し
→厳原での待合時
間短縮（40分）

ダイヤの
見直し

回り道となっている
定期運行の路線を
短縮⇔自家用有償
運送のルート変更

三根・鹿見線
スクールバスの混乗化

乗合タクシー
のルート延伸
で、上対馬病
院まで直通で
通院が可能
に

スクール混乗化

自家用有償によ
る代替

比田勝ターミナル

基本方針Ａ
目標①・②
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【事例】五島市地域公共交通再編実施計画

バス路線の効率的な見直しとともに乗合タクシー運行による交通空白地区の解消、航路についても海上タクシーを
利用したデマンド運航を取り入れるなど、陸上及び海上交通の一体的な再編により持続可能な公共交通ネットワー
クを再構築する。

陸上交通：バス路線の再編他

海上交通：航路の再編

○富江～黒島航路
○奈留～前島航路

旅客船を使用した定期運航から、人の運送を
する貨物定期航路事業へ転換、効率化を図る。

旅客定員が１２名以下の船舶を使用し、予
約（デマンド）により運航（一部除く）する。

路線統合や幹線系統と支線系統及び航路との接続見直しな
ど連携強化し、利便性の向上を図る。

○観音平・樫の浦線の整備と運行
・同一路線を運行する２路線の統合による効率化。

○三井楽地域内の交通整備と運行
・低利用路線（貝津線）の曜日デマンド運行の導入と幹線系統
バスと一体となった全体的なダイヤ見直し。（利便性の高いダ
イヤ編成のため、新規車両導入による運行体制の強化）

○その他、奈留、富江、岐宿の各地区において交通再編実施

基本方針Ａ
目標①・②
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中日線

16

【事例】大分県北部圏地域公共交通再編実施計画

【作成主体】大分県・中津市・宇佐市・豊後高田市
【区域】中津市・宇佐市・豊後高田市
【計画期間】平成２８年１０月１日～平成３１年９月３０日

○中日線
【中津駅前～日田】

・日田直行系統を耶馬溪（旬菜
館）へ乗り入れ、分割。

○中安線
【中津駅前～安心院】

・系統を集約し、一部系統を四日
市で分割。

○国道中高線
【四日市～豊後高田】※宇佐駅前経由

・系統を四日市で分割し、四日市
～中津駅前間は中安線へ接続。

○四日市線
【四日市～豊後高田】※柳ヶ浦駅間前経由

・系統を集約し、四日市で中安線
と接続。

○伊美線
【宇佐駅前～伊美】

・竹田津港、伊美港等への接続を
意識した運行計画。

再編後の路線図 主な再編内容

地域間路線バスを中心とした広域的な交通再編

中安線

四日市線

国道中高線

伊美線

耶馬溪（旬菜館）

四日市

基本方針Ａ
目標①・②
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臼杵線
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【事例】大分県豊肥圏地域公共交通再編実施計画

【作成主体】大分県・竹田市・豊後大野市・臼杵市
【区域】竹田市・豊後大野市・臼杵市
【計画期間】平成２８年１０月１日～平成３１年９月３０日

○竹田線
【金池ターミナル～扇森稲荷神社】

・大分市への直行便を「道の駅お
おの」へ乗り入れて分割。

○長湯線
【直入支所前～扇森稲荷神社】

・商業施設（扇森稲荷神社周辺）
へ延伸。

○臼三線
【臼杵駅～大野竹田バス本社】

・臼杵港まで延伸。臼杵石仏への
増便。

○臼杵線
【金池ターミナル～臼杵港フェリーターミナル】

・臼杵駅、臼杵港まで延伸。
○伯大線
【金池ターミナル～佐伯駅】

・竹田線、臼杵線との接続に配慮
した運行計画。

再編後の路線図 主な再編内容

長湯線

臼三線

伯大線

竹田線

地域間路線バスを中心とした広域的な交通再編

道の駅おおの

基本方針Ａ
目標①・②
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定 義

目 的

この法律は、 我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大

している こ とに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、 排他的経済水域

等の保全等に関する活動の拠点と しての機能を維持するため、有人国境離島地域

の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を

講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に寄与することを目的とす

る。

１ 自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる二以上の離島で構成され
る地域（当該離島のうちに領海基線を有する離島があるものに限る。） 内の現に日
本国民が居住する離島で構成される地域

２ １のほか、 領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域

有人国境離島地域

特定有人国境離島地域

有人国境離島地域のう ち、 継続的な居住が可能となる環境の整備を図る

こ とがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるもの （特定有人

国境離島地域名、 特定有人国境離島地域を構成する離島等を別表に明記）

国の責務

国は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持

のため必要な施策を策定し、 及び実施する責務を有する。

基本方針・計画

〇 内閣総理大臣は、 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地
域社会の維持に関する基本的な方針を定めるものとする。

○ 特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、 基本方針に基づき、 当該特
定有人国境離島地域について、 その地域社会の維持に関する計画を定めるよう努め
るものとする。

有人国境離島に係る施策

＜保全＞

一 国は、 国の行政機関の施設の設置
に努める。

二 国は、 土地の買取り等に努める。

三 国及び地方公共団体は、港湾等の整

備に努める。

四 国及び地方公共団体は、 外国船舶
による不法入国等の違法行為の防止
に努める。

五 国及び地方公共団体は、広域の見地

からの連携が図られるよう配慮する。

保全に関する施策に加え、国及び地

方公共団体は、 以下に掲げる事項につ

いて適切な配慮をする。

＜地域社会の維持＞

一 国内一般旅客定期航路事業等に係
る運賃等の低廉化（特別の配慮）

二 国内定期航空運送事業に係る運賃
の低廉化

（特別の配慮）

三 生活又は事業活動に必要な物資の
費用の負担の軽減

四 雇用機会の拡充等

五 安定的な漁業経営の確保等

※必要な財政上の措置等を講ずるものと
する。

特定有人国境離島に係る施策

・この法律は、一部を除き、平成29年４月１日から施行する。 また、平成39年３月31日

限り、その効力を失う。

・内閣府設置法の一部改正（本法案に係る事務の所管）等

有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る
地域社会の維持に関する特別措置法案 （概要）

その他（施行期日等）

有人国境離島地域保全特別措置法（ 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島
地域に係る地域社会の維持関する特別措置法 ）基本方針Ａ

目標①・②

＜その他＞

○ 啓発活動



国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局地域公共交通に係る人材育成・情報提供

●地域公共交通を守り、育てていくためには、市町村等の行政の担当者、交通事業者など、交通に携わる人材を育成し、また
そのために必要な情報提供を行うことが重要。

地域公共交通シンポジウムの開催

○ 市町村における公共交通施策の担当部署は、企画部局、都市計画部局、商工観光部局などに置か
れているが、担当者は他の業務と兼任で担当していることが多い。

※ 九州運輸局の調べでは、公共交通の「専任」担当者が配置されていない市町村の割合は、83.7％
（全国平均は76.8％）。 人口５万人未満の自治体に限ると、92.1％ （平成25年度調査）

○ 最近、首長のリーダーシップにより、交通に関する部署を設置し、体制を強化する動きもみられる。
例：久留米市（交通政策課）、伊万里市（地域開発・公共交通対策課） 、対馬市（未来創造・交通政策課）など

76.8

58.9

92.1

83.7

11.7 

23.2 

7.3 

10.0 

11.5

17.9

0.6

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専任担当者なし １人 ２人以上総計総計

人口５万人未満人口５万人未満

人口５万人以上人口５万人以上

参考（全国）参考（全国）

市町村の公共交通の専任担当者数

各県別セミナーの開催、協力担当者向けマニュアルの作成

●九州内外の有識者による講演、全国的にも著
名な先進事例の紹介や、パネルディスカッション
などを内容とするシンポジウムを、毎年１回（平成
２８年は１０月２６日）福岡市内で開催。
●地方整備局と共催。

今後行う取組（検討中）
大分大学大井准教授による

シンポジウムの総括

１９０名が参加

●各県と各運輸支局がタイアップして、毎年数回、
主に自治体担当者向けのセミナーを開催。

●首長向けのトップセミナー（佐賀県）や、フィールド
ワーク（福岡県）、県内地域での持ち回り開催
（鹿児島県）など、各地で工夫を凝らした取組も
広がっており、運輸局も積極的に協力。

●市町村職員をはじめとする担当者の実務に
役立つノウハウや情報を集約したマニュア
ルを作成し、市町村等に配布。

鹿児島県（鹿屋市）でのセミナー

●マニュアル（勘どころ）の継続的改訂、法律や制度の改正等に対応した加除式資料集
●各県で開催するセミナーの体系化 例：開催時期（初任者向け研修の合同開催）、内容（カリキュラム）の統一化 など
●地域公共交通に関する有識者、経験者を共有し、人材の紹介・問合せを円滑化するための仕組みづくり

Ｈ２０年度初版
Ｈ２５年度、２７年度改訂

※九州運輸局のＨＰからも
ダウンロード可能

佐賀県でのトップセミナー

■九州運輸局の主な取組

基本方針Ａ
目標①・②
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国土交通省
九州運輸局地域の持続可能な物流ネットワークの構築

少子高齢化等を背景として過疎化が進みつつある地域では物流の効率が低下する一方、車を運転しない者の増加に
伴い日用品の宅配などの生活支援サービス等のニーズは高まっている。

過疎地等における事業者とＮＰＯ等の協働による宅配サービスの維持・改善や買物弱者支援等にも役立つ新たな輸
送システムを、自治体と連携しつつ構築するため、モデル事業を実施し、オペレーション上の課題や対応策等について
検討を行う。

【具体的な輸送スキーム例】

【主な検討項目】

・地域での意見集約における課題

・ＮＰＯに求められる能力（輸送能力、荷扱い等の品質、賠償能力等）

・物流事業者、ＮＰＯ、荷主、自治体等の関係者の役割分担のあり方

【これまでの取組み】

・平成２６年１０月より、学識経験者、物流事業者、地方自治体、ＮＰＯ等
からなる「地域を支える持続可能な物流システムのあり方に関する検討
会」を開催 （平成２６年１０月、１２月、平成２７年２月、３月の計４回開
催。）。３月３１日（火）に報告書を発表済み。

・平成２７年度予算において、モデル事業を実施。（４１百万円の内数）

宅配会社

宅配会社

宅配各社が中心部の配送拠点から遠
方の集落に少量の荷物をバラバラに配
送するため、効率が良くない。

貨客混載

・買物支援
・高齢者の見守り
・直売所等への農産物の出荷代行

など

集落の
中心拠点

貨物輸送の
「共同化」

周辺集落（「小さな拠点」等）

生活支援
サービスとの

「複合化」

過疎地等

共同集配

宅配会社

宅配会社

商店（買物支援）
お困りごと

B社

A社

C社

宅配会社

宅配会社

A社

B社

C社

共同集配、貨客混載、他サービスとの複合化等により輸送を効率化

基本方針Ａ
目標①･②
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国土交通省
九州運輸局宮崎県児湯郡西米良村における取組

○宮崎県児湯郡西米良村小川地区は、人口：93人、世帯数：63世帯（平成25年3月）、高齢化率：約65％の集落。

○地区内には商店、郵便ポストが１つずつあるが、諸サービスを利用するには村中心部（村所地区）や近隣都市に行く必要がある。

○村営バスが運行しているが、利用者数は頭打ちとなっている。また、出入りする輸送サービスは、人流、福祉系サービス流、物
流で計20主体あり、多様な輸送サービスの混在による効率の低下が課題となっている。

○このため、地域住民によるバスを活用した貨客混載や共同集配等による持続可能な物流ネットワークの構築に取り組んでいる。

輸送スキーム西米良村の位置

村営バスの路線図

※西米良村提供資料より国土交通省物流政策課作成

効果

○貨客混載等により、これまで物流サービスに必要とされていた車両・人員を削減し、買物
支援・見守りサービス等に振り向けることができるようになった。

○飲食・物販サービスを提供している拠点への土産品を自前ではなく、貨客混載バスでこま
めに出荷できるようになり、欠品等が少なくなった。

○これまでは新聞が午後にしか届かなかったが、午前中に届くようになった。 また、連休中に
届かなかったが、届くようになった。

郵便局

宅配会社

宅配会社

商店（買物支援）

中心拠点 集落拠点

貨客混載便

集配

買物支援・
見守り

基本方針Ａ
目標①・②
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国土交通省
九州運輸局高齢者、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）

バリアフリー法の概要

国土交通省のバリアフリー施策

移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成23年3月改正）の概要

１．移動等円滑化の意義及び目標

○高齢者・障害者等を取り巻く社会情勢の変化等に対応
○ 施設等にについて、平成32年度末を期限として、より高い

水準の新たなバリアフリー化の目標を設定

２．施設設置管理者が講ずるべき措置

○視覚・発達障害など、情報に係る障害を持つ人への対応を
含めた多様な障害者等への対応をより具体的に推奨

○施設設置管理者による職員等への教育訓練に関し、PDCA
サイクルの中でマニュアル整備や研修実施への高齢者・障
害者等の意見反映や参画を推奨

４．移動等円滑化施策に関する基本的事項その他
○国民が、高齢者・障害者等の自立した生活の確保の重要性

等について理解を深める「心のバリアフリー」において、外見
上分かりづらい聴覚、精神、発達障害など障害に多様な特
性があることに留意する必要性を明示

３．基本構想の指針

○市町村が作成する基本構想の必要性を強調
○作成した基本構想について、地域の高齢者・障害者等が参

加しつつ、関係事業の実施状況等を把握しながら成果の評
価を行い、内容の段階的かつ継続的発展を図る「スパイラ
ルアップ」をより強く推奨

基本方針Ａ
目標③
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国土交通省
九州運輸局バリアフリー化整備目標

