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　九州運輸局では、鉄道、バス、タクシー、トラック、船舶の各輸送モードの安全・安心の確保をはじめ、「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」や「交通政策基本計画」の推進のため、コンパクト＆ネットワークの考え方に立ち、地域

を支える公共交通ネットワークの形成や再構築、物流ネットワークシステムの構築、生活交通の維持・確保・整備

を、交通のバリアフリー化や情報化の推進と共に進め、豊かで利便性が高い地域社会の実現を目指しています。

　また、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」の施策をはじめ、九州の豊かな観光資源を最大限

に活用した質の高い観光立国に向けて、外国人旅行者の誘致や観光地域づくりにも積極的に取り組んでいます。

　運輸・観光行政は地域の生活と決して切り離すことができないものです。

　九州運輸局は「運輸と観光で九州の元気を創ります」をキャッチフレーズに、地域に足を運び、地域の声を聴

き、地域と連携を深め、地域経済の発展、活性化に寄与するよう、地方自治体、交通運輸・観光関係事業者、関係

業界の皆様と一緒に、社会・経済情勢の変化に対応した課題、要請等に的確に取り組んで参ります。

「運輸と観光で九州の元気を創ります」

九州運輸局のキャッチフレーズ

九州運輸局のロゴマーク

九 州 運 輸 局

《説明》

▲

管轄する各県をブロックですっきり表現し、一体
となった各地域を「九州運輸局」が支えている。▲

エクスクラメーションマークは、職員が様々なア
イデアや情報を発信していることを表現。▲

ブロックの色は、虹色をベースに次のイメージ
で各県に割り当て。

　　橙：山笠など元気な祭り（福岡県）
　　青：海の幸の宝庫玄界灘（佐賀県）
　　紫：異国情緒漂う長崎（長崎県）　　　　
　　赤：火の国熊本（熊本県）
　　緑：名産のかぼすや豊かな大自然（大分県）
　　黄：燦々と注ぐ太陽（宮崎）
　　藍：雄大な錦江湾（鹿児島県）
　　ライトブルー：海上交通の要衝関門海峡と海事産業

九州運輸局ホームページ　　　　　　  http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/
九州運輸局メールマガジン申し込み先　http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/kouhou_mail.html

表紙の写真　上段左から「長崎：グラバー園」「佐賀：虹の松原」「福岡：旧伊藤伝右衛門邸」「下関：海峡ゆめタワー」
　　　　　　下段左から「鹿児島：桜島」「熊本：熊本城」「宮崎：青島」「大分：原尻の滝」
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観光立国の実現
　観光は、地域経済の活性化、雇用機会の増大など国民経済のあらゆる分野の発展に寄与することから、政府として「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30日観光立国推進閣僚会議決定）に基づく施策等

を着実に進めて行き、真に世界に開かれた国、活気ある地域社会の実現を目指した観光立国の実現を進めています。

インバウンド新時代に向けた取組

◎都道府県の枠を越え広域で協働
◎連携・協働による事業規模拡大で、
　プロモーションの効率・効果を大幅に向上
◎滞在日数の長い外国人旅行者のニーズに対応
   した広域誘客を実現
◎クールジャパンと連携した事業等へ重点化

【事業内容の例】
●旅行会社関係者等の招請
●海外旅行博への出展
●海外新聞・雑誌等への広告掲載
●メディア関係者等の招請
●外国人向けパンフレット作成
●教育関係者等の招請　等

Point

訪日
外国人
旅行者の
拡大

増加するFITへの対応
・FITは公共交通機関の利用率が高い
　→FITの誘客には交通情報が不可欠

観光情報　
＋ 目的地までの交通情報

総事業費の
最大50％を
国が負担

観光庁

JNTO

九州
運輸局

九州観光
推進機構
観光関係団体

民間企業

自治体

相互に連携して
事業を計画・実施

九州オルレ・
韓国ブロガー招請

香港・広州ウエディング
フォトツアー招請

欧州海外プロモーション

助言・協力

事業計画案

実施方針策定、
事業の採択

助言・協力

事業計画案

実施方針策定、
事業の採択

九州ドライブマップ
（英語、韓国語・中国（繁））
九州ドライブマップ

（英語、韓国語・中国（繁））

　インバウンドに取り組む地域の連携を促し、訪問地の多様化や滞在日数の増加を図ることにより、訪日リピーター
需要の拡大に対応するとともに、多様なニーズに即した誘客を実現するため、国と地方（自治体及び観光関係団体
等）が都道府県の枠を越えて広域に連携して取り組むプロモーション事業を実施しています。

ビジット・ジャパン地方連携事業

　広域で連携する地域が、テーマ性・ストーリー性を有する魅力ある観光地域をネットワーク化し、訪日外国人旅行者の滞在
日数に合わせた広域観光周遊ルートを形成することにより、訪日外国人旅行者の周遊の促進による地域の活性化を図ります。

広域観光周遊ルート形成促進事業

九州観光推進機構による「温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート」形成計画概要

・・・骨太の観光動線
・・・主要広域観光ルート
・・・主要観光拠点地区
・・・広域観光促進地域

主要ゲートウェイ施設

対象地域の地図
・温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート（Relax & Rejoice）
　Extensive sightseeing route of ‘Onsen Island’ Kyushu ～Relax & Rejoice～
・全国一の温泉源泉数と湧出量を誇る温泉、その温泉を育むダイナミックな自然、古くか
ら海外との窓口だった歴史が育んだ豊かな食文化、世界文化遺産をはじめとする歴史・
文化資源など、九州７県の多様な魅力を楽しむ広域観光周遊ルート。

