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中部運輸局とは
「中部運輸局」は、国土交 通省の地方支分 部局として地 域の交 通・観光
行政に携わっており、中部5県（愛 知、静岡、岐阜、三 重、福井の5県）を
管轄する機関です。
自動車の検査・登録を通じて健全な自動車社会の発展に貢献するとと
もに、鉄 道、バス、タクシー、トラック、船舶 等 の交 通モードの 安 全 性・
利便性を高めるための支援を行っており、低公害車の普及促 進を行う
等環境に優しい自動車社会の実現を目指しています。
また、観光振興を通して活力ある地域づくりを支援するとともに、この
地域における国内外との交流の促進を図っています。
管 轄 内 の 各 県 には運 輸 支 局・事 務 所 が あり 、各 県 にお ける自動 車 の
検 査・登 録 、海 事 関 係 の 窓 口として 、また 交 通・観 光 に関 する 身 近 な
相談先として地域と密着しながら住みよい社会の実現を目指しています。

福井
岐阜

愛知

静岡

中部運輸局管轄区域

三重

中部運輸局のビジョン
「地域に貢献し、未来を運ぶ運輸局」として、大規模災害に備えた防災体制を強化し、安全・安心な
交 通 環 境 の 確保、豊 かで美しい 地 域 づくりと歴 史、風 土に根ざした観 光 交 流 の 拡 大を目指し、
便利で人と環境に優しい交通の確保を基本に次の5つの柱を中心に取り組んでいきます。

安全・安心な
交通環境
の確保
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観光による
地域振興
の推進

公共交通の
充実による豊かな
地域づくり
の推進

産業活動に
不可欠な
物流の確保

大規模災害に
備えた防災体制
の強化

安全・安心な交通環境の確保
運輸事業の安全・安心の確保は、国民の最大の関心事であり、最重要課題の一つです。
国民の生活・経済を支える鉄道、バス、タクシー、トラック、船舶などの運輸事業の事故等を未然に防止し、
安全・安心な交通環境を確保するための施策を推進しています。

輸送の安全確保の推進
▶ 運輸安全マネジメントの推進

運輸安全マネジメントは、従来からの安全規制や監査に加えて、運輸事業者自らが経営

トップの主体的な関与の下で現場を含む組織が一丸となって、ＰＤＣＡサイクルの仕組み
を取り入れた安全管理体制を構築し、持続的な取り組みと改善を行うことにより、事業者