「バリアフリー法に基づく基本方針」及び「交通政策基本計画」に定めるバリアフリー化整備目標

バリアフリー法に基づく基本方針 交通政策基本計画の数値指標

　　　　　　※1
原則100%

　　　　　　※２
原則100％

　　　　　　※２
原則100％

ホームドア・
可動式ホー
ム柵

目標なし

車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等の
サービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に勘案し
た上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の
下、可能な限り設置を促進

視覚障害者団体からの要望が高い鉄道駅及び１日当たり
の平均利用者数が10 万人以上の鉄道駅

                               約８００駅

約50% 約７０% 約７０％

　　　　　※1
原則100%

　　　　　　※２
原則100％

　　　　　　※２
原則100％

ノンステップバス 約30%
約７０％

(対象から適用除外認定車両(高速バス等)を除外)
約７０％

(対象から適用除外認定車両(高速バス等)を除外)

リフト付きバス等 目標なし
約２５％(リフト付バス又はスロープ付きバス。適用除外認定
車両（高速バス等)を対象)

約２５％(リフト付バス又はスロープ付きバス。適用除外認定
車両（高速バス等)を対象)

　　　　　　※1
原則100%

　　　　　　※２
原則100％

　　　　　　※２
原則100％

約50%
○約50%
○5000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100%

○約50%
○5000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100%

　　　　　　※1
原則100%

　　　　　　※２
原則100％

　　　　　　※２
原則100％

約65% 約90% 約１００％

タクシー 約18,000台 約28,000台 約28,000台

※1　H22年までの目標については1日平均利用客数5000人以上のものが対象

※2　旅客施設は段差解消済みの施設の比率１日平均利用客数3000人以上のものが対象。

福祉タクシー車両

H22年までの
目標

H32 年 度 末 ま で の 目 標

船舶,

旅客船ターミナル

旅客船

航空

航空旅客ターミナル

航空機

鉄軌道

鉄軌道駅

鉄軌道車両

バス

バスターミナル

乗合
バス
車両

基本方針Ａ
目標③
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国土交通省
九州運輸局旅客施設及び車両等におけるバリアフリー化の進捗状況

バリアフリーの進捗状況（平成2８年3月末現在）

基本方針Ａ
目標③

24

平均的 段差の 割合 視覚障害者 割合 トイレの 身体障害者用 割合

利用者数 解消施設数 （％） 誘導用 （％） 設置施設数 トイレの （％）

3,000人／日 ブロック 設置施設数

以上の の敷設施設数

施設数

福岡県 148 138 93.2 125 84.5 139 83 59.7
佐賀県 6 6 100.0 4 66.7 5 3 60.0
長崎県 21 18 85.7 12 57.1 8 8 100.0
熊本県 19 16 84.2 15 78.9 12 8 66.7
大分県 9 5 55.6 5 55.6 8 4 50.0
宮崎県 2 2 100.0 2 100.0 2 1 50.0

鹿児島県 15 10 66.7 6 40.0 10 5 50.0
九州 220 195 88.6 169 76.8 184 112 60.9
全国 3,542 3,045 86.0 3,320 93.7 3,319 2,754 83.0

平均的 段差の 割合 視覚障害者 割合 トイレの 身体障害者用 割合

利用者数 解消施設数 （％） 誘導用 （％） 設置施設数 トイレの （％）

3,000人／日 ブロック 設置施設数

以上の の敷設施設数

施設数

福岡県 8 8 100.0 6 75.0 8 4 50.0
佐賀県

長崎県 4 3 75.0 4 100.0 4 4 100.0
熊本県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0
大分県

宮崎県

鹿児島県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0
九州 14 13 92.9 12 85.7 14 10 71.4
全国 48 43 89.6 41 85.4 40 27 67.5

平均的 段差の 割合 視覚障害者 割合 トイレの 身体障害者用 割合

利用者数 解消施設数 （％） 誘導用 （％） 設置施設数 トイレの （％）

3,000人／日 ブロック 設置施設数

以上の の敷設施設数

施設数

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県 4 4 100.0 4 100.0 4 4 100.0
九州 4 4 100.0 4 100.0 4 4 100.0
全国 14 14 100.0 10 71.4 12 11 91.7

平均的 段差の 割合 視覚障害者 割合 トイレの 身体障害者用 割合

利用者数 解消施設数 （％） 誘導用 （％） 設置施設数 トイレの （％）

3,000人／日 ブロック 設置施設数

以上の の敷設施設数

施設数

福岡県 4 4 100.0 4 100.0 4 4 100.0
佐賀県

長崎県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0
熊本県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0
大分県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0
宮崎県 1 0 0.0 1 100.0 1 1 100.0

鹿児島県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0
九州 9 8 88.9 9 100.0 9 9 100.0
全国 34 29 85.3 34 100.0 34 34 100.0

 ● バスターミナルのバリアフリー化施設整備状況

 ● 旅客船ターミナルのバリアフリー化施設整備状況

都道府県

 ● 鉄軌道駅のバリアフリー化施設整備状況

都道府県

都道府県

都道府県

 ● 航空ターミナルのバリアフリー化施設整備状況

　　

九州

全国

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

九州

全国

＊（　　　）内は軽自動車で、内数

九州

全国

九州

全国

 ● 鉄軌道車両

都道府県 車両の総数 移動円滑化基準適合数 割合（％）

2,372 871 36.7

52,346 34,140 65.2

 ● バス車両

都道府県
車両の総数

(A)

対象車両数

(B)

低床バス ノンステップバス

移動円滑化基準適合数

(C)

割合（％）
(C)/(A)

移動円滑化基準適合数

(D)

割合（％）
(D)/(B)

2,931 2,027 1,909 65.1 429 21.2

362 257 171 47.2 34 13.2

1,618 1,182 582 36.0 224 19.0

1,048 601 306 29.2 193 32.1

676 444 175 25.9 48 10.8

460 353 141 30.7 73 20.7

1,331 370 238 17.9 150 40.5

8,426 5,234 3,522 41.8 1,151 22.0

60,352 45,228 37,058 61.4 22,665 50.1

※「対象車両数」は、乗合バス総車両数から移動円滑化基準適用除外認定を受けた車両を除いた数とする。

 ● タクシー車両（福祉タクシー）

都道府県 寝台専用 車いす専用 兼用 回転シート等 計

福岡県
24 334 42 3 403

(0) (130) (0) (2) (132)

佐賀県
2 49 16 1 68

(0) (30) (0) (0) (30)

長崎県
3 174 18 10 205

(1) (103) (0) (7) (111)

熊本県
3 245 20 1 269

(0) (141) (0) (1) (142)

大分県
1 115 53 2 171

(0) (64) (0) (2) (66)

宮崎県
16 102 10 0 128

(0) (64) (0) (0) (64)

鹿児島県
7 150 32 6 195

(0) (103) (1) (2) (105)

九州
56 1,169 191 23 1,439

(1) (635) (1) (14) (650)

全国
507 11,212 2,810 497 15,026

(52) (5,660) 115 (124) (5,721)

 ● 船舶

都道府県 船舶の総数 移動円滑化基準適合数 割合（％）

100.0

167 61 36.5

650 238 36.6

593 568 95.8

 ● 航空機

都道府県 航空機の総数 移動円滑化基準適合数 割合（％）

44 44



国土交通省
九州運輸局心のバリアフリーの推進

バリアフリー教室開催状況

基本方針Ａ
目標③

開 催 年 月 日 開催場所 参加者等 開 催 年 月 日 開催場所 参加者等

1 平成１４年　１月２７日 西鉄福岡（天神）駅 公募による 66名 51 平成２１年１１月  ９日 ※9 那珂校区 福岡市那珂校区地域住民 25名

2 平成１４年１１月１０日 ＪＲ熊本駅 公募による 56名 52 平成２１年１１月１８日 西鉄花畑駅 久留米市立金丸小学校4年生 99名

3 平成１４年１１月１５日 ＪＲ小倉駅 北九州市立冨野中1年 66名 53 平成２１年１２月  ７日 福岡合同庁舎新館 九州運輸局・整備局職員 48名

4 平成１５年　１月２６日 ＪＲ西鹿児島駅 公募による 59名 54 平成２２年　６月　８日 JR九州長崎駅～ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ～県営ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 長崎さるくガイド・長崎大学生　38名

5 平成１５年　６月２２日 ＪＲ大分駅 公募による 52名 55 平成２２年　７月１７日 公財九州盲導犬協会総合訓練センター（糸島市） 昭和自動車（株）バス乗務員　２０名

6 平成１５年　７月　３日 西鉄二日市駅 筑紫野市立二日市中1年 70名 56 平成２２年１０月　２日 ※10 福岡空港 2010福岡スカイフェスタ参加者

7 平成１５年１０月２２日 ＪＲ佐賀駅 佐賀市立成章中2年 55名 57 平成２３年  ２月　４日 福岡合同庁舎新館 九州運輸局・整備局職員 ２９名

8 平成１５年１０月２６日 長崎港旅客船ターミナル 公募による 25名 58 平成２３年  ７月３１日 かごしま県民交流センター 小中学生親子４４名（福祉作業所通所者含む）

9 平成１５年１１月　９日 ＪＲ佐世保駅 公募による 30名 59 平成２３年１１月  ８日 香椎小学校 小学４年生１１１名

10 平成１６年　２月　５日 ＪＲ宮崎駅 宮崎市立宮崎東小5年 55名 60 平成２３年１１月２９日 九州技術事務所 小学生５３名

11 平成１６年１０月２２日 ＪＲ鹿児島中央駅 鹿児島市立甲南中2年 88名 61 平成２３年１２月  ５日 福岡合同庁舎新館 運輸局、整備局職員４５名（福岡市職員含む）

12 平成１６年１１月１０日 別府港旅客船ターミナル 別府市立上人小6年 69名 62 平成２４年  １月１２日 福岡市営地下鉄天神南駅 福岡市営地下鉄駅務員２０名

13 平成１６年１１月２６日 ＪＲ新八代駅 八代市立太田郷小4年生 143名 63 平成２４年  ２月２２日 阿蘇の司ビラパークホテル 阿蘇市観光協会、阿蘇温泉観光旅館協同組合加盟施設従業員22名

14 平成１７年  ３月  ９日 ※1 西鉄久留米駅 沿線住民 30名 64 平成２４年  ６月１３日 九州盲導犬協会総合訓練センター（糸島市） 西日本鉄道（株）バス乗務員　２０名

15 平成１７年  ７月１０日 西海パールシーリゾート 公募による親子7組他 総数38名 65 平成２４年  ８月　５日 かごしま県民交流センター（鹿児島市） 小中学生親子４０名（福祉作業所通所者含む）

16 平成１７年  ８月１０日 ＪＲ西都城駅 市内小・中学生 9名 66 平成２４年１０月１０日 福岡市営地下鉄貝塚駅等 九州大学、西南学院大学生１８名（インターンシップ２名含む）

17 平成１７年  ９月２１日 熊本交通センター 熊本ＹＭＣＡ学院地域福祉学科 43名 67 平成２４年１０月１８日 中島小学校（大分市） 小学４年生４５名

18 平成１７年１０月  ４日 ※2 日向学院中学校 日向学院中学校1年生 160名 68 平成２４年１０月１９日 住吉小学校（大分市） 小学４年生３４名

19 平成１７年１０月１３日 九州女子高等学校 九州女子高等学校3年生 26名 69 平成２４年１０月２５日 九州技術事務所（久留米市） 小森野小学校４年生５３名

20 平成１７年１０月１８日 福岡市営地下鉄赤坂駅 福岡有朋高等専修学校 38名 70 平成２４年１１月　６日 香椎小学校（福岡市） 小学４年生８６名

21 平成１７年１０月２２日 ～23日 福岡市営地下鉄天神南駅 天神地区駅ボランテイア 112名 71 平成２５年　７月２３日 福岡合同庁舎新館 九州運輸局係員１５名

22 平成１７年１１月  ９日 西鉄大牟田駅 大牟田市立松原中1年 61名 72 平成２５年　８月　２日 西鉄花畑駅（福岡県久留米市） 西鉄電車駅務員２２名

23 平成１７年１１月１５日 ※3 西鉄花畑駅 沿線住民 12名 73 平成２５年　８月２９日 鹿児島県民交流ｾﾝﾀｰ（鹿児島市） ホテル従業員及び交通事業者２２名

24 平成１７年１２月  ６日 福岡第二合同庁舎 九州運輸局職員 28名 74 平成２５年　９月１０日 千早小学校（福岡市） 小学４年生１１４名(授業参観日）

25 平成１８年  ５月３０日 ＪＲ川内駅 薩摩川内市立川内小5年 60名 75 平成２５年　９月１０日 九州技術事務所（久留米市） 小森野小学校４年生４５名

26 平成１８年　９月２３日 ～ 24日 ※ 4 北九州空港 北九州空港ｽｶｲﾌｪｽﾀ来客者 76 平成２５年１０月１７日 稙田小学校（大分市） 小学４年生７０名