・個人旅行者（FIT）を主なターゲットと位置づけ、韓国、台湾、中国等のアジアからの旅
行者に加え、今後増加が見込まれる欧州を対象市場とする。

名称・コンセプト

・会   長：一般社団法人九州観光推進機構 会長 石原 進
・事務局：一般社団法人九州観光推進機構 海外誘致推進部
・構成員：九州各県及び各政令市、交通事業者、九州経済連合会等

申請者（事業実施体制）

【目標❶】九州７県の訪日外国人数（2018年：288.4万人）
　　　　※法務省「出入国管理統計」における九州空海港の入国外国人数の合計
【目標❷】九州の延べ宿泊者数に占める全国シェアの拡大（2018年：10％）
　　　　※観光庁「宿泊旅行統計」における外国人延べ宿泊者数を基に算出

目標設定・成果把握

（1）事業計画策定・マーケティング
　　●九州の多様性を活かし、「九州ブランド」及び「国別イメージ戦略」を策定し各海外
　　　市場に対して九州一体で情報を発信
（２）受入環境整備・交通アクセスの円滑化
　　●FIT向け広域二次交通の強化（公共交通機関、観光列車、レンタカー等）
（３）滞在コンテンツの充実
　　●着地型商品の造成販売促進による新旅行マーケットの創出
（４）対象市場に向けた情報発信・プロモーション
　　●上海のMOU締結旅行社との連携事業や、新規市場として東南アジアにおけるプロ
　　　モーションの強化

事業の概要
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観光立国の実現

訪日外国人旅行者受入環境の整備

外国人旅行者が
安全・安心して旅行
できる受入環境

●訪日
　ゲートウェイ
　(1.空港・港湾)

●移動
　(2.二次交通)

●目的地
　(3.観光地域)
●宿泊・体験・
　滞在
　(4.観光産業)

観光地域づくり、国内観光の振興

豊の国千年ロマン観光圏
大分県：別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、日出町、姫島村

「海風の国」
佐世保・小値賀観光圏
長崎県：佐世保市、小値賀町

阿蘇くじゅう観光圏
熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、
産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、
山都町、大分県：竹田市、宮崎県：
高千穂町

ひむか日豊海岸
「海の幸海道」

～こころも体も美しく
いぶすき海水浴～きら★旅

ひむか日豊海岸
観光推進協議会

（公社）指宿市観光協会

県 提案名 提案者名

宮崎

鹿児島

観光地ビジネス創出の総合支援事業

福岡よかもん・よかとこ産業体験の旅づ
くり

有田焼と伝統の街並みや観光資源、食材
を生かした地域活性

世界遺産登録候補資源と関連資産を活用
した観光地の魅力創造

ようこそ日南へ！外国クルーズ船寄港を生
かした地域活性化

コンセプト自治体

福岡県

有田町

長崎市

日南市

地域資源を活用した観光地域魅力創造事業

天草地域を訪れる観光客の動向調査を行うとともに、
広域での観光ルートの可能性を検討。

天草地域における観光動向調査

　訪日外国人旅行者数が急激に増加している状況を踏まえ、「2000万人時代」を万全の備えで迎えるべく、官民の関

係者が十分連携をとって、受入環境整備を急ピッチで進めています。

　観光資源を活かした地域づくりの取組と、観光振興のための取組を一体で実施していくことにより、来訪者が地域

の魅力を体感し、再び訪れたくなる観光地域づくりを目指します。

　アジア地域に近接した「ゲートウエイ九州」のポテンシャルを活かし、外国人旅行者の受入環境整備の課題解決

に向け、国・自治体・民間が連携し、2020年訪日外国人旅行者数2000万人、第二期九州観光戦略の目標達成

（2023年440万人）に向け、平成27年３月から12月まで連絡会において議論をしました。

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

外国人受入環境の改善（九州ブロック連絡会での重点項目）

〈例〉福岡空港国際線ターミナル(2013年開始)
　　●福岡都心部直通バス開通
　　●外国人接遇ドライバーによる「プレミアムタクシー」乗場設置等

空港へのアクセス改善

〈例〉別府・由布院駅バス「ゆふりん」（2015年３月開始）
　　●車両ラッピング、車内放送・表示の多言語化

公共交通機関の多言語化

〈例〉Kyushu FREE Wi-Fi (2015年６月開始)
　　●九州全域での共通認証アプリ。各自治体の「地域Wi-Fi」アクセスポイントを活用し、
　　　接続環境を飛躍的に拡大。

公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の充実

〈例〉博多港・長崎港・鹿児島港等主要港
　　クルーズ船客の寄港地観光貸切バスの増加に伴う商業施設周辺での交通渋滞に対し、
　　各自治体や運輸局が連携し、以下の対策を実施中。
　　●観光バス駐車場の確保
　　●クルーズ船対応貸切バス事業者名簿公開等により、臨時営業区域拡大手続を円滑化
　　●寄港地単位でのクルーズ船受入協議体制

クルーズ船の大型化・寄港増への対応
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総数
1,974
万人