の安全意識の浸透・安全風土の構築を促すことを目的に2006年に導入された制度です。
定期的に運輸事業者に対し運輸安全マネジメント評価を実施し、事業者による安全

に関する取り組みの向上を図るため、必要に応じ改善方策について助言等を行うととも
に、セミナーの開催などによる制度の普及・定着に向けて取り組んでいます。

安全管理体制に係る
PDCAサイクル

▶ 監査等を通じた事業者指導

輸送の安全確保に係る法令等の遵守状況を確認するために、運輸事業者の事業場等

に立ち入り、運行の管理や輸送施設の安全性などのチェックを行うための監査等を実
施しています。

法令違反が認められた場合には、事業の適正化のための改善指導を行うとともに、必

要に応じ輸送施設の使用停止等の行政処分を実施します。

また、法令上問題があると認められる事業者への重点的な監査の実施や行政処分基

準の見直しなど安全確保に係る取り組みを強化しています。

鉄道の立入検査

自動車の安全の確保
自動車の検査や登録を通じて、国民の安全で安心

できる生活をサポートします。

また、自動車の安全、環境の保全や事故防止を確

保するために、自動車整備事業の健全な発展に取り
組んでいます。

点検整備の推進や不正改造車の排除に取り組む

ことにより、自動車の安全や事故防止に対するモチ
ベーションを高める活動を行っています。

街頭検査

運輸支局

検査登録窓口

船員、船舶などの海上運送の安全確保のための施策の推進
船員、船舶など海上運送のソフト・ハードが一体

となった安全確保のための施策を推進します。

国際基準等に基づき、船舶の航行安全や船舶に

よる海洋汚染防止のため船舶検査及び外国船舶へ

の監督業務等を実施し、海上における安全確保・海
洋環境の保全を図ります。
（ 2006年より船舶検査

等実施組織にISO9001を導入し行政サービスの高
品質化・均一化を進めています。）

船舶の運航管理・船員労働の保護を通じて船舶

船舶検査

外国船舶監督（PSC）

航行の安全確保に取り組んでいます。
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観光による地域振興の推進
平成28年3月に、政府は今後の観光政策の中長期的な方針となる「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し
ました。この観光ビジョンでは、2020年までに、訪日外国人旅行者数4000万人、訪日外国人旅行消費額8兆円
等の新たな目標を掲げ、
「観光先進国」の実現に政府一丸となって取り組むこととされました。中部運輸局では、
観光ビジョンに掲載された施策を具体的な取り組みとして推進を図り、観光による地域振興を推進しています。

訪日外国人旅行者の拡大
平成24年3月より、中華圏からのインバウンドを促進するため、昇龍道プロジェクトを推進し

ており、近年は、中華圏のみならず、東南アジアや欧米豪各国へターゲットを広げております。

昇龍道の知名度を向上させ、海外からの誘客を促進するために、メディア招請、旅行会社招

請、旅行博出展などを行い、昇龍道をＰＲしています。

※昇龍道プロジェクトとは、中部・北陸９県（富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県）のエリアを「昇龍道」と命名し、インバウンドを推進するプロジェ
クトです。

昇龍道PRポスター

訪日外国人旅行者の受入環境整備
「明日の日本を支える観光ビジョン」掲載

施策の具体化の推進を図り、地域毎に異な
る課題解決及び地域の特色を活かした観光
振興のための環境を整備をするため、中部

地方整備局、大阪航空局とともに、自治体、
関係事業者団体等を構成員とする「観光ビ

ジョン推進中部ブロック戦略会議」を運営
しております。

また、消費税免税店の拡大、手ぶら観光

の推進、宗教的配慮を必要とする外国人旅

行者の対応、観光案内所の案内機能強化、

観光ビジョン推進中部
ブロック戦略会議の様子

多言語表示など、訪日外国人旅行者の受入
環境整備の推進をしております。

受入環境整備の事例

魅力ある観光地域づくり
訪日外国人旅行者及び国内旅行者の訪問及び滞在

を増加させるとともに、広域的な周遊観光を促進する
ため、昇龍道内のDMO及び自治体、関係団体等の多

様な関係者と連携し、観光資源の磨き上げの支援をす
るなど、観光地域づくりに取り組んでいます。

※DMOとは、地域の「稼ぐ力」を引き出し、地域の視点
に立った観光地域づくりをする舵取り役として、観光
地域づくりの戦略を策定し、実現するための調整機
能を備えた法人です。
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観光資源の磨き上げの事例

観光資源の情報発信の事例
（昇龍道WEBサイト）

公共交通の充実による豊かな地域づくりの推進
生 活交 通の存 続が 危 機に瀕している地 域 等において、地 域の 特 性・実情に合った最 適な交 通手段 が
提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害が
解消されるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援するとともに、公共交通の充実による豊かな
地域づくりを推進しています。

公共交通の利便性向上・鉄道の安全性向上
公共交通の利便性向上のため、LRT・BRT（バス

高速輸送システム）の導入、事業者のバスロケー

ションシステムやICカードシステムの導入等の取
り組みに対する支援を行っています。

また、地域鉄道の安全性向上に資する設備整備

等に対する支援を行っています。

バスロケーションシステム

ICカードシステム

LRTシステム

地域の「生活の足」の確保
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・離島航路等の確保維持のため、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り組みを支援
しています。

バス運行費補助

離島航路補助

利用者ニーズの把握調査

地域住民との検討会

地域の公共交通計画等策定に対する支援
地域の実情や利用者ニーズの把握等の調査、地

域住民との検討会など、地域の多様な関係者によ
る議論を経た地域の公共交通に関する計画策定
のための取り組みを支援しています。

バリアフリーの推進
高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用しやすく、誰もが自立できるバリア