27 平成１８年１０月１５日 ＪＲ中津駅 公募による9組 18名 77 平成２５年１０月１８日 寒田小学校（大分市） 小学４年生９８名

28 平成１８年１０月２４日 厳原港旅客船ターミナル 対馬市立厳原小学校6年 63名 78 平成２５年１１月１９日 畝刈小学校（長崎市） 小学４年生１１１名

29 平成１８年１１月２８日 ＪＲ鳥栖駅 鳥栖市立基里小学校6年 60名 79 平成２５年１１月２７日 諸富北小学校（佐賀市） 小学４年生５５名

30 平成１９年  ５月２８日 福岡合同庁舎新館 九州運輸局職員 28名 80 平成２５年１２月１３日 香椎小学校（福岡市） 小学４年生１１２名

31 平成１９年  ６月１２日 ＪＲ長崎駅 長崎市立西坂小5,6年生 51名 81 平成２６年　８月２８日 福岡合同庁舎新館 九州運輸局係員６名

32 平成１９年  ７月２８日 地下鉄天神南駅 公募による 32名 82 平成２６年１０月　９日 九州技術事務所（久留米市） 小森野小学校４年生６１名

33 平成１９年  ９月２１日 宮崎空港ﾀーﾐﾅﾙ･JR宮崎空港駅 宮崎市立赤江中学校3年生 51名 83 平成２６年１０月２７日 九州技術事務所（久留米市） 荒木小学校４年生１１０名

34 平成１９年１０月１６日 上熊本駅前電停 熊本市立池田小学校4年生 101名 84 平成２６年１１月１１日 東与賀小学校（佐賀市） 小学校３年生９５名

35 平成１９年１０月２３日 せとうち海の駅 瀬戸内町立古仁屋小学校4年生 63名 85 平成２６年１１月１５日 鹿児島新港旅客ターミナル（鹿児島市） 離島航路事業者船員及び運行担当３６名

36 平成１９年１１月１９日 JR香椎･西戸崎駅･国営海の中道海浜公園 福岡市立香椎小学校4年生 92名 86 平成２７年　５月２８日 熊本県立盲学校（熊本市） 熊本県立盲学校生２１名

37 平成１９年１１月３０日 ＪＲ唐津駅 唐津市立東唐津小学校5,6年生 24名 87 平成２７年　７月２５日 熊本港（熊本市） 熊本市立田迎西小学校生１８名

38 平成１９年１２月１４日 別府港旅客船ターミナル 別府市立春木川小学校4年生 39名 88 平成２７年　９月３０日 福岡合同庁舎新館 九州運輸局係員８名

39 平成２０年  ５月２８日 嬉野温泉和楽園 旅館組合従業員 28名 89 平成２７年１０月１３日 九州技術事務所（久留米市） 小森野小学校４年生４８名

40 平成２０年  ６月１７日 新門司港阪九フェリー第２ターミナル、フェリーつくし 北九州市立大里柳小学校4年生 58名 90 平成２７年１０月１５日 西川副小学校（佐賀市） 小学校３年生４０名

41 平成２０年  ７月２６日 ※5 阪九フェリーニューながと 北九州・下関海の日海峡クルージング参加者 91 平成２７年１１月　７日 鹿児島新港旅客ターミナル（鹿児島市） 離島航路事業者船員及び運行担当２４名

42 平成２０年  ９月１７日 佐世保駅 佐世保市立旭中学校2年生 68名 92 平成２７年１１月２５日 佐世保港（佐世保市） 離島航路事業者船員及び運行担当４０名

43 平成２０年  ９月２０日 ※6 福岡空港 2008福岡スカイフェスタ参加者 93 平成２７年１２月　２日 千早小学校（福岡市） 小学４年生１１７名

44 平成２０年１０月１０日 西鉄二日市駅 筑紫野市立二日市北小学校 70名 94 平成２８年　６月１０日 千早小学校（福岡市） 小学４年生１２５名

45 平成２０年１１月１９日 国営海の中道海浜公園 福岡市立西戸崎小学校 50名 95 平成２８年１０月１４日 福岡合同庁舎新館 九州運輸局係員１１名

46 平成２１年　１月２８日 福岡合同庁舎新館 九州運輸局職員 26名 96 平成２８年１０月２７日 フェリー「波之上」（鹿児島市、新港） 旅客航路事業者船員及び運航担当４６名

47 平成２１年　５月２９日 国営吉野ヶ里歴史公園 吉野ヶ里町立東脊振小学校4年生 81名 97 平成２８年１０月３１日 九州技術事務所（久留米市） 小森野小学校４年生３３名

48 平成２１年　９月  ８日 九州地方整備局九州技術事務所 久留米市立小森野小学校4年生 53名 98 平成２８年１１月　９日 九州技術事務所（久留米市） 小森野小学校４年生３３名

49 平成２１年１０月　８日 ※7 東公園 福岡市立千代小学校4年生 34名 99 平成２８年１１月１７日 博多港博多ふ頭（福岡市） 旅客航路事業者船員及び運航担当４４名

50 平成２１年１０月１３日 ※8 フェリーあまみ 奄美市立伊津部小学校4年生 45名 100 平成２８年１２月　５日 香椎小学校（福岡市） 小学４年生９６名
※１､３は西日本鉄道（株）主催   ※２は宮崎県バス協会主催  ※４はｽｶｲﾌｪｽﾀ実行委員会主催　 101 平成２８年１２月　６日 城浜小学校（福岡市） 小学４年生１８名及び保護者
※５は北九州・下関「海の日」海峡ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ実行委員会主催　※６は福岡空港空の日実行委員会主催 102 平成２９年　１月２０日 砂取小学校（熊本市） 小学４年生７０名
※７,９は博多区社会福祉協議会と共催　※８は鹿児島運輸支局主催（海事産業次世代人材育成事業と連携）

※10は福岡空港空の日実行委員会主催 25



国土交通省
九州運輸局バリアフリー化のための支援基本方針Ａ

目標③
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地域公共交通確保維持等事業（地域公共交通バリア解消促進等事業）



国土交通省
九州運輸局利用環境の改善基本方針Ａ

目標③④

27

地域公共交通確保維持等事業（利用環境改善促進等備事業）

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（交通サービス利便向上促進事業）

交通サービス利便向上促進事業

利用環境改善促進等備事業 支援対象メニュー（例）



国土交通省
九州運輸局九州における交通系ＩＣカードの導入状況
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基本方針Ａ
目標④

地区 会　　社 カード名称 開始日 備　　　　　　考

福岡 北九州市交通局  ひまわりバスカード 平成13年9月20日

福岡 北九州高速鉄道（株） mono SUGOCA ◎ 平成27年10月1日 QR乗車券H27.10.1利用開始

福岡 筑豊電気鉄道（株）  nimoca ◎ 平成27年3月14日 全営業車両（13編成）に交通系IC カードnimoca 車載機導入

福岡 福岡市交通局  はやかけん ◎ 平成21年3月7日

福岡 ＪＲ九州バス（直方線）  nimoca ◎ 平成25年4月1日

福岡・佐賀 西日本鉄道（株）  nimoca ◎ 平成20年5月18日

福岡・佐賀 JR九州 SUGOCA ◎ 平成21年3月1日

佐賀 昭和自動車（株）  nimoca ◎ 平成22年3月13日

佐賀 佐賀市交通局  nimoca ◎ 平成29年2月16日

長崎県交通局

長崎自動車（株）

長崎県央バス（株）

さいかい交通（株） 

佐世保市交通局

西肥自動車（株） 

島原鉄道（株）（バス）

長崎電気軌道（株）（路面電車） 平成20年3月20日

松浦鉄道（株）（鉄道） 平成23年3月12日

長崎 JR九州 SUGOCA ◎ 平成24年12月1日 新規対応エリアを設定(19駅）

熊本 熊本市交通局（路面電車） でんでんnimoca ◎ 平成26年3月28日

九州産交バス（株）

産交バス（株）

熊本電気鉄道（株）（バス・電車）

熊本バス（株）

熊本都市バス（株）

熊本・大分 JR九州 SUGOCA ◎ 平成24年12月1日 利用可能エリアを熊本(33駅）・大分(37駅）地区まで拡大

大分交通（株）

大分バス（株） ◎

亀の井バス（株）

日田バス（株）  nimoca ◎ 平成25年3月23日 日田市内循環バスで利用可

宮崎 宮崎交通（株）  nimoca ◎ 平成27年11月14日 旧カード「宮交バスカ」(H14.10.1導入)から切り替え。高速を除く全路線

宮崎 JR九州 SUGOCA ◎ 平成27年11月14日 宮崎駅を中心とした１２駅に導入

鹿児島市交通局(バス・路年電車・桜島フェリー)

南国交通（株）

ＪＲ九州バス（北薩線） 

いわさきコーポレーション（株） いわさきＩＣカード 平成17年4月1日

鹿児島 JR九州 SUGOCA ◎ 平成24年12月1日 新規対応エリアを設定（33駅）

鹿児島

平成22年12月26日
１．大分市内の路線バスを中心に開始
２．23年3月20日より別府・由布・佐伯地区へ拡大

・平成22年3月13日より、ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」を加えて相互利用開始。

・JR九州「SUGUCA」については、平成23年3月5日より、JR西日本「ICOCA」・JR東海「TOICA」と

相互利用を開始。
・平成25年3月23日より、PASMO,manaca,TOIKA,PiTaPa,ICOCA,Kitacaと相互利用開始。

・H27.12.15より、福岡市渡船の乗船券券売機で10カードの利用開始。(PITAPA除く)

　◎：全国相互利用可能　　○：片利用　　（平成29年2月17日現在）九州におけるＩＣカード乗車券導入状況

○ 平成27年4月1日

 長崎スマートカード 

平成14年1月21日
長崎市コミュニティバスも使用可能。

熊本地域振興ＩＣカード
 （くまモンのＩＣ ＣＡＲＤ）

平成17年4月1日

大分
 めじろんnimoca 

RapiCa 

・相互利用が可能。
・両カードともバス・路面電車・桜島フェリー利用可。

・いわさきICカードは高速船トッピー、垂水フェリー、ハイビスカ（鹿児島〜種子島〜屋久島）も利

用可。
※いわさきコーポレーション：鹿児島交通（株）、三州自動車（株）、いわさきバスネットワーク

（株）、種子島・屋久島交通（株）

長崎

熊本

・平成２７年８月７日から市電の利用可能。
・平成２８年３月２３日から片利用運用開始（全国１０種の相互利用型ＩＣ乗車
券が利用可能）



国土交通省
九州運輸局交通系ＩＣカードの九州地区への導入状況図基本方針Ａ

目標④
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「

昭和自動車
「nimoca」

ＪＲ九州
「SUGOCA」

西日本鉄道
「nimoca」

佐賀地区 北九州市交通局

「ひまわりバスカード」

福岡市交通局
「はやかけん」

ＪＲ九州
「SUGOCA」

西日本鉄道
「nimoca」

北九州高速鉄道
「monoSUGOCA）」

筑豊電気鉄道
「nimoca」

JR九州バス（直方線）
「nimoca」

福岡地区

大分交通
大分バス
亀の井バス
日田バス
「めじろんimoca」

大分地区

ＪＲ九州
「SUGOCA」

宮崎地区

宮崎交通
「nimoca 」

ＪＲ九州
「SUGOCA」

熊本地区

熊本交通局
「でんでんnimoca 」

九州産交バス
産交バス
熊本電気鉄道
熊本バス
熊本都市バス
「くまもんのICカー
ド 」

ＪＲ九州
「SUGOCA」

」

鹿児島市交通局
南国交通
JR九州バス（北薩
線）

「ラピカ」

いわさきコーポレー
ション
「いわさきICカード」

ＪＲ九州
「SUGOCA」

鹿児島地区

長崎自動車
さいかい交通
長崎県交通
長崎県央バス
西肥自動車
島原鉄道
佐世保市交通局
松浦鉄道
長崎電気軌道
「長崎スマートカー
ド」

ＪＲ九州
「SUGOCA」

長崎地区

○全国相互利用両可能
（10カード）

○地域独自カード
(ラピカといわさきICカード
は相互利用可)

○地域独自カード

○地域独自カード

○地域独自カード+片利用
（10カード利用可） 佐賀市交通局

「nimoca」



国土交通省
九州運輸局交通系ICカードの主要都市への導入状況図基本方針Ａ

目標④
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●交通系ICカードの全国相互利用サービス（平成25年3月23日開始）

ＪＲ北海道
（Kitaca）

PASMO協議会
(PASMO)

ＪＲ東日本
(Suica)

名古屋市
名古屋鉄道

（manaca)
ＪＲ東海

（TOICA)
ｽﾙｯとKANSAI協
議会

（PiTaPa)
ＪＲ西日本

（ＩＣＯＣＡ）
福岡市

（はやかけん）
西日本鉄道

（nimoca)
ＪＲ九州

(SUGOCA)

Odecaエリア
JR東日本（BRT)