総数
283.2
万人

全国及び九州への国・地域別入国者数（2015年）

全　　　　国 九　　　　州

欧州主要５ヵ国
82万人
（4．1％）

アジア
1637万人
（82．9％）
　うち東アジア
　1420万人
　（71．9％）
　うち東南アジア
　207万人
　（10．5％）

欧州地域
3．48万人
（1．2％）

中　国
499万人
（25．3％）

その他
86万人（4．3％）

北　米
126万人
（6．4％）

香　港
152万人
（7．7％）

タ　イ
80万人（4．0％）

韓　国
400万人
（２0．3％）

シンガポール
31万人（1．6％）

フィリピン
27万人
（1．4％）

ベトナム
19万人
（0．9％）

スペイン
8万人（0．4％）

インド
10万人（0．5％）

カナダ
23万人
（1．2％）

米　国
103万人（5．2％）

ドイツ
16万人（0．8％）

イギリス
26万人（1．3％）

フランス
21万人
（1．1％）

ロシア
5万人（0．3％）

イタリア
10万人（0．5％）

インドネシア
21万人（1．0％）

マレーシア
31万人（1．5％）

シンガポール
1．59万人
（0．6％）

台　湾
368万人（18．6％）

北米地域
3．34万人
（1．2％）

アジア地域
196．26万人
（69．3％）

中　国
19．86万人
（7．0％）

船舶観光上陸
78．73万人
（27．8％）

台　湾
27．86万人
（9．8％）

香　港
14．18万人
（5．0％）

タ　イ
6．08万人
（2．1％）

その他アジア
5．15万人
（1．8％）

その他の国・地域
1．44万人
（0．5％）

※（　　）書きは、シェア
推計値　　出典：日本政府観光局（JNTO）

※（　　）書きは、シェア

韓　国
121．54万人
（42．9％）

オーストラリア
38万人
（1．9％）

出典：法務省出入国管理統計

九州への外国人入国者数の推移

　2015年の九州における外国人入国者数は、前年の過去最高を更新し約283万人(対前年比69.1％増）、うち、韓国

からは全体の約４割を超える訪問者があり、全国統計の約２割を大きく上回っています。

283.2300

250

200

150

100

50

0

（万人）

115.0

2012年

125.8

167.5

2013年 2014年 2015年2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

45.5
63.1

56.4
92.7

87.0
100.1

59.8

79.1

56.4

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始

過去最高

出典：法務省出入国管理統計

72.672.6
87.0



近年の地域公共交通に関する国の施策

地域公共交通網形成計画等
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豊かで利便性が高い地域社会の実現

地域公共交通再編事業の活用イメージ

　地域公共交通網形成計画等の作成を通じ、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を図る取組について、支

援します。

公共交通ネットワークの形成

　地域公共交通は、地域の経済社会活動の基盤であり、高齢者・通学者等の移動手段の確保を担うものとして、また、

低炭素社会の実現に寄与する環境に優しい輸送機関として、重要な役割を担っています。しかしながら、九州各地域

の公共交通は、人口減少・少子化や自家用車への過度な依存などにより利用者が減少しており、厳しい環境に直面し

ています。地域公共交通が今後ともその役割を果たしていくためには、地域が一体となって公共交通を守り、育ててい

くことが必要です。これまで公共交通計画は民間事業者を中心に検討されてきた地域も多いですが、この枠組みを見

直し、地域の総合行政を担う地方公共団体が中心となって、地域戦略の一環として持続可能な公共交通ネットワーク

の形成を進める必要があります。

地域公共交通網形成計画

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
再編実施計画

実施
計画

実施
計画 ･･･

国土交通大臣が認定し、計画実現の後押し

地域公共交通網形成計画は、「地域にとって望まし
い公共交通網のすがた」を明らかにする「マスター
プラン」としての役割を果たすものです。
国が策定する基本方針に基づき、地方公共団体が
協議会を開催しつつ、交通事業者等との協議の上
で策定します。

再編実施計画とは、「マスタープラン（＝網形成計
画）」を実現するための実施計画の一つです。

我が国が抱える喫緊の課題に対し、政府・関係者が一体となり強力に交通政策を推進

国土のグランドデザイン2050

調和・連携

交通政策基本法は、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と、その実現を図るのに基本とな
る事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を規定しています。

交通政策基本法（平成25年12月施行）

交通政策基本法に基づき、交通に関する施策の「基本方針」、「目標」、「講
ずるべき施策」を定める交通政策基本計画が平成27年2月閣議決定さ
れました。この基本計画には、３つの基本方針（ABC）の下、施策毎に具
体的な数値目標を定めています。

（平成27年2月）交通政策基本計画閣議決定

「交通政策白書」
交通政策基本法に基づき、交通の動向及び政府が交通に関して講
じた施策に関する報告等を毎年作成します。

国土形成計画 閣議決定（平成27年8月）
社会資本整備重点計画 閣議決定（平成27年9月）

地域公共交通確保維持改善事業 創設（平成20年）

毎年国会に年次報告

（平成26年7月）
コンパクト・プラス・ネットワークの考え方の提示

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改
正する法律」（平成26年11月施行）

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」
（平成19年10月施行）

改正により、交通政策基本法の基本理念に則り、地方公共団体が中心となり、
まちづくりと連携し、面的な公共交通ネットワークの再構築を国が支援する
枠組みとなりました。
この公共交通ネットワーク形成のための地域公共交通網形成計画の作成制
度や地域公共交通の再編を進めるための地域公共交通再編事業、同事業を
実施するための認定制度を創設しました。

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行
政法人鉄道建設・運輸施策整備支援機構法の一部を改正す
る法律」（平成27年８月施行）
国土交通大臣の認定を受けた取組に対し、(独)鉄道・運輸機構を通じた出資
等を行う制度を創設しました。

コミュニティバスによる
交通空白解消

中心市街地中心市街地

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

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



平成27年度 地域を支える持続可能な物流ネットワークの構築に関するモデル事業の対象地域
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地域を支える物流ネットワークシステムの構築

　人口減少による過疎化や高齢化が進展していることから、過疎地等における持続可能な物流サービス・生活支援

サービスの提供、地域経済の活性化を実現するための取組が重要性を増しています。このため、「小さな拠点」を核と

した新たな共同配送スキームの構築及び公共交通を活用した貨客混載の導入や自家用自動車の活用により、物流

の効率化、生活支援サービスの維持・向上、地域経済の循環促進を実現するための取組を支援します。

　国土交通省では、持続可能な物流ネットワークの構築を図るため、宮崎県児湯郡西米良村を始め全国で５地域を

モデル地域として選定し、物流の効率化、生活支援サービス向上等具体的な方策や実現に向けた課題などを検討

し、実践的なノウハウの蓄積を図ります。

地域公共交通確保維持改善事業

　存続が危機に瀕している生活交通のネットワークについて、地域のニーズを踏まえた最適な交通手段であるバス

交通、デマンド交通、離島航路・航空路の確保維持のため、地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関