フリー社会の実現を目指して、バスターミナル・タクシー乗り場・鉄道駅における

バリアフリー化のための施設整備や旅客船のバリアフリー化設備整備に対する
支援、ノンステップバス・リフト付きタクシー等の導入を推進しています。

また「バリアフリー教室」の開催等により、鉄道駅等で移動に困難を感じている

人を積極的にお手伝いできる「心のバリアフリー」を推進しています。

バリアフリー教室
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産業活動に不可欠な物流の確保
「ものづくり」の一大拠点である中部地域において、その国際競争力を維持・強化していくためには「物流
分野の活性化」が欠かせないことから、産業競争力の強化、豊かな国民生活の実現と地方創生を支える
社会インフラとして、今後の社会構造やニーズの変化に対応した取り組みを推進します。

連携・協働による物流の効率化
複数の事業者が連携・協働した物流を実施することによって、ト

ラックの積載率の向上、倉庫やトラックの稼働率の向上、コスト削減
等を図り、物流の総合化・効率化の取り組みを推進しています。

また、港湾や高速道路のインターチェンジ周辺等、物流の結節点と

して効果的な立地への物流施設の誘導を促進するとともに、トラック
による輸送から大量輸送が可能で、CO₂ 排出原単位が小さい貨物鉄

道や内航船舶へ転換する「モーダルシフト」、大型トラック１台で２台
分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の普及を促進しています。

地域における人口減少、高齢化への対応
人口減少により地域の物流量が減少した場合、配送の小口化によ

る物流の採算性が低下することが懸念されるとともに、高齢化が進む

中山間地域や離島等では日常生活に必要となる物品の配送手段の確
保が課題となっています。

これらの課題に対応し、持続可能な物流を提供していくために、乗

合バスや旅客鉄道の車内に貨物を積載して輸送する「貨客混載」等の
地域内共同輸配送の取り組みを進めています。

女性や若者をはじめ、誰もが活躍できる労働環境の整備
女性や若者等の多様な人材が物流分野で活躍できるよう、荷役の機械化等

を通じた労働負荷の軽減、非熟練者による作業の容易化等、働きやすい環境
整備を図っています。

幹 線輸送におけるトラックの「中継 輸送」の取り組みや、物流 施 設への

「トラック予約受付システム」の導入等、物流事業者間の連携による「手待ち
時間」の削減のほか、トラック運送事業者のみの努力では長時間労働の改善
をすることが困難な状況にあることから、関係者が協力して長時間労働の
抑制とその定着を図っていくための取り組みを進めています。

また、業界団体やハローワーク等と連携して、職場体験会やセミナーを開

催するなど、担い手の確保・育成に関する取り組みを進めています。
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大規模災害に備えた防災体制の強化
中部運輸局では、南海トラフ巨大地震が発生した場合、甚大な被害が想定されている地域を管轄している
ことを踏まえ、大規模災害に備えた防災体制の強化に取り組んでいます。
国の機関として広域的な見地から、関係機関と連携し、被災地への応急対策、早期復旧などの支援を行う
ための対策を推進しています。

災害対応能力の向上
▶ 迅速な情報の提供

公共交通機関をはじめとする運輸事業施設等の被害を想定し、所管事業

者等との連絡体制や地方公共団体へのリエゾン派遣体制を構築するなど、
所管事業に係る被害状況などの情報を迅速に収集し、報道機関などを通
じ、速やかに提供する体制を整えています。

▶ 業務継続体制の構築

運輸支局等が被災した場合においても、自動車の検査・登録の手続きな

どの業務が中断することなく、或いは、業務が中断した場合でも可能な限り
早期に復旧ができるように、業務継続計画（ＢＣＰ）を定め、防災訓練や日常
からの設備整備などにより業務継続体制の向上に取り組んでいます。