くまもんの
IC CARDIエリア
熊本電気鉄道 他



国土交通省
九州運輸局交通の情報化
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バスロケーションシステム

バスロケーションシステムとは、ＧＰＳ等を用いてバスの位置
情報を収集し、バス停の表示板や携帯電話、スマートフォン、パ
ソコンに情報提供するシステムです。

これにより、渋滞や雨などの理由によりバスが遅れているとき
のバス待ちのイライラを解消できます。

災害時等公共交通機関別運行（航）情報システム
（九州のりものinfo.com)

本システムは、平成１４年度国土交通省総合政策局の「ＩＴを活用した
災害時等における公共交通機関別運行（航）情報提供の高度化実証
実験」で構築したシステム。平成１５年４月より運用開始。 平成１７年
７月に九州鉄道協会、九州バス協会、九州旅客船協会連合会の３者
で「九州のりものinfo.com運営協議会」を設立し、共同で運営を行ってい
る（事務局 九州バス協会）。 九州運輸局は協力。システムの保持運
営は、サーバ管理も含め西鉄情報システム㈱に委託。

事業者がパソコンや携帯電話から「のりものinfo.com」へ直接登録するこ
とで、パソコン・携帯電話・地上波デジタル放送を通じてリアルタイムに利

用者へ情報提供。

利用者

PC

鉄道事業者

バス事業者

フェリー等事業者

携帯等

運
行
情
報
入
力
（パ
ソ
コ
ン
携
帯
電
話
か
ら
の
入
力
）

利用者

地上波デジタル放送

運
行
情
報
提
供
（メ
ー
ル
に
よ
る
情
報
配
信
サ
ー
ビ
ス
）

公共機関

九州のりも
のinfo.com

運用イメージ

Ｗｅｂサー
バー

基本方針Ａ
目標④



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

基本的方針Ｂ.
成長と繁栄の基盤となる国際・地域間の

旅客交通・物流ネットワークの構築

国土交通省 九州運輸局

32



佐賀空港 6便⇒9便（H28）

長崎空港 5便⇒6便（H28）

・仁川（週3便）大韓航空
・上海（週2便）中国東方航空
・台北（週4便）チャイナエアライン
・香港（週5便）香港航空
・香港（週4便）香港エクスプレス H28.7.11就航

・仁川（週4便）アシアナ航空
・台北（週2便）チャイナエアライン
・香港（週2便）香港航空

北九州空港０便⇒13便(H28)

博多港

・釜山（週7便）関釜フェリー、釜関フェリー
・青島（週2便）ｵﾘｴﾝﾄﾌｪﾘｰ H27.12.27～運休

・仁川（週6便）ティーウェイ航空
・上海（週3便）春秋航空

・上海（週2便）中国東方航空
・仁川（週4便）エアソウル H28.10.18就航
・仁川 大韓航空 H25.3～運休
・仁川 ジンエア H27.10～運休

・高雄（週3便）チャイナエアライン
・仁川（週3便）アシアナ航空

H28.4.16～運休
・香港（週5便）香港航空

H28.4.15～運休

鹿児島空港 14便⇒18便（H28）
宮崎空港 8便⇒8便（H28）

大分空港4便⇒9便（H28）

・仁川(週3便) 大韓航空
・仁川（週4便）

ティーウェイ航空
・台中（週2便）

マンダリン航空（ﾁｬｰﾀｰ）
H28.9.15～H29.3.23まで

・釜山（毎日3～4便） JR九州、未来高速（ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ）
・釜山（週７便） カメリアライン（フェリー）
・釜山（週7便）大亜高速（高速船）H25.10.27～運休

・仁川（週49便）大韓航空、アシアナ航空
・仁川(週14便） ティーウェイ航空 H23.12.20就航
・仁川(週16便）チェジュ航空 H24.3.30就航
・仁川(週21便）ジンエアー H26.12.1就航
・仁川(週10便）イースター航空 H28.7.20就航
・釜山（週14便）大韓航空
・釜山(週27便）エアプサン H22.3.29就航
・釜山(週11便）チェジュ航空 H27.4.3就航
・大邱（週7便） エアプサン H28.9.1就航
・大邱（週11便） ティーウェイ航空 H28.9.1就航
・北京（週14便【大連経由・青島経由】）

中国東方航空、中国国際航空
・上海（週35便）

中国東方航空、中国国際航空、吉祥航空
・大連（週7便）中国国際航空
・青島（週7便）中国東方航空
・南京（週3便）中国東方航空
・武漢（週7便【上海経由】）中国東方航空
・成都（週3便【南京経由】）中国東方航空
・マカオ（週5便）マカオ航空 H28.3.25就航
・台北（週28便）エバー航空、チャイナエア、キャセイ
・台北（週5便）タイガーエア H28.1.28就航
・高雄（週5便）エバー航空
・香港（週14便）キャセイ航空、香港ドラゴン航空
・香港（週16便）香港エクスプレス H26.4.10就航
・シンガポール（週7便）シンガポール航空
・バンコク（週7便）タイ国際航空
・マニラ（週7便） フィリピン航空
・マニラ（週3便）セブパシフィック航空 H27.12.17就航
・ハノイ（週4便） ベトナム航空
・ホーチミン（週3便） ベトナム航空
・グアム（週7便） ユナイテッド航空
・ホ ノルル（週5便）デルタ航空
・ヘルシンキ（週3便）フィンランド航空 H28.5.8就航

H28.10.9まで H29.4.27より夏ダイヤにて運航再開予定
・アムステルダム H28.1.5～運休 KLMオランダ航空

・釜山（毎日2～4便） JR九州、未来高速（ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ）
・釜山（週7便）大亜高速（高速船）

※ 赤字はＬＣＣ

熊本空港 6便⇒3便（H28）

・大連（週２便）天津航空
H28.10.30就航

・釜山（週７便） ジンエアー
H28.12.1 就航

・仁川（週４便） ジンエアー
H28.12.13 就航

福岡空港

我が国の国際交通ネットワークの競争力強化基本方針Ｂ
目標①

九州の国際航空路線・旅客船航路 下関港（山口県）

厳原、比田勝港（対馬）
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港湾

製造拠点製造拠点
韓国

別のシャーシへの積替えが発生

日本

韓国シャーシ＋コンテナ 船舶専用シャーシ＋コンテナ 日本シャーシ＋コンテナ
港湾

港湾

製造拠点製造拠点
韓国 日本

港湾

これまで
の輸送

シャーシの
相互通行

積替え作業

ウィングシャーシ ウィングシャーシ ウィングシャーシ

シャーシの積替えなしで一貫輸送が可能

積替え作業

シャーシとは トレーラーの荷台部分

タイプＡ： コンテナ積載型シャーシ タイプＢ： コンテナ一体型シャーシ
（別名：ウィングシャーシ）

リード時間の短縮（７日→４日）

コンテナ

シャーシの相互通行とは

釜山港

下関港

ルノーサムソン
（自動車部品）

日産自九州
（完成車）

我が国の国際交通ネットワークの競争力強化

海陸一貫輸送による物流効率化(日中韓シャーシ相互通行)

基本方針Ｂ
目標①
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国土交通省
九州運輸局

九州新幹線（博多～鹿児島中央間）

・ 九州新幹線の輸送人員は、平成23年3月の全線開業を境
にして、約3倍に増加。

・ 平成27年度の輸送人員は13,648千人と前年度より548千
人増加するなど、全線開業後現在に至るまで、堅調に推移
している。

・ 九州を訪れる外国人観光客が増加していることと併せて、
九州新幹線を含むＪＲ九州全線乗り放題の「ＪＲ ＫＹＵＳＨＵ
ＲＡＩＬ ＰＡＳＳ」の売れ行きも堅調。

山陽新幹線（博多～小倉間）

・ 山陽新幹線（博多～小倉発着）の輸送人員についても、平
成23年3月の九州新幹線直通を機に、約20％増加。

・ 平成27年度の輸送人員は19,446千人と前年度より826千
人増加。

資料）九州運輸局「九州のうんゆ」

九州新幹線の輸送人員

地域間流動の拡大 (1)地域間交通ネットワーク(旅客)
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基本方針Ｂ
目標②

（千人）

（千人）



SUNQパスは、九州島内および山口県下関市周辺の高速
バス、および一般路線バスのほぼ全線と一部の船舶が乗り
放題となるフリーパスチケット。

○バス割引共通乗車券(SUNQパス)の概要

2005年3月 発売開始
2006年4月 SUNQパス全九州発売開始

（従来版はSUNQパス北部九州に名称変更）
2008年6月 利用可能範囲を下関地区・船舶（4航路）へ拡大

・運営主体 ＳＵＮＱパス運営委員会
・参画事業者数 ４９社
・路線数 約2,400路線（高速プラス一般道）
・券種 北部九州：3日間

全九州：3日間、4日間

地域間流動の拡大 (1)地域間交通ネットワーク(旅客)

●輸送機関別の旅客輸送人キロ（地域内及び地域間輸送）
のうち、バス利用の割合は、全国は約1割に満たないが、
九州では約2割強となっている。この理由として、九州は、
地形的に山間部が多いほか、岸線を入り込んで長く、離島
も多いなどの特徴を有しており、公共交通においてバスが
多くを担っているものと考えられる。

全 国

九 州

九州のバス輸送ネットワーク

輸送機関別の旅客輸送人キロ割合(平成26年度)
（地域内及び地域間輸送）

出典： 鉄道輸送統計年報（平成２６年度分）
自動車輸送統計年報（平成２６年度分）等

鉄道
53.8％

船舶
0.7％ バス

7.0％

鉄道
92.3％

船舶
5.3％

バス
24.3％

鉄道
70.4％

基本方針Ｂ
目標②

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

発売枚数 30,403 30,449 44,186 75,653

（うち、海外） 12,156 12,300 25,490 55,673

SUNQパス発売枚数の推移

旅客輸送人キロ（百万人キロ）

H25年度 H26年度

鉄道 414,387 413,970 

バス 30,737 31,384 

船舶 3,265 2,932 

旅客輸送人キロ（百万人キロ）

H25年度 H26年度

鉄道 11,901 11,846 

バス 4,051 4,084 

船舶 950 886 
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『サイト ＵＲＬ』 http://www.atbus-de.com/ あっとバスで検索
『運用開始』 2013年7月
『コンテンツ』 ・高速バス予約サイト 「ハイウエイドットコム」

・高速バス位置情報「Ｑバスサーチ」
・バス運行情報サイト「九州のりもの
info.com」

・九州バス乗り放題乗車券
「ＳＵＮＱパス」サイト

・九州内のイベント・観光情報 など

新高速バス予約サイト（システム）
サイト名 ハイウエイバスドッドコム

京王電鉄バス(株)運営
運用開始 2013年7月
サービス内容

楽バスの機能に加えＷＥＢ機能を大幅に拡充
・ＷＥＢ決済限定割引
・ＷＥＢ回数券
・ＷＥＢ上での座席指定（ＷＥＢ決済限定）
・ＷＥＢ上での便変更・払い戻し
・コンビニ予約
・スマートフォン専用サイト

「＠バスで」システム

地域間流動の拡大 (1)地域間交通ネットワーク(旅客)

九州のバス輸送ネットワークによる利便性
の高い情報提供

基本方針Ｂ
目標②

平成19年より、九州縦貫自動車道と九州横断自動車道が
交差する鳥栖JCTに近接する基山PAにて高速バスの乗り継
ぎが可能となった。

あわせて停車便数を増加させたことにより、直通便がない都
市へも移動が容易となった。

また、停留所において、バスの現在位置や空席情報など、高
速バスロケによる利用者への情報提供を充実させ、乗り継ぎ
に掛かる負担の軽減等利便性の向上を図っている。

※「高速基山」バス停停車便数の九州島内全高速バスに
占める割合 ８割

高速基山バス停乗り継ぎによる利便性向上
○

○

○
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今まで、公共交通機関の運行（航）情報は報道機関・自社ホームページ・電話応対などで事業者毎に様々な手段で情報配信を行っていたが、「のりもの
info.com」では、事業者がパソコンや携帯電話から「のりものinfo.com」へ直接登録することで、パソコン・携帯電話・地上波デジタル放送を通じてリアルタイム
に利用者へ情報提供。 また、九州管内交通事業者の運行状況が一目でわかる（運行（航）情報のポータルサイト）。

利用者

PC

鉄道事業者

バス事業者

フェリー等事業者

Imode
等

運
行
情
報
入
力
（パ
ソ
コ
ン
携
帯
電
話
か
ら
の
入
力
）

利用
者

地上波デジタル放送

運
行
情
報
提
供
（メ
ー
ル
に
よ
る
情
報
配
信
サ
ー
ビ
ス
）

公共機関

九州のりもの
info.com

運用イメージ

Ｗｅｂサーバー
（西鉄情報システ
ムに設置）

本システムは、平成１４年度国土交通省総合政策局の「ＩＴを活用した災害時等における公共交通機関別運行（航）情報提供
の高度化実証実験」で構築したシステム。平成１５年４月より運用開始。 平成１７年７月に九州鉄道協会、九州バス協会、九
州旅客船協会連合会の３者で「九州のりものinfo.com運営協議会」を設立し、共同で運営を行っている（事務局 九州バス協
会）。 九州運輸局は協力。システムの保持運営は、サーバ管理も含め西鉄情報システム㈱に委託。