する計画等に基づき実施される取組を支援します。

陸上交通の確保維持改善 離島交通の確保維持改善

地域公共交通バリア解消促進等事業

・地域特性や実情に応じた最適な
　地域間生活交通ネットワークと、
　同ネットワークに密接な地域内の
　生活交通等を一体的に、その運行
　を支援

地域公共交通調査等事業
地域公共交通網形成計画等の策定、地域公共交通網形成計画・
地域公共交通再編実施計画に基づく利用促進・事業評価を支援

バリアフリー化
鉄道駅におけるホームドア、誘導
用ブロック、ノンステップバス、福
祉タクシー等の導入を支援

地域鉄道の安全性向上
地域鉄道の安全性向上に資する
設備の整備等を支援

・島民の生活に必要不可欠な離島航路
　及び航空路の運航を支援
・離島航路の存続とサービスレベル
　の確保を図るため、燃料油価格の高
　騰によって生じた運営費の増加に
　対応

利用環境の改善・促進
バリアフリー化されたまちづくりの一環として、ＬＲＴ、ＢＲＴ等を支援
ＬＲＴ：車両や輸送システムが近代化された路面電車
ＢＲＴ：ハイテク車両を使用し高頻度・高速サービスを提供する都市交通システム

西米良村モデル事業
「貨客混載の有償運送車両による荷物の配送」

モデル対象地域
１．高知県土佐郡大川村
２．静岡県静岡市玉川地区
３．広島県神石郡神石高原町来見地区
４．宮崎県児湯郡西米良村
５．多摩ニュータウン諏訪・永山・買取・豊ヶ浜エリア　

地域の活動拠点（小さな拠点）におけるモデル事業の実施イメージ



7

豊かで利便性が高い地域社会の実現
地域に密着した交通体系の維持・確保・整備

種子島

壱岐

甑島

玄界灘

響灘

周防灘

瀬戸内海

天草灘

日向灘

屋久島

対馬

五島

鉄道
高速道路
旅客船

有
明
海

長距離フェリー航路
　❶新門司～神戸・泉大津
　❷北九州～徳島～東京
　❸大阪～門司
　❹大阪～別府
　❺大分～神戸
　❻宮崎～神戸
　❼大阪～志布志

外航旅客定期航路
　❽博多～釜山
　❾下関～釜山

東九州自動車道
椎田南～豊前間
平成28年4月24日開通予定

新門司

別府

宮崎

志布志

❼

❻

❹

❶

❽
❾

❷❸

❺

喜界島
奄美大島

徳之島

沖永良部島

与論島

沖縄本島

沖縄自動車道

大分自動車道
長崎
自動車道

中国自動車道

宮崎自動車道

東九州
自動車道

東九州自動車道

九
州
自
動
車
道

椎
田
南
豊
前

門司港

門司
小倉直方

新飯塚
田川
後藤寺博多 桂

川

新飯塚
田川
後藤寺博多 宇美

鳥栖

久留米

筑後船小屋

新大牟田

新玉名

熊本

宇土

新八代
八代

新水俣

出水

川内

枕崎

志布志

都城
宮崎空港

宮崎
南宮崎

田吉

吉松

隼人

鹿児島
中央

三角

唐津
山本

伊万里
佐世保 有田

早岐

久保田肥前山口

諫早浦上

長崎

立石

大分

中山香

日出
杵築

夜明

西
小
倉

城
野

折
尾

下
関

西
戸
崎

香
椎

飯
塚桂川

鹿
児
島

西唐津

若
松

喜々津

筑前前原

新
鳥
栖

新
鳥
栖

姪浜
原
田

吉塚吉塚
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自動車

ユニバーサルデザインタクシー 燃料電池自動車（ＦＣＶタクシー）路線バス（ノンステップバス） コミュニティバス

　バスは、公共交通の重要な機能を果たすとともに、地域にとって必要不可欠な住民の足という役割を担っています。
また、最近では、省エネルギー・環境保全の見地からその役割が見直されています。

　タクシーは、いつでも・どこでも・誰でも使える、様々な利用者のニーズに対応することが可能な公共交通機関です。
観光などでの利用や、地域公共交通や福祉輸送でも利用されています。また、ユニバーサルデザインタクシーや環境
にも対応した車両の導入も進んでいます。

鉄道

　鉄道は、安全・安心で地球にやさしい公共交通機関として都市間輸送や地域の足として大きく貢献しています。なか
でも地域鉄道は、沿線人口の減少により厳しい経営を強いられる中、安全運行に努めています。九州運輸局は今後も
鉄軌道事業者、地方公共団体と連携して利用者の声を聞きながら支援していきます。
　また、近年各社が導入している魅力的な観光列車が九州各地を走っており、列車そのものを観光の目的として、国
内外の方々に楽しまれています。

筑豊電気鉄道(株)  超低床電車「5000系」平成筑豊鉄道(株) 「平筑ロマン号」西日本鉄道(株) 観光列車「水都」

外航旅客定期航路 博多～釜山航路「ビートル」 長距離フェリー航路 新門司～泉大津航路「ひびき」 離島航路 姫島～国見航路「第二姫島丸」

バス

海上交通

　九州管内と韓国を結ぶ対外旅客定期航路は、６社３区間（フェリー３隻、高速船７隻）が開設されています。平成26
年度の旅客輸送実績は96.3万人で、その内韓国人利用者が約８割を占めています。

外航旅客定期航路

タクシー

　九州を発着する長距離フェリー航路（航路距離300km以上）は、５社８航路においてフェリー20隻が運航され、全
国（８社11航路）の約７割のシェアを占めています。
　平成26年度の輸送実績は、旅客142万人、自動車88万台（トラック換算）となっています。