▶ 防災訓練の実施

災害対策本部の訓練状況

情報の収集や伝達、緊急輸送への対応、ＢＣＰの実施など防災業務計画に定めた業務を迅速、かつ、確実に実施できるよ

う、定期的に防災訓練を実施し、組織及び職員の防災対応能力の向上に努めています。

また、関係機関が実施する訓練にも積極的に参加し、地域との連携強化を図っています。

▶ 関係事業者との連携

鉄道事業者や乗合バス事業者と連携し、避難誘導など、旅客の安全を確保するための対策に係る情報の共有を図るた

め、連絡会議を設置し、事業者の対応能力の向上に取り組んでいます。

また、鉄道は、被災地における市民生活や社会活動のためには欠かすことのできない公共交通として重要な役割を果た

すことから、耐震対策など、早期復旧に向けた支援を実施しています。

緊急物資輸送対策の推進
南海トラフ巨大地震の発生が予想される中部地域では、地震の被害や経済へ
の影響を最小にするため、産学官民一体となった「南海トラフ地震対策中部圏戦
略会議」を設置し、
「中部圏地震防災基本戦略」を策定しています。
この「基本戦略」は東日本大震災の教訓なども踏まえ、被害の最小化に向けた
事前対策や迅速な応急対策、早期復旧の実施体制など、今後の取り組むべき事
項を定めています。特に関係機関との連携が重要で、優先的（継続的）に取り組
むべき連携課題として９つの項目を掲げており、中部運輸局では「災害に強い物
流システムの構築」の幹事機関として施策を推進しています。
これまでに構築したシステムの検証や役割分担の確認を行うため、関係機関

混乱した支援物資のオペレーション

が連携して訓練を実施し、必要な見直しを行っていくこととしています。
東日本大震災や熊本地震における
支援物資輸送の教訓

災害に強い
物流システムの構築

輸送機能の低下

多様な輸送モード・ルートの確保

物資拠点の不足

広域的な物資拠点として
使用できる施設の確保

物流オペレーションの混乱

保管・在庫管理等の
物流オペレーションの充実

民間物流事業者のノウハウを活用
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中部運輸局の組織と業務
部 等