災害時等公共交通機関別運行（航）情報システム（九州のりものinfo.com)

九州のりものinfo.com運営協議会

九州鉄道協会

九州バス協会

九州旅客船協会連合会

各バス事業者

各鉄道事業者

各船舶事業者

協力

九州運輸局

支援（運用サポート）

西鉄情報システム

地域間流動の拡大 (1)地域間交通ネットワーク(旅客)
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基本方針Ｂ
目標②



国土交通省
九州運輸局

■宮崎交通が運行する宮崎県内の一般路線
バス全線が１日乗り放題
（県外にまたがる特急バス・高速バス等
を除く）

■１枚 1,000円
■2015年11月6日より販売開始

JR KYUSHU
RAIL PASS

(Train)

SUNQ PASS
(Bus)

FUKUOKA TOURIST CITY PASS 
(Area Pass)

■ＪＲ九州の九州新幹線や特急列車等
が乗り放題。

■発売実績・・ 98,000枚(2013年度）
→246,000枚（2015年度）

■九州島内のほぼ全ての路線バス、
高速バス等が乗り放題。

■発売実績・・ 30,000枚（2013年度）
（うち外国人購入数：12,000枚）

→75,000枚（2015年度）
（うち外国人購入数：55,000枚）

■福岡市内の一定エリア内の公共交通5社
(鉄道、地下鉄、バス)が１日乗り放題。

■発売実績・・21,300枚（2013年度）
→70,000枚（2015年度）

北部九州版：３日 8,500円
５日 10,000円

全九州版： ３日 15,000円
５日 18,000円

北部九州版 ：３日 8,000円
全九州版 ：３日10,000円

４日14,000円

820円券
(福岡市内中心地)

1,340円券
(太宰府までの西鉄電車に乗車可)

VISIT  MIYAZAKI
BUS PASS (Area Pass)

39

基本方針Ｂ
目標②

地域間流動の拡大 (1)地域間交通ネットワーク(旅客)

外国人旅行者の公共交通機関利用促進（割引共通乗車券）



◆「物流総合効率化法」とは

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」（以下、物流総合効率化法）は、流通業務（輸送、保管、荷さばき及び流
通加工）を一体的に実施するとともに、輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化等の輸送の合理化により流通業務を効
率化し、物資の流通に伴う環境負荷の低減及び流通業務の省力化を図る事業に対して、その計画の認定、関連支援措置等を定
めた法律

納品先

荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

納品
先

特定流通
業務施設

輸送網の集約 輸配送の共同化

納
品
先

低積載率による個別納品

納
品
先

計画

高積載率な一括納品

工場

工場

モーダルシフト

納品先

長距離トラック輸送

納品先

計画

工場

工場

鉄道・船舶を活用した大量輸送

計画

◆物流効率化のイメージ（一例）

○ 省力化された効率的
な物流の実現

⇒潜在的輸送力を活用し、
多様なニーズに応える
効率化した物流を実現

○ トラックドライバー不
足の解消

⇒就業環境の改善等に
よる人材確保と併せ、
省力化により物流機
能を維持

○ CO₂排出量の大幅な
削減

⇒社会への貢献度の高
い物流の実現

○ 物流分野の労働力不足への対応を強力に推進し、流通業務の省力化を図るため、 平成２８年１０月１日に法改正を行い、
２以上の者の連携を前提に、多様な取組み へと対象を拡大。
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地域間流動の拡大 (2)地域間物流の効率化基本方針Ｂ
目標②



船舶管理会社
Ａ社（中小）Ｃ社（零細）

荷主・
オペレーター

造船会社

貨物・航路・各港特性の

情報収集と分析

輸送ニーズに適した

船員の配乗船舶を提供

予備船員の確保と配乗の効率化

安定した船員の雇用・配乗

少数による保守
管理・計画的な

ドック対応

計画的な代替建造

舶用品の共同
購入による

コストダウン

１トンの貨物を1km輸送したときのＣＯ２排出量

営業用貨物車

内航船舶

鉄 道

単位: G-CO2/トンキロ
出典：国土交通省ホームページより作成

Ｂ社（零細）

■ 船舶管理会社を活用したグループ化

○輸送機関別ＣＯ２排出量原単位（平成２６年度）

グループ内の全船舶や全船員を一括管理

○海上貨物輸送の競争力強化 : 船舶管理会社を活用したグループ化

モーダルシフトの推進

地域間流動の拡大 (2)地域間物流の効率化
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基本方針Ｂ
目標②

○モーダルシフト等推進事業（補助制度：平成28年度）

0 50 100 150 200

211

25
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地域間のヒト・モノの流動を拡大する（物流総合効率化法）基本方針Ｂ
目標②

多様な関係者の連携により物流ネットワーク全体の省力化･効率化をさらに進める枠組みが必要

支援措置支援措置
主務大臣による基本方針策定と「総合効率化計画」の認定主務大臣による基本方針策定と「総合効率化計画」の認定

改正前

モーダルシフト

地域内配送共同化

輸送機能と保管機能の連携

他社との混載や運行頻度の
改善等、各社それぞれで
行っていた輸送の共同化
により、過疎地域内の
ムダのない配送を実現

総合物流保管施設にトラック
営業所併設、予約システム導
入等の輸送円滑化措置を講じ
、待機時間のない
トラック輸送を実現

大量輸送が可能で
環境負荷の少ない
鉄道・船舶も活用
した輸送

二以上の者の連携を前提に、輸送の効率化や共同化、輸送と保管の連携など、様々な取
組みを対象にできるよう、枠組みを柔軟化大規模で高機能な倉庫が必須

対
象
を
拡
充
・再
編

総合効率化計画の作成（事業者）

改正内容

【例えば】

人口減少が見込まれ労働力不足が顕在化しつつある中、我が国産業の持続的成長と豊かな国民生活を支えていくことが、物流に強く求められている。

フェリーでトラック輸送をする際、ドライバーを乗船させず、トラックのみを輸送する（無人航走）

（Ａ事業者ドライバｰ） （Ｂ事業者ドライバｰ）

異業種の複数荷主が連携して必要な貨物量を確保し、貨物列車を運行

貨
物
駅

貨
物
駅

各社
倉庫

各社倉
庫

小売
A社

食品
B社

製薬
C社

飲料
D社

空
A社
貨物

A
社
倉
庫

B
社
倉
庫

店
舗

空B社
貨物

空
A社
貨物

店
舗

B社
貨物

A
社
倉
庫

B
社
倉
庫

A社トラック

A社トラック

B社トラック

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

宅配便事業者

貨客混載集落
の

中心
拠点

貨物輸送
の

「共同化」

周辺集落

過疎地等

共同集配

〇高速道路の
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ等の
主要交通インフ
ラに近接

〇トラック営業所又はトラック予約受付システムを導入した物流施設

（トラック予約受付システム）
トラックドライバーが、物流施設内の
作業状況を確認して、到着時間を
予約できるシステム

総合物流保管施設
トラック営業所

〇輸送、保管、荷さば
き、流通加工 を一体的

に行う総合的な物流施
設
（流通加工）

商品のラベル貼り、箱詰め、部
品等の 簡易な組み立て等

１．H28予算案
【一般会計：（３8百万円）】
○モーダルシフト等推進事業
・計画策定経費補助
・ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ等運行経費補助

【エネルギー対策特別会計（37億円）】
○物流分野におけるCO2削減対策促進事業
・シャーシ・コンテナ、共同輸配送用
車両等の購入補助

２．税制上の特例
※税制大綱において、物流総合効率化法の改正を前
提に
次の措置を講じることとされている。

① 輸送連携型倉庫の建物整備
（所得･法人税 ５年間 割増償却10％）
（固定資産・都市計画税 5年間
倉庫：1/2 付属設備：3/4）

② 旅客鉄道による貨物輸送
貨物用車両、貨物搬送装置

(固定資産税 ５年間 2/3 等）

４．中小企業者に対する支援
・中小企業信用保証協会による債務保証の
上限の引き上げ等

６．事業開始における手続簡素化
・新規路線での貨物鉄道の運行、
カーフェリーの航路新設の許可みなし
・自社貨物に加えて、他社の貨物の輸送も
請け負う場合のトラック事業の許可みなし
・過疎地等の地域内配送の共同化のための
軽トラック事業の届出みなし
・自家用倉庫を輸送連携型倉庫に改修して

他業者に供用する際の倉庫業の登録みなし

等

３.立地規制に関する配慮
･市街化調整区域の開発許可の配慮等

５．食品生産業者等に対する支援
・食品流通構造改善促進機構による債務保証
等
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カテゴリーⅢ 4施設
カテゴリーⅡ 27施設
カテゴリーⅠ 60施設
パートナー 9施設
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観光施策との連携 (1)交通施設の多言語対応・LAN環境整備

交通機関や観光地での多言語対応・コミュニケーション課題

人的媒介
(人的

コミュニケーション)

機器・設備対応
(IT・自動化)

<地域>
情報
手法

○通訳ガイド
・通訳案内士(全国)
・地域限定通訳案内士

(長崎県)
・特例通訳案内士

(九州アジア観光
アイランド総合特区)

○ボランティアガイド
○コールセンター
○観光案内所

○ウェブサイト
○Wi-Fi環境・携帯端末

○IT技術活用
・自動翻訳・通訳
・GPSによる着地情報

○案内板・標識
○パンフ・マップ等紙媒体

<旅行者>
情報
ニーズ

・行程の
設計管理

・観光資源
の体験

<主体>
☆アジア言語圏旅行者の増加(韓・中・タイ等)
☆個人旅行(FIT)の増加

・団体貸切バス行程から、個人が自由に行程設計

<行程・行動>
☆地方部訪問への潜在需要 →九州の追い風
☆専門テーマ型観光(秋葉原、富士山) →九州では?

<情報手段>
☆総合ガイドブックは、FITの根強い必需品。

→ ウェブで実用情報を補完 (二次交通時刻表等)

〔佐賀県コールセンターの例〕

(出典)「訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた
九州ブロック連絡会」第1回資料(平成27年3月25日)

基本方針Ｂ
目標③

■外国人旅行者が旅行中に困ったこと

出典：無料公衆無線LAN整備促進協議会第3回幹事会（平成28年1月12日開催）資料

JNTO認定外国人
観光案内所の
シンボルマーク

管内のJNTO認定外国人観光案内所
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観光施策との連携 (1)交通施設の多言語対応・LAN環境整備

無料公衆無線LAN環境整備と周知・広報

訪日外国人旅行者が快適に利用できる無料公衆無線LAN環境の整備を促進するため、総務省、官公庁が連携して、自治体、
関係事業者等から構成される協議会を平成26年8月に設立。協議会に設置された周知・広報PTでは、訪日外国人が利用でき
る無料公衆無線LANスポットの視認性を高めるため、共通シンボルマーク「Japan. Free Wi-Fi」の導入を進めている。

無料公衆無線LAN整備促進協議会（平成26年8月29日設立 事務局：総務省・観光庁）

出典：無料公衆無線LAN整備促進協議会第3回幹事会（平成28年1月12日開催）資料

基本方針Ｂ
目標③

○ 「観光立国実現に向けたアクション･プログラム」に基づき、訪日外国人旅行者数2000万人を目指すには、外国人が一人歩きでき
る環境の整備が重要である。

○ 総務省と観光庁が協力して、無料公衆無線LAN環境の整備のための体制作りを行うため、平成26年8月末に関係者を集めた協議
会体制を構築し、整備促進、周知、広報、利用手続きの簡素化にかかる取組を推進している。

協議会の活動内容＜３つのプロジェクトチーム（PT）により取組推進＞

① 整備促進ＰＴ
・大手通信事業者（ＮＴＴ・ＫＤＤＩ・ＳＢ）がサポートする訪日外国人旅
行者向けの無料公衆無線LANスポット数が、全国約７０万以上の
スポットで所定の手続きを行うことにより利用可能となっている。

② 周知･広報ＰＴ
・外国人旅行者が無料公衆無線LANスポットの利用場所がわかりに
くいとういう課題を解決するため、平成27年2月から共通シンボル
マーク（Japan.free Wi-Fi」）を創設し、4月からウェブサイトを開設し
て登録申請の仕組みを整備。

・協議会メンバーを中心に登録申請を働きかけ、約4.2万件が登録さ
れている状況。

③ 認証連携ＰＴ
・無料公衆無線LANの利用開始手続き等の簡素化・一元化等にか
かる実証実験を実施。

共通シンボルマーク



外国クルーズ船の九州への寄港実績
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１．クルーズ船の寄港回数
2016年の九州（下関港を含む）への寄港回数は、814回（外国船715回、日本船99回）となった。(2014年：315回）
過去最高となった2015年から、対前年比141.3％（外国船143.9％、日本船125.3％）の伸びとなり、過去最高を更新した。

２．20１6年のクルーズ船寄港の概況
2016年の寄港回数は、2014年からの上昇傾向が継続し、2016年の全ての月で2015年を上回る(8月は同数)寄港回数を記録した。
中国発着のクルーズ船が170回寄港したことに加え、大手の欧米船社が中国発着クルーズへの配船を増やすなど中国の旺盛なクルーズ需要
が過去最高の更新に大きく貢献した。
一方、日本籍船による寄港回数も、2014年82回、2015年79回と2015年は減少したものの、2016年は99回と増加に転じた。