長距離フェリー航路

　九州管内の離島航路数は87航路で、管内旅客定期航路数（132航路）の66％、全国離島航路数（289航路）の
30％を占めています。
　平成27年度では、九州管内の48航路が国庫補助航路に認定され、その整備が図られています。

離島航路
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豊かで利便性が高い地域社会の実現

バリアフリー・情報化などの施策の推進

バリアフリー化の促進

情報化の推進（交通系ＩＣカード）

大型船の進水式の見学会 旅客船の船内見学会チャレンジ！整備女士 整備男士

旅客施設、車両等のバリアフリー化
　高齢者・障がい者等をはじめ誰もが利用しやすい公共交通機関を目指して、鉄
道駅等の旅客施設や車両等のバリアフリー化を促進しています。

自動車運転手・自動車整備士
　高等学校等を訪問し、運転者・整備士の確保についてＰＲ活動を展開しています。

海事産業の次世代人材育成
　青少年、小中学生の体験乗船や海事施設見学を通じた人材の確保を教員・水産高校生・小中学生と対象別に開
催しています。特に、船員の海技者セミナー・造船所見学会・小中学校への出前講座に力を入れています。

物流人材育成
　大学等と連携した物流人材育成事業を通じ、将来の「物流業界」を担う人材発掘に繋げるための物流講座を開催
しています。

九州バリアフリー等連絡会議
　バリアフリーに関係する施設設置管理者、当事者団体、有識者、行政機関等で、九州におけるバリアフリーの現状
や課題を共有・意見交換し、連携してバリアフリー化の推進を図っています。

バリアフリー教室
　高齢者・障がい者の疑似体験・介助体験を行う「バリアフリー教室」を開催し、誰
もがごく自然にサポートできる「心のバリアフリー」社会の実現を目指しています。

地域を支える産業の担い手の確保・育成等

運輸業・造船業等における担い手の確保、育成等

　交通事業の担い手である運転者や車両整備士、船員や造船等の技術者の高齢化や技能者不足の状況に鑑み、

運輸事業の人材確保へ向けて若年層・女性等の活用方策を検討しています。

　2001年のＩＣカード乗車券導入を皮切りに、2008年には電子マネー機能を兼ね備えたＩＣカード乗車券の利用が

始まり、2010年より他のＩＣカード乗車券との相互利用が開始されています。今後も、公共交通機関の利用促進や活性

化、利用者のサービス向上に向けて、関係機関と連携し普及促進に取り組んでいきます。

　「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」のユニバーサルデザインの考え方を踏まえた総合的バリアフリー施策を