総

務

課

部

交通政策部

観

鉄

光

道

部

部

電 話 番 号

主

な

業

務

総務課

052-952-8002

総合調整、情報公開

人事課

052-952-8003

職員の採用・人事、給与、福利厚生

会計課

052-952-8004

予算の要求・使用計画・実行、契約、物品・所管の国有財産管理

安全防災・危機管理課

052-952-8049

交通の安全の確保、交通運輸に関連する防災・危機管理

広報対策官

052-952-8002

広報関係

交通企画課

052-952-8006

交通政策全般、地域公共交通の確保維持

環境・物流課

052-952-8007

交通運輸に関する環境対策、倉庫業の登録及び指導監督、物流の効率化の推進

消費者行政・情報課

052-952-8047

行政相談、バリアフリー施策の推進、交通運輸に関する統計調査の収集分析

観光企画課

052-952-8045

観光に関する総合調整、ホテル及び旅館の登録、第一種旅行業の登録

国際観光課

052-952-8005

国際観光の振興

観光地域振興課

052-952-8009

訪日外国人の受入環境整備、地域観光振興

監理課

052-952-8030

鉄道事業の経営・廃休止、運賃、サービス、利用促進、貨物鉄道

計画課

052-952-8033

鉄道の整備、バリアフリーの推進、助成措置

技術課

052-952-8032

鉄道の土木施設、電気施設、車両

安全指導課

052-952-8031

鉄道の運転、ダイヤ、防災・テロ対策、索道

鉄道安全監査官

052-952-8034

鉄道の立入検査、事故防止対策

旅客第一課

052-952-8035

バス事業、レンタカー事業、自賠責関係、有料自動車道（高速道路は除く）

旅客第二課

052-952-8036

タクシー事業、運転代行業

貨物課

052-952-8037

トラック事業、貨物利用運送事業

自動車監査官

052-952-8038

バス・タクシー・トラック事業の指導及び監査

管理課

052-952-8041

自動車の登録

整備課

052-952-8042

自動車整備事業、自動車整備士、自動車点検整備の推進、不正改造防止

保安・環境課

052-952-8044

排ガス規制、運送事業の安全対策

技術課

052-952-8043

自動車の検査、自動車の基準緩和、リコール、保安基準

旅客課

052-952-8013

旅客船・フェリー事業、代理店業、海事代理士

貨物・港運課

052-952-8014

内航海運業、港湾運送事業

船舶産業課

052-952-8020

造船業、舶用工業、モーターボート競走

船員労政課

052-952-8028

船員職業紹介・雇用保険、船員の最低賃金、船員派遣事業

船舶安全環境課

052-952-8021

船舶登録事務、船舶検査事務、油賠法

船員労働環境・海技資格課

052-952-8027

船員の労働条件と安全衛生の確保、海技免状

運航労務監理官

052-952-8012

旅客航路事業に対する安全審査、船員の労働環境等の監査

船舶検査官

052-952-8017

船舶・舶用機器類の検査

船舶測度官

052-952-8018

船舶の測度

海技試験官

052-952-8027

海技士国家試験、水先人試験の執行

外国船舶監督官

052-952-8046

外国船舶の監督

自動車交通部

自動車技術
安 全 部

海事振興部

海上安全
環 境 部

運輸支局（愛知・静岡・岐阜・三重・福井）

バス、タクシー、トラック事業、自動車の検査・登録、自動車整備事業、鉄道・観光・倉庫業

運輸支局分庁舎（清水・四日市・敦賀）

海事振興部及び海上安全環境部の所管業務（海技試験を除く）

自動車検査登録事務所（西三河・小牧・豊橋・沼津・浜松・飛騨）

自動車の検査・登録

四日市自動車検査場分室

自動車の検査

海事事務所（下田・鳥羽）

海事振興部及び海上安全環境部の所管業務（海技試験を除く）、倉庫業

自動車検査における保安基準適合性審査業務は、自動車検査独立行政法人が行っています。
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中部運輸局所在地一覧