観光施策との連携 (2)外航クルーズ客船の誘致基本方針Ｂ
目標③

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

全体 151 56 228 83 233 497 715
博多港 61 26 85 19 99 245 312
長崎港 39 17 72 35 70 128 190
鹿児島港 45 8 27 16 29 51 80
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韓国のクルーズ船が
運航開始、年間99回
寄港

東日本大震災

中国のクルー
ズ船が運航開
始、年間60回
寄港

日中関係の悪化、
韓国船社の運休
など

中国のクルー
ズ船が年間
160回寄港

欧米船社がアジア
配船を活発化

※2016年は速報値

外国クルーズ船寄港回数の推移

順位
２０１４年

２０１６年
（速報値）

港湾名 回数 港湾名 回数

1 博 多 99 博 多 312

2 長 崎 70 長 崎 190

3 石 垣 69 那 覇 183

4 那 覇 68 石 垣 91

5 横 浜 48 平 良 84

6 神 戸 32 鹿児島 80

7 小 樽 31 佐世保 62

8 鹿児島 29 横 浜 41

9 函 館 27 広 島 34

10 釧 路 21 神 戸 32

外国クルーズ船寄港回数
（全国上位10港）



基本方針Ｂ
目標③ 観光施策との連携 (2)外航クルーズ客船の誘致

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

クルーズ船寄港地における上質な着地型観光の実現に向けた調査

外航クルーズ船の九州への寄港回数は 年々増加傾向にあり、多数の寄港地観光にかかる貸切バスが市内商業施設等のツアーコースを巡ることになる。

①寄港地における着地型観光において、特定商業施設等に貸切バスが集中し、交通渋滞や路上駐車の増加により市民生活へ影響を及ぼしている。
②渋滞緩和には、着地型観光ツアーの分散化が必要不可欠であるが、買い物需要が停滞気味にあり、これまでのようなショッピングを中心としたツアーからの脱却

が必要不可欠である。
③しかしながら、新たな着地型観光コースの造成には、中国においてクルーズ商品の造成・募集がどのように行われているのか把握し、更には、現在のクルーズ

ツアーにおいて、中国人旅行者の行動を細かく把握・分析したうえで、中国人旅行者が望む観光地等を組み込む必要がある。

現在のクルーズツアーの仕組みや課題を把握するとともに、中国人旅行者の行動調査・満足度調査を行うとともに、寄港地における観光素材について受入環境整
備の検証を行い、それら調査・検証結果を踏まえ、満足度の高い着地型観光ツアーのモデルコースを作成し、船社、中国側旅行社等へ提供することで、ツアーの
分散化を図り、ひいては交通渋滞緩和の緩和を図る。

背 景

問題点

解決策

成果

①クルーズ商品及び着地型ツアーの造成・販売にか
かる仕組みについて把握

②新たな着地型観光ツアー造成の促進
③着地型観光ツアーが商品化されることで、分散化に

繋がり、市内での貸切バスの渋滞緩和に寄与する
ことが期待出来る｡

その結果

交通渋滞の惹起

事業概要
①主要寄港地（博多港・長崎港・八代港・鹿児島港）別の着地型観光の現状把握や課題

抽出のため、中国旅行社、日本側ランドオペレーター、免税店等に対するヒアリング
②クルーズ船の乗船から寄港地観光、下船に至るまでの行動調査
③日本をはじめ東南アジア向けクルーズの中国人旅行者に対する満足度調査
④寄港地近郊の着地型観光ツアー向け観光素材の受入環境整備の検証
⑤各寄港地における着地型観光モデルコースを作成し、中国旅行社等に提供

博多港

商業施設

観光地 観光地

港湾名 2015年 2016年

博多港 245回 312回

長崎港 １28回 190回

鹿児島港 51 80回

八代港 １0回 10回

九州への外航クルーズ船寄港回数
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成果

①クルーズ商品及び着地型ツアーの造成・販売にか
かる仕組みについて把握

②新たな着地型観光ツアー造成の促進
③着地型観光ツアーが商品化されることで、分散化に

繋がり、市内での貸切バスの渋滞緩和に寄与する
ことが期待出来る｡
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基本方針Ｂ
目標③ 観光施策との連携 (2)外航クルーズ客船の誘致

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業

平成28年の九州へのクルーズ船の寄港回数は、博多港が全国一の312回、長崎港が2位の190回と過去最高を記録し、今後も更なる寄港
増が見込まれている。このうち約8割以上が中国からのクルーズであり、客船の大型化も進んでいる。

貸切バスが増加し、市内中心部の駐停車スペースが不足することにより乗降場所での長時間駐車や路上駐車による交通渋滞等が発
生し、市民生活にも支障を来している。

こうした問題を解消するため、待機場から目的地の乗降場へ無線等を活用し貸切バスを誘導するショットガン方式による実証実験を実施。

背 景

問 題 点

解 決 策

博多港及び長崎港におけるクルーズ貸切バス路上混雑解消に向けた「ショットガン」方式による実証実験

クルーズ客船入港隻数

主な調査内容
（１）市内の路上混雑発生地区における路上混雑状況の現状調査
（２）バス待機場と乗降場間とのショットガン方式による実証実験の実施
（３）実証実験の効果測定 等

（回）

その結果・・・・

市内の貸切バス車両が増加
貸切バスの駐停車スペースの不足等の理由から乗降場
所での長時間駐車や路上駐車による交通渋滞等が発生
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外国人旅行者のレンタカー活用ドライブ旅行促進

○レンタカーの活用に特化した九州ドライブマップを作成し、海外での商談会、海外現地の旅行代理店、九州内
の各空港レンタカー店、観光案内所等に配布。

○安全性・利便性向上の観点から九州ドライブマニュアルを作成し、レンタカー貸渡時に活用。

訪日外国人向け「九州ドライブマップ」及び「九州ドライブマニュアル」の作成

「Let’s KYUSHU Drive」キャンペーン実施

○平成２６年から秋季に実施（主催：九州運輸局 他）
○期間中は海外でのドライブセミナーやレンタカー利用者向けのクーポンブックの

配布など集中的なＰＲを展開。
○ＮＥＸＣＯ西日本より九州内の高速道路を定額で何回でも利用できる「Kyushu

Expressway Pass」を販売。
（キャンペーン期間限定の販売だったものが、平成２８年９月から通年販売となった。)

交通ルールの紹介ドライブモデルルート紹介

＜記載内容＞（英語・繁体字・韓国語）
ドライブマップ（Ｂ２版両面）

・ドライブモデルルート紹介
・「道の駅」所在地
・「外国人観光案内所」所在地 等

ドライブマニュアル（Ａ４版32ページ）
・レンタカーの借り方
・道路交通法等日本の交通ルール
・トラブル時の対応
・高速道路やＧＳの利用方法 等

Kyushu Expressway Pass（KEP）の概要

・3,500円（2日間）～11,500円（10日間）の定額料金で、何回でも九州内の高速道路が利用できる訪日外国人向け割引パス。 48

観光施策との連携 (3)外国人旅行者の受入環境整備基本方針Ｂ
目標③

シンガポールでの
ドライブセミナー



九州ドライブキャンペーンの結果(2015年10月～12月)
１．全体結果
○利用件数は九州全体で8248件で、2014年と比較しキャンペーン

期間中の一日あたりの平均利用台数は2.2倍に増加。
○総利用件数の内、ＫＥＰ利用は約7割。（68.3%）
○借受地の大半は福岡県。（88％）

２．国・地域別分析
○レンタカーの利用件数は韓国（45.3％）香港（33.2％）で

全体の約8割を占める。
○香港の増加率が最大で2014年と比較し一日あたりの平均利用台数

が3.3倍
○平均利用期間は4.9日。最大はシンガポールの6.5日。
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※発店県が不明な者は集計から除く
国籍別内訳

観光施策との連携 (3)外国人旅行者の受入環境整備基本方針Ｂ
目標③
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福岡空港周辺のレンタカー営業所における外国人レンタカー利用件数の推移

県別レンタカー貸渡状況

N=8,248

平均
4.9日

参考

キャンペーン開始後、年を追う毎にレンタカー利用件
数は増加。

平成26・27年度におけるキャンペーン中の利用件数比較

年度
件数
（件）

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ日数
（日）

日数平均
（件/日）

増加率
（倍）

26 2,821 92 30.7 
2.2 

27 8,248 122 67.6 

店舗数 発地件数 構成比

26年 27年 26年 27年 26年 27年

福岡県 29 37 2,257 7,218 80% 88%

佐賀県 7 11 67 153 2% 2%

長崎県 9 14 184 63 7% 1%

熊本県 9 15 89 249 3% 3%

大分県 11 12 83 173 3% 2%

宮崎県 6 12 54 115 2% 1%

鹿児島県 9 15 87 270 3% 3%

合計 80 116 2,821 8,241 100% 100%
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観光施策との連携 (3)外国人旅行者の受入環境整備

「道の駅」を活用した外国人観光案内所の整備
国土交通省は、地域活性化の拠点を形成する「道の駅」の取組を応援するため、重点「道の駅」制度を創設。

九州では、平成２９年１月現在、重点「道の駅」として７駅、重点「道の駅」候補として２駅が選定されている。
これらの「道の駅」は圏内の情報発信拠点として外国人観光客向けの観光情報の案内所機能も期待されている。

基本方針Ｂ
目標③

○平成28年1月選定
・熊本県阿蘇市 道の駅「阿蘇」 【地方移住等促進】（JNTO観光案内所に認定、カテⅡ）
・福岡県八女市 道の駅「たちばな」 【地域福祉】
・宮崎県延岡市 道の駅「北川はゆま」 【交通結節点】
・長崎県東彼杵町 道の駅「彼杵の荘」 【地域福祉】

○平成27年1月選定
・福岡県うきは市 道の駅「うきは」 【地域福祉】 （JNTO観光案内所に認定、カテⅠ）
・佐賀県鹿島市 道の駅「鹿島」 【観光総合案内】 （JNTO観光案内所に認定、カテⅠ）
・熊本県小国町 道の駅「小国」 【地域移住等促進】

・熊本県和水町 道の駅「きくすい」
・鹿児島県奄美市 道の駅「奄美大島住用」

福岡県八女市
「たちばな」

熊本県阿蘇市
「阿蘇」

宮崎県延岡市「北
川はゆま」

長崎県東彼杵町
「彼杵の荘」

＜主な取組内容＞
【産業振興】 地域の特産品を活かした産業振興
【地方福祉】 地域の高齢化等に対応した住民サービスを提供

【交通結節点】 公共交通の結節点、地域住民に交通サービスを提供

【防災】 災害時に高度な防災機能を発揮

【観光総合窓口】 地域の観光総合窓口
【インバウンド】 インバウンド観光を促進
【地方移住等促進】 地方移住･ふるさと納税推進
【交流･連携】 地域間の交流･連携促進

重点「道の駅」 地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点支援
で効果的な取組が期待できるもの国土交通大臣指定

地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、地域での意欲的
な取組が期待できるもの

重点「道の駅」候補

地方整備局長等選定

※上記以外に、以下6箇所の道の駅及び19箇所の高速サービスエリア、パーキングエリアがJNTO観光案内所がカテゴリーⅠに認定
①道の駅「樋脇」（鹿児島県薩摩川内市）、②道の駅「生月大橋」（長崎県平戸市）、③道の駅「くにさき くにさき観光案内所」（大分県国東市）、④道の駅「なかつ」
（大分県中津市）、⑤道の駅「むなかた（カテP）」（福岡県宗像市）、⑥道の駅「長崎街道鈴田峠」（長崎県大村市）（2017年1月31日現在）



観光施策との連携 (3)外国人旅行者の受入環境整備基本方針Ｂ
目標③

訪日外国人旅行者が鉄道等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、日本の優れた宅配サービスを
活用し、空港・ 駅・商業施設等で荷物の一時預かり、空港・駅・ホテル・海外の自宅等へ荷物を配送する「手
ぶら観光」を促進中。

○訪日外国人旅行者が大きな荷物を持って移動する負担の軽減
○観光地におけるコインロッカーや移動交通機関における荷物置き場等の不足への対応
○安全で確実な日本の優れた宅配サービスを世界へアピール

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催までに、訪日外国人旅行者が「手ぶら観光」出来る環境整備を実現！

宅配サービス等を活用し、スーツケースや免税店等で購入した
お土産品等を

・空港・駅・商業施設等の宅配カウンターで一時預かり
・次の目的地の空港・駅・ホテル・海外の自宅等へ配送

効果

観光
買物 etc…

手ぶら観光のイメージ

世界最高水準の宅配サービスでのおもてなし

コインロッカーや列車内荷物置き場不足の解消

国内旅行の快適性・利便性向上

訪日リピーターの増加

消費拡大

手ぶら

重いし、かさばる
し、もう動きたくな
い！

手ぶら観光サービスの概要

現状

活用後

観光
買物 etc

快適な
日本観光！
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観光施策との連携 (3)外国人旅行者の受入環境整備基本方針Ｂ
目標③