推進しています。

バリアフリー教室（車いす体験）
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国民の安全・安心の確保

輸送における安全・安心の確保

運輸安全マネジメント

国土交通省災害対策ヘリコプターはるかぜから撮影
2015年５月29日12時57分（福岡管区気象台提供）

島民を乗せて避難する「フェリー太陽」

口永良部島噴火の際の対応　

　平成27年５月29日口永良部島が爆発的な噴火を起こし、噴火警戒レベルが一気に「５」（避難）に引き上げられまし

たが、あらかじめ屋久島町と協議しながら町営フェリーに関する手続きを進めていたことが奏功し、屋久島町の町営フェ

リー「フェリー太陽」による島民の全島避難が行われ、噴火直後という非常事態に迅速に対応することが出来ました。

防災・減災対策

自然災害時における防災体制の強化

　私たちが暮らす九州において、東日本大震災に匹敵する南海トラフ巨大地震の発生が懸念されています。また、火

山噴火、異常気象による局地化、激甚化した豪雨災害などの自然災害が発生しやすい自然環境下にあり、防災・減災

に向けた取組が喫緊の課題となっています。

　特に、九州には気象庁が常時監視する火山のうち９火山があり「火山災害警戒地域」に指定されている自治体も多

く、引き続き口永良部島・桜島・阿蘇山等には警戒が必要なことから、今後とも自治体や運送事業者と連携をとりなが

ら、輸送の安全の確保に努めていきます。

　運輸事業においては、「輸送の安全の確保」が最大の使命で

あり、何よりも優先されるべきものです。国土交通省では、国民の

生活・経済を支える運輸事業の事故等の発生を未然に防止し、

安全を確保するため、保安監査と「車の両輪」として運輸安全マ

ネジメント評価を平成18年度以降実施しています。

　九州運輸局における平成27年度の「運輸安全マネジメント評

価」は、70事業者（鉄道３、自動車９、海事58）実施し、事業者が

社内一丸となった安全管理体制の構築や改善の状況に対して

評価・助言を行っています。

　また、運輸安全マネジメント制度の一層の普及・啓発を図るた

めの「運輸安全マネジメントセミナー」の開催をはじめ、各種講

習会を開催しています。

PDCAサイクルのイメージ
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国民の安全・安心の確保

自動車

自動車点検整備推進運動

索道施設検査

自動車の登録

　自動車の登録制度は、自動車に関する所有権の公証を行う民事上の

目的と、その使用に関する各種行政上の目的を有しています。これに基づ

き国が保有している登録情報は、電子情報処理組織により自動車登録

ファイルに登録され、自動車に関する正確かつ網羅的なデータベースと

して、自動車取引の安全性の確保、自動車の使用実態の把握、徴税や取

り締まり等の行政基盤として、「くるま社会」を支える基礎的な情報インフ

ラの機能を果たしています。

輸送における安全・安心の確保

鉄道

　鉄・軌道輸送における安全対策については、保安監査及び運輸安全マネジメント評価、鉄道事故調査等の体制を

強化するとともに、事業者に対する情報提供及び安全指導により、鉄道事故の防止と輸送の安全確保を行っています。

また、鉄・軌道施設については、施設完成時の検査のほか施設変更認可時の審査及び年末年始の輸送等に関する

安全総点検などを通じ施設の保守管理及び安全確保についての指導監督を行っています。

自動車の検査

　自動車が保安基準に適合しているか

を一定期間毎にチェックするのが、自動

車の検査（車検）です。車検は安全性の確

保、公害の防止に大きな役割を果たして

います。自動車の検査における保安基準

適合性審査は独立行政法人自動車技術

総合機構において実施しています。

　自動車ユーザーに適切な点検・整備

の実施の必要性を理解して頂くとともに、

自動車の適切な保守管理を図る機会を

広げるため、九州各県において自動車関

係団体等の協力を得ながらマイカー点

検教室等「自動車点検整備推進運動」を

展開しています。

ABS検査 安定傾斜角度検査

鉄道施設検査

登録の手続き

交　付
（自動車検査証等）

運輸支局等窓口
（受付審査）

申請者 センター
（自動車登録管理室）

ＯＣＲシートを
ＯＣＲに入力

照合審査 レーザープリンターに
出力

ＯＣＲシート
（申請者）
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貸切バスの街頭監査

自動車運送事業者の監査

　自動車交通の輸送秩序の確立、利用者保護、輸送の安全性の確保等、社会的要請への的確な対応を図るため、バ

ス、タクシー、トラック運送事業者等に対する立ち入り監査や街頭監査等を実施し厳正な行政処分を行うとともに、利

用者が安心して利用できる自動車運送事業者の指導に取り組んでいます。

日本船舶の安全確認

乗船者への災害防止周知活動

船員の海技資格、水先人

　船舶の運航に必要な海技士(航海・機関など)及び小型船舶操縦者並

びに船舶を安全に導く水先人の資格について、国家試験の実施及び免

状などの交付を行うとともに、船員の乗船記録、健康状況などを管理す

る船員手帳の交付を行っています。

船舶

　海洋は極めて厳しい自然環境にあり、その中で運航する船舶にひとたび海難事故が発生すると人命の損失や海

洋汚染など多大な被害が生じるおそれがあります。そのため運輸局では、船舶、船員など船舶の運航におけるソフト・

ハードが一体となった安全確保、海洋・大気環境保全のための各種施策を推進しています。

船舶の検査・測度・登録

　船舶の構造や設備などについて、建造段階を含めて就役後も定期的

に検査を実施して船舶の安全性を確保しています。また、船舶について

は、徴税や海事制度のベースとなる総トン数や長さなどを計測及び算

定(測度)し、船舶原簿への登録を行っています。船舶の測度及び登録

は、公正・中立な行政の執行、財産権を保全する役割を果たしています。

船舶への立ち入り・安全指導

　日本に入港する外国船舶に立ち入り、船舶の構造や設備、乗組員の

資格などが国際基準に適合しているかを確認し、適合していない船舶に

対しては是正させることで海難事故や海洋汚染の発生を未然に防止し

ています(PortStateControl)。また、国内の旅客船や貨物船などに対し

ても、船舶の構造や消防・救命設備、乗組員の資格などの安全状況につ

いて点検するとともに、運航管理者や乗組員を対象とした安全講習会な

どを開催し、安全指導を行っています。一方、プレジャーボートや小型漁

船などを操船する小型船舶操縦者に対しては、漁港、マリーナなどを訪

問し、機関整備や救命胴衣の着用の重要性など安全運航に関する遵守

事項について広報・周知活動を行っています。

外国船の指導（PSC）
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産業と国民生活を支える物流と地球温暖化緩和策の推進
モーダルシフトの推進

鉄道コンテナ見学会の様子

　温室効果ガスの排出削減による地球温暖化の防止及び低炭
素型の物流体系の構築を図るため、CO2排出原単位の小さい

鉄道や内航海運へ幹線部分の輸送手段の転換を図る「モーダ

ルシフト」に取り組んでいます。

　荷主企業及び物流事業者等関係者によって構成される協議

会に対しては、運行経費の一部を補助しています。

　また、一層のモーダルシフトの推進を図るため、荷主企業や運

送事業者等の物流担当者を対象とした鉄道輸送の仕組みを紹

介する見学会を開催しています。

物流総合効率化の支援

計画

荷捌き用上屋 小売店

流通加工場

従来型倉庫

工場

特定流通
業務施設

小売店
輸入

輸送網の集約の一例
　物流拠点施設において流通業務の総合化と効率化を促進す

る事業を支援することによって、物流改革の推進、環境負荷の低

減、地域の活性化を図るとともに、社会資本整備に努めています。

　輻輳する輸送網集約や、長距離輸送・大量輸送の物流効率に

優れた輸送機関へのモーダルシフトを図る取組など総合効率

化計画の認定を受けることで、様々な支援措置を受けることが

できます。

ハイブリッドバス

低公害車の普及促進

　窒素酸化物、粒子状物質及び二

酸化炭素の排出を削減し、地球環

境の保全を図るため、自動車運送

事業者がバス・トラックの環境対応

車を導入する際に、経費の一部を地

方公共団体等と協調して、補助して

います。

ＣＮＧ自動車

エコ通勤・グリーン経営の普及促進

　従業員の通勤手段をマイカーから、より環境負荷の少ない電
車やバスなどの公共交通や自転車、徒歩などへ転換することに

より、地球温暖化防止等に寄与する「エコ通勤」の普及を目指し

ています。

　また、運輸部門のCO2排出量削減に向けた取組として、自主

的で継続的な環境保全活動と環境負荷の少ない事業経営を実

施する「グリーン経営」の普及を促進しています。グリーン経営の

効果は環境改善にとどまらず、燃費の向上、交通事故・車両故障

の減少、従業員の士気向上、社会的評価向上というメリットもあ

り、九州各地の運輸事業者に対し、講習会を開催しています。
エコ通勤の例

通勤バス

通勤電車

鉄道駅 等

オフィス、工場 等

自宅・社宅・寮 等

社宅・寮 等

自宅 等

相乗り

自転車
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自動車の検査・登録

総 務 部

交 通 政 策 部

安全防災・危機管理調整官　　　　　　　 運輸事業の安全確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する事務
広報対策官　　　　　　　　　　　　　　行政情報の提供、広報関係業務、メールマガジン発行
総務課　　　　　　　　　　　　　　　　総合調整窓口、情報公開受付窓口、ホームページの運用・管理
人事課　　　　　　　　　　　　　　　　職員の人事・給与・福利・厚生事務
会計課　　　　　　　　　　　　　　　　予算の要求・使用計画・実行、契約、物品、国有財産の管理