国土交通省 中部運輸局
〒460ｰ8528 名古屋市中区三の丸2ｰ2ｰ1

名古屋合同庁舎第１号館

■ 愛知運輸支局 （検査・登録関係手続案内）
〒454ｰ8558 名古屋市中川区北江町1ｰ1ｰ2

▲ 西三河自動車検査登録事務所（検査・登録）
〒473ｰ0917 豊田市若林西町西葉山46

▲ 小牧自動車検査登録事務所（検査・登録）
〒485ｰ0074 小牧市新小木3ｰ32

TEL 050ｰ5540ｰ2046（※）
TEL 052ｰ351ｰ5311

TEL 050ｰ5540ｰ2047（※）

TEL 050ｰ5540ｰ2048（※）

▲ 豊橋自動車検査登録事務所（検査・登録）
〒441ｰ8077 豊橋市神野新田町字京ノ割20ｰ3

■ 静岡運輸支局 （検査・登録関係手続案内）
〒422ｰ8004 静岡市駿河区国吉田2ｰ4ｰ25

TEL 050ｰ5540ｰ2049（※）

TEL 050ｰ5540ｰ2050（※）
TEL 054ｰ261ｰ2939

◆ 静岡運輸支局（清水庁舎）【海事関係窓口】
〒424ｰ0922 静岡市清水区日の出町9ｰ1（清水港湾合同庁舎）

▲ 沼津自動車検査登録事務所（検査・登録）
〒410ｰ0312 沼津市原字古田2480

▲ 浜松自動車検査登録事務所（検査・登録）
〒435ｰ0007 浜松市東区流通元町11ｰ1

TEL 0 5 4 - 3 5 2 - 0 1 7 5

TEL 050ｰ5540ｰ2051（※）

TEL 050ｰ5540ｰ2052（※）

● 下田海事事務所
〒415ｰ0023 下田市3ｰ18ｰ23（下田運輸総合庁舎）

■ 岐阜運輸支局 （検査・登録関係手続案内）
〒501ｰ6133 岐阜市日置江2648ｰ1

▲ 飛騨自動車検査登録事務所（検査・登録）
〒506ｰ0035 高山市新宮町830ｰ5

■ 三重運輸支局 （検査・登録関係手続案内）
〒514ｰ0303 津市雲出長常町字六ノ割1190ｰ9

TEL 0558ｰ22ｰ0843
TEL 050ｰ5540ｰ2053（※）
TEL 058ｰ279ｰ3716

TEL 050ｰ5540ｰ2054（※）

TEL 050ｰ5540ｰ2055（※）
TEL 0 5 9 ｰ2 3 4 ｰ8 4 1 1

◆ 三重運輸支局（四日市庁舎）【海事関係窓口】
〒510ｰ0051 四日市市千歳町5ｰ1（四日市港湾合同庁舎）

TEL 059ｰ352ｰ2033

● 鳥羽海事事務所
〒517ｰ0011 鳥羽市鳥羽1ｰ2383ｰ28（鳥羽運輸総合庁舎）

▲ 四日市自動車検査場分室
〒510ｰ0001 四日市市八田3ｰ7ｰ41

■ 福井運輸支局 （検査・登録関係手続案内）
〒918ｰ8023 福井市西谷1ｰ1402

TEL 0599ｰ25ｰ4790

TEL 050ｰ5540ｰ2094（※）

TEL 050ｰ5540ｰ2057（※）
TEL 0776ｰ34ｰ1601

◆ 福井運輸支局（敦賀庁舎）【海事関係窓口】
〒914ｰ0079 敦賀市港町7ｰ15（敦賀港湾合同庁舎）

TEL 0770ｰ22ｰ0003

（※）引き続き037をダイヤル又はプッシュして頂くと直接オペレーターに繋がります。
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中部運輸局管轄区域

▲ 飛騨

■ 福井

敦賀 ◆

■ 岐阜
▲ 小牧

▲ 沼津

中部運輸局

■ 愛知
▲
▲ 西三河
◆ 四日市
▲ 豊橋

◆ 清水
■ 静岡
下田 ●

▲ 浜松

■ 三重
● 鳥羽

中部運輸局（本局）
■ 運輸支局
（愛知･静岡･岐阜･三重･福井）

◆ 運輸支局分庁舎
（清水･四日市･敦賀）

● 海事事務所
（下田･鳥羽）

▲ 自動車検査登録事務所・分室
（西三河･小牧･豊橋･沼津･浜松･飛騨・四日市）

中部運輸局情報電話

中部運輸局案内図
N

観光地域づくり相談窓口

TEL 052ｰ952ｰ8045

名古屋城

名古屋合同庁舎第1号館

中部運輸局
二の丸

県自治

TEL 052ｰ952ｰ8100

センター

車の相談ユーザー110番

名城
病院

スピードリミッタ不正監視110番

TEL 052ｰ952ｰ8042

迷惑黒煙110番

TEL 052ｰ952ｰ8044

県庁三の丸
庁舎

名古屋合同
庁舎第2号館

名古屋貯金
事務センター

中部経済
産業局

県庁西庁舎

地下鉄名城線
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TEL 052ｰ952ｰ8042

名古屋
市役所

愛知県警
地下鉄⑤番出口

不正改造110番

名古屋医療
センター

愛知県
体育館
市役所

TEL 052ｰ952ｰ8037

市役所
西庁舎

トラック輸送適正取引相談窓口

愛知
県庁

東海
財務局

「昇龍道」プロジェクト
「昇龍道」
ってなに？
中部北陸地域の形は、能登半島の形が龍の頭の
形に似ており、龍が昇っていく様子を思い起こさ
せることから、同地域の観光エリアを
「昇龍道」
と
名付けました。この地域には、龍にまつわる伝説、
祭り、
地名も数多くあります。

「昇龍道」の魅力
この地域は、日本の魅力が凝縮されています。
多くの温泉、美しい自然環境、徳川家康をはじめ
とする歴史文化・建造物、伝説や祭りなど、盛
りだくさんの観光スポットに恵まれています。
また、牛肉料理、新鮮な魚介類など美味しい食材
にも恵まれています。この魅力あふれる中部北
陸地域、すなわち「昇龍道」に、多くの方々にお
越しいただき、ぜひ皆様に、旅を満喫していただ
きたいと願っています。

国土交通省 中部運輸局

（2018年3月）