対2014年比 4.1倍 対2014年比 5.8倍

九州７県全国

【制度拡充第1弾／2014年10 月1日】 対象品目を全商品に拡大（消耗品が免税対象となる）

【制度拡充第２弾／2015年 ４月1日】 免税手続一括カウンター、港湾臨時販売場届出制度の導入

【制度拡充第３弾／2016年 5月1日】 一般物品及び消耗品の免税対象金額が、５千円以上に引き下げ

【九州の免税店数の推移】

店 舗 数

増加数 対2014年比2014
10.1

2015
4.1

2015
10.1

2016
4.1

2016
10.1

福 岡 507 1,011 1,637 1,923 2,194 1,687 4.3 

佐 賀 37 84 142 179 192 155 5.2 

長 崎 43 43 291 378 412 369 9.6 

熊 本 24 99 264 338 351 327 14.6 

大 分 22 93 231 292 308 286 14.0 

宮 崎 15 68 127 149 162 147 10.8 

鹿児島 36 171 293 347 357 321 9.9 

合 計 684 1,693 2,985 3,606 3,976 3,292 5.8 



○ 特に地方部や公営観光施設では、クレジットカードを利用
できる店舗が少ない。

○ クレジット決済のIC対応率が17％と低い状況。

◯ 都市・地方銀行を中心に、海外発行カードで現金引出し
できない状況。

（出所）
「クレジットカード取引に
おけるセキュリティ対策
の強化に向けて」

(平成28年4月
経済産業省)
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(出所)
「観光立国実現に向けた クレジットカード
業界と しての取り組み」報告書 （平成26年
12月 日本 クレジットカード協会）

店舗数ベー
ス売上高ベース

キャッシュレス環境の現在の状況
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基本方針Ｂ
目標③ 観光施策との連携 (3)外国人旅行者の受入環境整備



キャッシュレス環境の飛躍的改善に向けて今後の対応

現在地や観光スポット周辺のATMの検索が可能

○ ３メガバンクの海外発行カード対応ATM整備について、
大幅な前倒しを要請(2018年中にその大半を設置)

○ 2020年までに、外国人が訪れる主要な商業施設、宿泊施設
及び観光スポットにおいて、「100％のクレジットカード決済
対応」及び「100％の決済端末の IC 対応」を実現

観光施策との連携 (3)外国人旅行者の受入環境整備

磁気ストライプ
対応端末

IC対応端末
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基本方針Ｂ
目標③



国土交通省
九州運輸局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

基本的方針Ｃ.
持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり

国土交通省 九州運輸局
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国土交通省
九州運輸局鉄道施設の耐震対策

○支援制度の概要

【予算措置】

◇補助事業者 ： 鉄道事業者又は軌道経営者（JR本州３社を除く）
◇補助率 ： 国１／３、地方１／３
◇補助対象

【駅】
○乗降客１日１万人以上の高架ターミナル駅
○首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等における、乗降客１日１万人以上の駅（地平駅除く）
【高架橋・橋りょう】
○首都直下地震・南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等における、

・緊急輸送道路等と交差・並行する高架橋等
・片道断面輸送量１日１万人以上の路線であって、ピーク１時間あたりの片道列車本数１０本以上の路線又は空港アクセス線の高架橋等

【税制優遇措置】

◇耐震補強により新たに取得した鉄道施設について、固定資産税の課税標準を５年間２／３に軽減。
◇平成２９年３月３１日まで（期限を２年間延長）。

阪神・淡路大震災及び東日本大震災を踏まえ、また、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっている首都直下地震・南
海トラフ地震等に備えて、より多くの鉄道利用者の安全確保や、一時避難場所や緊急輸送道路の確保等の公共的機能も考
慮し、主要駅や高架橋等の耐震対策を一層推進。

鉄骨ブレース
【橋りょうの補強】

緊急輸送道路

鉄道橋りょう
橋けた

橋脚・橋台

拡幅

けた受け

【高架橋の補強】【橋上駅の補強】
鋼板巻き

基本方針Ｃ
目標①
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国土交通省
九州運輸局

車両の更新軌道改良 法面固定 ＡＴＳ

安全な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備整備
等に支援を行う。１８

地域公共交通確保維持改善事業（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）

「地域鉄道事業者の安全性の向上」に係る支援の概要

１．補助対象事業者 鉄軌道事業者

２．補 助 率 国 ：１／３

３．補助対象設備 レール、マクラギ、落石等防止設備、ＡＴＳ、列車無線設備、
防風設備、橋りょう、トンネル、車両 等

協議会（都道府県、市町村又は事業ごと）において、事業の目的・内容・効果、費用負担、事業内容と事業主体等を記載し
た生活交通ネットワーク計画を策定し、国（運輸局）へ提出。

※当該計画は、バリア解消促進等事業のみの計画として作成することも可。
協議会が策定した生活交通ネットワーク計画に位置付けのある事業について、当該事業を実施する事業者が国（運輸局）
へ補助申請。交付決定、事業実施を経て事業実績の報告の後、国から事業者に対し補助金交付。

支援スキーム

基本方針Ｃ
目標①
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国土交通省
九州運輸局

鉄道事業者の約８割が開業後70年以上経過しており、橋りょうやトンネルなどの構造物の平均年齢は税法上の法定耐用年数を超える状況
にあることから、今後、鉄道施設が適切に維持管理されない場合には、そのコストが増大することが見込まれる。

このような状況を踏まえ、初期費用はかかるものの施設を長寿命化し、ライフサイクルコストの低減に資する戦略的な維持管理・更新を推進
するため、施設の長寿命化に資する改良に対する補助を平成26年度から行っているところ。

また、通常の補修では対応できない段階まで劣化が進んだ橋りょう、トンネル等の施設について、通常の補修を超えた規模の大きい改良に
対する補助も行っている。

20000 15000 10000 5000 0
100
80
65
50
35
20
5

橋りょう平均年齢：56年

トンネル平均年齢：62年
800 600 400 200 0

100
85
75
65
55
45
35
25
15
5

（年）（橋）

（本）
（年）

鉄道施設のストックピラミッド

橋りょう、トンネルの平均年齢は
50年以上

法定耐用年数：60年（鉄筋コンクリ造）

法定耐用年数：50年（鉄筋コンクリ造）

・補助対象事業者 ： 鉄道事業及び全事業において、直近３ヵ年の各年度が営業
損失若しくは経常損失となっている地方の鉄道事業者（ＪＲ本
州３社、大手民鉄、準大手民鉄、公営を除く全鉄道事業者）

・補 助 率 ： 国：１／３、地方公共団体：１／３

・補助対象施設 ： 長寿命化に資する施設の改良

橋りょう・トンネルの長寿命化に資する改良事例

支承部腐食

橋脚基礎の洗掘

塗膜劣化

覆工コンクリートの劣化・剥落

クラックの発生

重防食塗装

繊維シート貼付

鉄道施設の戦略的維持管理・更新の推進

・補助対象事業者 ： 第三セクター

・補 助 率 ： 国 １／３、関係地方公共団体 １／３

・補助対象施設 ： 長期かつ大規模な改修を要する橋りょう、トンネル等の
鉄道施設

鉄道施設総合安全対策事業費補助（老朽化対策） 鉄道施設安全対策事業費補助金(戦略的維持管理･更新)

コンクリート吹付工

基本方針Ｃ
目標①

鋼製支保工
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国土交通省
九州運輸局

H15.7
福岡市交通局（博多駅）

大雨による御笠川の氾濫
（1日間運休、約10万人に影響）

H25.9
京都市交通局

（御陵駅及びトンネル）

台風18号による安祥寺川の氾濫
（4日間運休、約45万人に影響）

みささぎ

あんしょうじ

みかさ

洪水ハザードマップ 津波ハザードマップ

内水ハザードマップ 高潮ハザードマップ

所在する都道府県及び市町村

地下駅出入口

トンネル坑口・トンネル内

止水板

防水ゲート整備

ﾄﾝﾈﾙ内防水ゲート

防水扉

各種ハザードマップ等において浸水被害が想定される箇
所への浸水対策設備設置に対し支援を実施

大都市圏では地下駅等の地下空間が数多く存在し、豪雨等による河川の氾濫や大地震に伴う津波等が発生すれば深刻な浸水
被害が懸念されるため、各自治体の定めるハザードマップ等により、浸水被害が想定される地下駅等（出入口、トンネル等）の中
で、早期に対策が必要な箇所の防水扉や止水板等の浸水対策を推進し、防災・減災対策の強化を図る。

地下駅を有する鉄道の浸水対策

洪水ハザードマップ（荒川区）

H12.9
名古屋市交通局（平安通駅他）

台風14号（東海豪雨）による新川の氾濫
（2日間運休、約47万人に影響）

しん

へいあんどおり

○主な浸水対策設備

地下駅を有する鉄道の浸水対策基本方針Ｃ
目標①
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国土交通省
九州運輸局東日本大震災の被害及び津波防災対策の必要基本方針Ｃ

目標①
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国土交通省
九州運輸局南海トラフにおける最大クラスの津波高基本方針Ｃ

目標①
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国土交通省
九州運輸局南海トラフにおける最大クラスの津波高基本方針Ｃ

目標①
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国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局支援物資輸送の円滑化に向けた支援体制の確立

自治体は、物資拠点における保管・仕分け業務や在庫管理のマネジメント、一次的
な物資拠点から二次的・三次的な物資拠点あるいは避難所までの効率的な輸送
を、計画的に手際よく行うことが不可欠

そのためには、物流のプロであり、豊富な経験とノウハウを有する物流団体（県倉庫協
会、県トラック協会）と、あらかじめ保管や輸送等に関する協定を締結し、連携・協力
体制を確立しておくことが最も効果的

円滑な支援物資輸送のためには迅速・的確な保管・輸送体制の確保が最重要

物流団体との協定の締結による連携・協力体制の確立が必要不可欠

さらに、協定の中に「物流専門家」の派
遣を要請できる規定を設けることによ
り、災害発生初動時から、直接的な支援
や協力が可能に

「物流専門家」による直接支援が最も効果的

体制強化に向けた九州運輸局の取組み

九州各県に対して、物流団体（県倉庫協
会、県トラック協会）との協定の締結や拡充
（物流専門家の派遣規定の追加等）の働き
かけを実施中

倉庫協会
との協定

トラック協会
との協定

福岡県 締結済（※） 締結済

佐賀県 締結予定（※） 締結済

長崎県 締結済（※） 締結済

熊本県 調整中 締結済（※）

大分県 締結済（※） 締結済（※）

宮崎県 締結済（※） 締結済（※）

鹿児島県 締結済（※） 締結済

（※）は、「物流専門家」の派遣規定あり

■九州各県における輸送・保管に関する協定の締結状況

基本方針Ｃ
目標①
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国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局平成２８年熊本地震における物資拠点の状況

マンパワーの不足、物流専門家の不在等により、支援物資
の仕分け・搬出が非効率に行われ、物資が滞留している状
況

・熊本県と熊本県トラック協会が締結している「災害発生時
における物資の緊急輸送等にかかる協定」に基づく、物流
専門家の派遣やフォークリフト等荷役機材の確保
・自衛隊の協力（要員及び車両の配備）
・ボランティアの活用
・他の自治体からの職員の派遣

マンパワー、配送機材の充実、増強、物流専門家の配置に
よる仕分け効率化により、円滑な物資輸送が実現

地震発生当初の混乱

荷役効率の改善

その後の状況（円滑な輸送）

熊本県民総合運動公園陸上競技場
（ＫＫウイング）の事例

基本方針Ｃ
目標①
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国土交通省
九州運輸局

国土交通省
九州運輸局広域的な支援物資物流システムの構築に関する協議会の開催

南海トラフ巨大地震等の大規模災害時に備えた支援物資物流の対応として、中国、四国、九州の広域において、鉄道、内航海運、
トラックなど多様な輸送機関が、状況に応じて円滑に連携・連結することにより、支援物資輸送を迅速かつ円滑に行うためのシステ
ムの構築を検討するため「大規模災害時の多様な輸送手段を活用した支援物資物流システムの構築に関する協議会」を開催す
る。

被災地に十分な支援物資が供給されるためには、国によ
る物資輸送のみならず、周辺応援県や全国の都道府県か
らの迅速な物資輸送が重要となるが、現状において、支援
物資輸送に関する地方自治体の応援体制については、十
分なものとなっていない。

中国、四国、九州の各運輸局では多様な輸送モード（鉄
道、内航海運、トラック、航空）の活用による支援物資物流
システム及び災害発生時の相互応援体制の構築を図る観
点から、有識者、自治体、物流事業者団体等で構成される
協議会を開催する。

被災県、応援県及び物流事業者等の関係者による調整事
項・共有情報の整理や連携体制の整備に向けた取組みと
して次の事項の整理を行う。

■協議会の構成
・学識経験者
・地方公共団体（九州、中国、四国各県の危機管理・防災担当部署）
・物流関係団体（九州、中国、四国の物流関係ブロック団体）
・日本貨物鉄道株式会社
・国土交通省（九州、中国、四国の各地方運輸局）