交通企画課　　　　　　　　　　　　　　交通政策全般、交通計画及び公共交通活性化施策の推進
環境・物流課　　　　　　　　　　　　　 交通環境施策全般、改正省エネ法施策の推進、物流振興及び物流効率化施策の推進、倉庫業の登録及び指導監督
消費者行政・情報課　　　　　　　　　　 行政相談、交通バリアフリー化の推進、交通分野における情報化の推進、公共交通事故被害者等支援

観 光 部

観光企画課　　　　　　　　　　　　　　観光施策全般、ホテル及び旅館の登録、旅行業の指導監督
国際観光課　　　　　　　　　　　　　　国際観光施策の振興・推進
観光地域振興課　　　　　　　　　　　　観光振興施策の推進

鉄 道 部

計画課　　　　　　　　　　　　　　　　鉄道事業等の許認可、利用者保護やサービス改善に関する指導、業務会計監査、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新線計画・在来線の改良等に関する調査、バリアフリー等の予算、駅改善・踏切改良対策
技術課　　　　　　　　　　　　　　　　鉄軌道等の施設の許認可や検査・監査、安全確保対策・環境対策、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気施設・車両の許認可や検査・監査、安全確保対策
安全指導課　　　　　　　　　　　　　　鉄軌道事故等の報告・調査分析・再発防止対策、運輸安全委員会の活動支援
鉄道安全監査官　　　　　　　　　　　　鉄道の施設・車両、運転に関する監査指導

自 動 車 交 通 部

旅客第一課　　　　　　　　　　　　　　バス事業の許認可、バス事業に対する助成事務、バス活性化対策、自賠責関係事務
旅客第二課　　　　　　　　　　　　　　タクシー事業の許認可、タクシー事業の振興・活性化対策
貨物課　　　　　　　　　　　　　　　　トラック事業の許認可、貨物利用運送事業の登録・認可、輸送の効率化対策
自動車監査官　　　　　　　　　　　　　バス・タクシー・トラック事業の指導及び業務監査の実施及びトラック事業の適正化対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自動車技術安全部

管理課　　　　　　　　　　　　　　　　自動車の登録手続きに関する事務、自動車に関する統計
整備課　　　　　　　　　　　　　　　　自動車の点検整備の推進、不正改造の防止対策、整備事業の指導監督
保安・環境課　　　　　　　　　　　　　 自動車の環境対策、運送事業の安全対策
技術課　　　　　　　　　　　　　　　　自動車のリコール対策、街頭検査の企画、基準緩和の認定、超小型モビリティの認定

海 事 振 興 部

旅客課　　　　　　　　　　　　　　　　旅客航路事業の許認可及び業務監査の実施、離島航路事業に対する助成事務、海事代理士の登録
貨物課　　　　　　　　　　　　　　　　内航海運業の登録、貨物利用運送事業（内航）の登録
港運課　　　　　　　　　　　　　　　　港湾運送事業の許認可及び業務監査の実施
船舶産業課　　　　　　　　　　　　　　造船業等許可及び登録、造船業等活性化対策、モーターボート競走関係事務
船員労政課　　　　　　　　　　　　　　船員職業の紹介・雇用対策、雇用保険の失業給付認定

海 上 安 全 環 境 部

監理課　　　　　　　　　　　　　　　　船舶国籍証書の交付等船舶登録関係事務、小型船舶の国籍証明書の交付事務、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船舶油濁損害賠償保障法関係事務
船舶安全環境課　　　　　　　　　　　　船舶・舶用品・海洋汚染防止設備等の検査事務、証書・条約証書等の交付事務、廃油処理事業許可、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船舶による危険物運送の許可、バリアフリー基準の適用除外認定、整備事業場の認定
船員労働環境課　　　　　　　　　　　　船員の雇入契約届出・船員手帳の交付、各種資格認定、外航船舶に対する保安審査
海技資格課　　　　　　　　　　　　　　海技士国家試験に関する事務、海技免状等の交付事務、水先人国家試験に関する事務
運航労務監理官　　　　　　　　　　　　旅客航路事業に対する安全審査、安全管理規程等の届出に関する事務、海上運送事業の監督・指導、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び航海の安全に関する監査・指導
船舶検査官　　　　　 　　　　　　　　  船舶・海洋汚染防止設備等の検査、船舶安全管理審査、外航船舶に対する保安審査、バリアフリー対策の立入検査
船舶測度官　　　　　 　　　　　　　　  船舶の総トン数の測度
海技試験官　　　　　　　　　　　　　　海技士国家試験、水先人試験、救命艇手試験
外国船舶監督官　　　　　　　　　　　　船舶航行の安全確保及び海洋の汚染防止に係る外国船舶の監督

運輸支局(７支局)

福岡、佐賀、熊本運輸支局の各本庁舎
　自動車の検査・登録、自動車整備事業関係事務、バス・タクシー・トラック事業関係事務、鉄道・企画等事務、倉庫業関係事務
長崎、鹿児島運輸支局の各本庁舎
　船員の雇入契約届出、船員手帳の交付・海技免状等の更新等関係事務、旅客航路事業・内航海運業・港湾運送事業関係事務、倉庫業関係事務、
　船舶登録・船舶検査関係事務、鉄道・企画等事務、雇用保険の失業給付認定
福岡(門司港)、佐賀(唐津)、熊本運輸支局(三角)の各庁舎
　船員の雇入契約届出・船員手帳の交付・海技免状等の更新等関係事務、旅客航路事業・内航海運業・港湾運送業関係事務、
　船舶登録・船舶検査関係事務（佐賀を除く）、倉庫業関係事務（福岡のみ）、雇用保険の失業給付認定（佐賀を除く）
長崎(東長崎)、鹿児島運輸支局(谷山港)の各庁舎
　自動車の検査・登録、自動車整備事業関係事務、バス・タクシー・トラック事業関係事務
大分、宮崎運輸支局
　自動車の検査・登録、自動車整備事業関係事務、バス・タクシー・トラック事業関係事務、鉄道・企画等事務、船員の雇入契約届出・船員手帳の交付・
　海技免状等の更新等関係事務、旅客航路事業・内航海運業・港湾運送事業関係事務、倉庫業関係事務、船舶登録・船舶検査関係事務、雇用保険の失業給付認定

海事事務所(３カ所)若松、佐世保、下関の各事務所

船員の雇入契約届出、船員手帳の交付・海技免状等の更新等関係事務、旅客航路事業・内航海運業・
港湾運送事業関係事務、倉庫業関係事務、船舶登録・船舶検査関係事務、雇用保険の失業給付認定

自動車検査登録事務所(６カ所)北九州、筑豊、久留米、佐世保、厳原、奄美の各事務所

九州運輸局の主な業務内容



九州運輸局及び運輸支局等の所在地

九 州 運 輸 局
◎総　務　部　TEL092－472－2312
◎交通政策部　TEL092－472－2315
◎観　光　部　TEL092－472－2330

◎鉄　 道 　部　TEL092－472－4051
◎自動車交通部　TEL092－472－2521
◎自動車技術安全部　TEL092－472－2536

◎海 事 振 興 部　TEL092－472－3155
◎海上安全環境部　TEL092－472－3173

〒812－0013　福岡市博多区博多駅東2丁目11－1

20

　 福岡運輸支局　本庁舎
〒813－8577　福岡市東区千早3丁目10－40　TEL092－673－1190❶
　 福岡運輸支局　門司港庁舎
〒801－8585　北九州市門司区西海岸1－3－10　TEL093－322－2700

❷

　 佐賀運輸支局　本庁舎
〒849－0928　佐賀市若楠2丁目7－8　TEL0952－30－7271❼

　 長崎運輸支局　本庁舎
〒850－0921　長崎市松が枝町7－29　TEL095－822－0010❾

　 佐賀運輸支局　唐津庁舎
〒847－0861　唐津市二夕子3丁目216　TEL0955－72－3009❽

　 長崎運輸支局　東長崎庁舎
〒851－0103　長崎市中里町1368　TEL095－839－474710

　 北九州自動車検査登録事務所
〒800－0211　北九州市小倉南区新曽根4－1　TEL093－473－0481❸
　 筑豊自動車検査登録事務所
〒820－0115　福岡県飯塚市仁保23－39　TEL0948－82－3380❹
　 久留米自動車検査登録事務所
〒830－0052　久留米市上津町2203－290　TEL0942－21－9291

❺

　 佐世保自動車検査登録事務所
〒857－1171　佐世保市沖新町5－5　TEL0956－31－804811

　 若松海事事務所
〒808－0034　北九州市若松区本町1丁目14－12　TEL093－751－8111

❻

　 厳原自動車検査登録事務所
〒817－0032　長崎県対馬市厳原町久田645－8　TEL0920－52－082912
　 佐世保海事事務所
〒857－0852　佐世保市干尽町4－1　TEL0956－31－616513
　 熊本運輸支局　本庁舎
〒862－0901　熊本市東区東町4丁目14－35　TEL096－369－318814

　 大分運輸支局
〒870－0906　大分市大州浜1丁目1－45　TEL097－558－223516
　 宮崎運輸支局
〒880－0925　宮崎市本郷北方字鵜戸尾2735－3　TEL0985－51－382417
　 鹿児島運輸支局　本庁舎
〒892－0822　鹿児島市泉町18－2　TEL099－222－566018

　 熊本運輸支局　三角庁舎
〒869－3207　熊本県宇城市三角町三角浦1160－20　TEL0964－52－206915

　 鹿児島運輸支局　谷山港庁舎
〒891－0131　鹿児島市谷山港2丁目4－1　TEL099－261－919119
　 奄美自動車検査登録事務所
〒894－0007　奄美市名瀬和光町12－1　TEL0997－52－075720

〒750－0066　下関市東大和町1丁目7－1　TEL083－266－7151
　 下関海事事務所21

本　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

厳原

対馬

下関

門司港

宮崎

大分

鹿児島

熊本
三角

長崎

佐世保

北九州

筑豊

若松

久留米

唐津

福岡

佐賀

❷❻

❽

12

15

19

18

17

16

21

❼

❶ ❸
❹

❺

10
❾ 14

13
11

九州運輸局

※表紙の写真の一部は「九州旅ネット」フォトギャラリーより転載

発　　　行：国土交通省九州運輸局
企画・編集：九州運輸局総務部
　　　　　  TEL（092）472－2312
発　行　日：2016年3月

九州の運輸・観光行政2016

この印刷物は、グリーン購入法に基
づく基本方針の判断基準を満たす
紙を使用し、かつ、印刷用の紙への
リサイクルに適した材料「Aランク」
のみを用いて作製しています。

グリーン適正 Ⓐ

奄美大島

奄美