■協議会のスケジュール
・第１回検討会 平成28年 9月27日
・情報伝達訓練 平成28年12月18日
・第２回検討会 平成29年 2月13日

１．多様な輸送モードを活用した支援物資物流の現状
２．主要結節点の施設情報リストの作成
３．多様な輸送モードを活用した支援物資輸送のケーススタディ
４．情報伝達訓練
５．支援物資物流システムの構築に向けた課題と対応策

基本方針Ｃ
目標①
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国土交通省
九州運輸局

運輸安全マネジメント制度

国土交通省の運輸安全マネジメント評価

① 安全方針の策定・周知
② 安全重点施策の策定、見直し
③ コミュニケーションの確保

評価

運輸事業者において、経営トップのリーダーシップの下、

安全管理規程の作成及び、安全統括管理者の選任を義務付け
る等安全管理体制の構築・改善を推進

本省・地方運輸局の評価チームが事業者に赴き、輸
送の安全に関する取組状況を確認し、
継続的改善に向けてプラス評価や助言を実施。

④ 事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用
⑤ 教育・訓練の実施
⑥ 内部監査の実施 等 （１４項目）

運輸安全マネジメント評価 保 安 監 査

事業者の経営トップ等経営部門に対するインタビュー
等を通じた予防安全型の支援制度

事業者の現場における業務実施状況のチェックを通じ
た事後監督制度

【主な特徴】 【主な特徴】

○事業者の安全管理体制の構築・改善の状況等を確認し評
価・助言（自らのやる気喚起型）

○経営トップの主体的関与の下での自律的な安全管理体制の
構築・改善（スパイラルアップ）を期待

○自主的な取組の促進を期待（結果に強制力なし）

○漢方薬のように中長期的に効果が発現することを期待（体質
改善）

○事業者の法令、命令事項等に対する遵守状況等を確認し改
善命令（是正型）

○現場における施設や取組内容等の法令等への適合を意図
○改善命令等による改善を意図

○外科療法や風邪薬のように短期的に効果が発現することを
意図（即効性）

相
互
補
完
的
に
密
接
に
作
用

○過去の運輸事業における重大事故の教訓から、各運輸事業者が経営トップのリーダーシップの下、会社全体が一体となった
安全管理体制の構築や安全に関する取組について、ＰＤＣＡサイクルを意識したスパイラルアップを図っていくことが重要。

○このため、陸・海・空の各事業法を改正し(平成18年3月公布) 、平成18年10月に運輸安全マネジメント制度がスタート。
○これまでの10年間で、6,000者を超える運輸事業者に対して評価を実施し、運輸事業者の安全性向上に大きく寄与。

運輸安全マネジメント制度とは基本方針Ｃ
目標②

66



国土交通省
九州運輸局

○運輸安全マネジメント評価実施状況

○九州運輸局運輸安全マネジメントセミナー実施状況

運輸安全マネジメント評価対象事業者数：９，６５７者 九州運輸局管内 １，５５７者

運輸安全マネジメント制度に関する実績基本方針Ｃ
目標②

鉄軌道 索道 合計 バス タクシー トラック 合計 旅客船 貨物船 合計

平成27年度評価実施事業
者数 (九州)

3者 0者 3者 8者 0者 1者 9者 42者 16者 58者 70者

平成27年度評価実施事業
者数 (全国)

51者 26者 77者 174者 3者 21者 198者 170者 74者 244者 537者

評価実施事業者数（延べ
数） （平成18年度～ 平成
27年度末時点） （九州）

30回 23回 53回 49回 4回 17回 70回 877回 157回 1,034回 1,157回

評価実施事業者数（延べ
数） （平成18年度～ 平成

27年度末時点）
533回 658回 1,191回 544回 128回 414回 1,086回 3,736回 924回 4,660回 7,107回

　
鉄道 自動車 海事

合計

※H27,28の鹿児島のセミナーは
試験的運用として実施したもの

ガイドライン 93 ガイドライン 49 ガイドライン 95 ガイドライン 76 ガイドライン 46 ガイドライン 36 ガイドライン 73 合計 468

内部監査 89 内部監査 96 内部監査 46 内部監査 36 内部監査 70 合計 337

リスク管理 76 リスク管理 46 リスク管理 90 リスク管理 69 リスク管理 37 リスク管理 33 リスク管理 67 合計 418

ガイドライン
（貸切対象）

39 合計 39

ガイドライン
（貸切対象）

41 合計 41

内部監査
（鹿児島）

58
ガイドライン
(鹿児島）

64 合計 122

合計 396 合計 159 合計 281 合計 145 合計 129 合計 105 合計 210 合計 1425

H27H28 H26 H25 H24 H23 H22
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国土交通省
九州運輸局運輸安全マネジメント制度の効果基本方針Ｃ

目標②

運輸安全マネジメント制度に関する事業者の評価

■鉄道事業者（本社：関東）取締役
運輸安全マネジメントは、事業者にとって受け入れやすい制度であ

り、社長自らの考え方、乗務管区、現業職場の考え方も再確認でき、
安全に対する取組を浸透させるにも 非常に効果があると感じている。

■バス事業者（本社：近畿）代表取締役社長
マネジメント導入により弱点であった安全施策の単発性、個別性を改
め、安全施策に体系化と継続性を持たせることができた。

■フェリー事業者（本社：九州）代表取締役社長
運輸安全マネジメント制度により、経営トップとして現場への関与を

深める良い機会を得た。経営者と現場、船上と陸上それぞれの考え
をぶつけ合う取組を強力に推し進めている。
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国土交通省
九州運輸局６級海技士短期養成制度

全体で10.5月

筆記試験免除
口述試験不要

座学
２．５月

乗船実習２月
（練習船＋社船）

養成施設

身
体
検
査

海 技 試 験

６月

乗船履歴
（雇用後）

六級海技士
資格取得

修業期間は４.5月

免
許
講
習

69

○６級海技士短期養成コース

座学２．５ヶ月 ＋ 社船実習２月 ＋ 乗船履歴６月の合計１０．５ヶ月で、６級海技士資格を取得

基本方針Ｃ
目標③

本短期養成コースは海技大学校及び尾道海技学院（マリンテクノ）が実施していたが、平成28年7月1日付で（株）日本船
舶職員養成協会西日本（JEIS西日本）から６級海技士（航海）短期養成施設への登録変更届が提出され、同社では平成29
年4月1日からの初回実施に向け平成29年１月から受講者の募集を行っている。

従来、海大の練習船を使用したコースと民間社船を使用したコースがあったが、受講者の質的均衡を図るため平成２９年
度からは養成課程を統合し乗船実習について練習船（１月）と社船（１月）を使用することとなった。



国土交通省
九州運輸局

・新人等教育支援
・専門技能研修支援
・設備、機材及びコンテンツ

（教材）の提供
・運営協力

・地域研修センター運営費補助 ・受講中技能者の賃金補助

※平成２８年度 大分３３名、長崎25名

・新人等教育研修
（安全教育、溶接・玉掛け等資

格取得講習）
・専門技能研修

（溶接、切断、塗装、組立、
ぎょう鉄、配管艤装他）

造船技能の伝承（造船技能開発センター及び地域研修センター）

・全国６ヶ所の地域研修センターにおいて、溶接・ぎょう鉄などの新卒・中途採用者の即戦力化のための
座学・実技研修や中堅技能者への専門技能研修など、技能習得の各ステップにおいて効率的な訓練を実施

・中小型造船工業会が教育カリキュラム、教材作成と設備の整備支援等を行い、研修センターへの運営を支援
・国は、技能者育成スキームの円滑な立ち上げを支援するため、教材開発や教育設備の整備を支援

（平成１６～１９年度 補助総額１．８億円）

国土交通省 地域研修センター 実施内容

造船技能開発センター

因島 技術センター
平成6年４月設立 研修定員４５名

今治地域 造船技術センター
平成17年３月設立 研修定員５０名

大分地域 造船技術センター
平成18年１月設立 研修定員４０名

東日本 造船技能研修センター
平成1８年２月設立 研修定員４０名

長崎地域 造船造機技術センター
平成18年１２月設立 研修定員２５名

相生 技術研修センター
平成20年３月設立 専門研修１０名程度

地方自治体・厚生労働省

平成１６～１９年度
補助総額１．８億円

(社)日本中小型造船工業会

写真：研修における溶接作業風景

基本方針Ｃ
目標③
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国土交通省
九州運輸局運輸部門における二酸化炭素排出量（内訳）基本方針Ｃ

目標④

⇒ 物流の効率化等により、運輸部門の省エネルギー化を促進することが重要

○2015年12月にCOP21がフランスで開催、日本は温室効果ガスを2013年度比で26％削減する目標を提出。
○運輸部門の二酸化炭素排出量は全体の約２割。うち、トラック輸送（自家用貨物車、営業用貨物車）は３

割。
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国土交通省
九州運輸局運輸部門における二酸化炭素排出量の推移基本方針Ｃ

目標④
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国土交通省
九州運輸局ＢＲＴの特徴基本方針Ｃ

目標④
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国土交通省
九州運輸局地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進基本方針Ｃ

目標④
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国土交通省
九州運輸局船舶における低炭素化の推進基本方針Ｃ

目標④
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国土交通省
九州運輸局交通エコロジー教室の開催基本方針Ｃ

目標④

授業風景

浅野名誉教授による講義 職員による講義

公共交通機関の利用促進‐交通エコロジー教室の開催

各個人の意識変化の積み重ねが交通分野全体における環境の保全につな
がる → 交通に係る環境対策を推進するための環境教育の必要性

地球温暖化対策計画（抄）
（平成２８年５月１３日閣議決定）

「地球温暖化問題の解決に向けた行
動を喚起させるためには、単に知識
を伝えるだけでは足らず、学習者自
身に、地球温暖化の仕組みを科学的
に理解させ、その上で、自分として、
地域として何ができるのかの具体的
な解決策を考えさせるという環境教
育の専門的な視点が重要となる。」

国民生活に身近な問題であ
る交通と環境の問題を広く
国民に情報提供し、環境負
荷の小さい交通体系を支え
る国民意識を醸成するため
の場を国民に提供する。

九州運輸局における交通エコロジー教室の開催

対象 ： 小学校高学年生（５・６年生）
内容 ： ・地球温暖化の現状を知ってもらう

・交通分野の視点からも環境を学ん
でもらう
・福岡大学浅野名誉教授又は職員の
講演

効果：子供ちた自身が自分にできるこ
とを考える。
子供たちが、家庭に帰り、教室で習っ
たことを家族に話すことにより、各家庭
でも環境面の問題意識がもてる。

平成23年度より各自治体・ディーラー等の協力を得て
電気自動車等の見学を新たに追加（電気自動車等の普及促進も兼ねる）

電気自動車の説明

平成２０年度 （ ２校 １６０名 ）

平成２１年度 （ ３校 ３１３名 ）

平成２２年度 （ ６校 ５３１名 ）

平成２３年度 （ ７校 ５７５名 ）

平成２４年度 （ ６校 ４８０名 ）

平成２５年度 （１１校 ８４９名 ）

平成２７年度 （ ２校 ２００名 ）

平成２６年度 （ ８校 ７１３名 ）

計 ５０校 ４，１１５名 受講

平成２８年度 （ ５校 ２９４名 ）
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目標④

トラック運送事業におけるグリーン経営認証取得による効果（平成２６年１２月末時点）

○燃費の向上（認証取得後２年間）

最大積載量８トン以上のトラックの場合

新規取得時比 ３．８％改善

○交通事故の減少

認証取得後１年目の前年比 ２３．８％減少

○車両故障の減少

認証取得後１年目の前年比 １７．３％減少

営利性の追求と同時に環境問題への取組が社会的に求められる事業者（トラック運送事業、バス事業、
タクシー事業等）のため、事業実態に合い、かつ事業活動における環境保全の実効性を高めるグリーン経
営認証制度を創設。事業者の環境保全の努力を客観的に証明することにより、取組意欲の向上を図り環境
負荷の低減につなげていく。

主な成果

グリーン経営認証制度活用の拡大（国土交通省環境行動計画 平成２６年３月策定）
トラック、バス、タクシー、内航海運、旅客船、港湾運送及び倉庫の各事業者の環境改善の努
力を客観的に証明し、取組み意欲の向上等を図り、運輸部門における環境負荷の低減につな
げていくための制度である「グリーン経営認証」について、当該制度の普及拡大を図り、運輸部
門における環境負荷の更なる低減を目指す。

今後の方向性

荷主に対する同制度の認知が低い（取得事業者が荷主から優先的に選定されない）
未取得事業者への同制度の推奨（取得に対するメリットの説明）が不十分
同制度取得によるインセンティブが不十分

課題

全国の対象事業者のうち７,１１０事業所が認証取得済み（平成２８年１２月末現在）

認証取得までの流れ

認証登録事業所が保有する車両台数の全国の車
両台数に対する割合（平成２８年３月末現在）

割 合

営業用トラック １２.４%

営業用バス １６.６%

法人タクシー １６.０%

「地球温暖化対策計画」
（平成28年5 月13 日閣議決定）（抜
粋）

環境に配慮した自動車使用等の促
進による自動車運送事業のグリーン
化
○ 燃費の向上などの一定の優れた

環境取組を実施している運輸事業
者を認定する「グリーン経営認証
制度」の普及を促進する。 77


