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中国運輸局の組織と主な業務内容

中国運輸局の管轄区域
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運輸支局（広島・鳥取・島根・岡山・山口）
運輸支局分庁舎（境・玉野・徳山）
自動車検査登録事務所（福山）
海事事務所（尾道・因島・呉・水島）

　中国運輸局は、①「運輸の安全・安心の確保」、②「地域公共交通の確保・活性化」、③「観光
による地域振興」、④「地域経済を支える産業振興」の４つを使命とし、交通事業者や地方公共団
体などの関係者と連携を図りながら、交通運輸・観光に係る施策を総合的に進めている組織です。

　輸送の安全を確保することは運輸局の業務の根幹です。皆様に自家用車や鉄道・バス・旅客船な
どの公共交通を安心して利用していただくため、車両や業務遂行の安全性を確認し、日々の安全に
つなげています。また災害時には、被災地への緊急物資輸送、代替バスの運行や旅客船の臨時運航
による移動手段の確保など被災地支援を行っています。
　移動手段として必要不可欠な地域公共交通も、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経
営環境に置かれていますが、これを確保し、維持していくことは重要な課題です。地方公共団体や
交通事業者と協働して、広島市のバス路線の再編実施やMaaSなどの新たなモビリティサービスの
導入など、持続可能な地域公共交通ネットワークの構築へむけて取り組んでいます。
　観光についても、旅行者が大幅に減少するなど大変厳しい状況にあります。このような中、今後
の観光需要の回復に備えてより多くの旅行者に、中国地方の歴史、文化、自然を体験してもらえる
よう、広域的な周遊観光を促すための情報発信、島巡りや夜の観光（ナイトタイムエコノミー）
等、滞在を延ばすための新たな観光魅力づくりを進めています。さらに、近場の魅力を再発見する
マイクロツーリズムの推進、観光案内所や公衆トイレ、Wi-Fiの整備などの受入環境整備等にも取
り組んでいます。
　また、脱炭素社会の実現に向けた環境対策や、運輸業、自動車整備業及び海事産業における人材
育成・確保にも取り組んでおり、海事・海洋に関する情報等を発信する C to Sea プロジェクトでは、
アンバサダーである STU48 とともに、船やマリンレジャーの魅力を発信しています。
　この他にも交通施設等のバリアフリー化の推進や、地方版図柄入りナンバープレートの導入等に
も関わっています。

　本冊子では、ここで触れた業務の他、多岐にわたる中国運輸局の業務の一端を紹介しています。
皆様にとって、中国運輸局について深く理解していただくきっかけになれば幸いです。
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運輸の安全・安心の確保
　日々の輸送の安全・安心の確保が、中国運輸局の最大の使命であります。誰もが安全で安心して利用できる交通環境を
確保するため、様々な取組を行っています。

　国民の生活・経済を支える運輸事
業における事故等を未然に防止し、
安全を確保するため、運輸安全マネ
ジメント評価と各事業への保安監査
を「車の両輪」として実施するなど、
様々な取組を推進しています。

運輸安全マネジメント評価と保安監査
　自動車の登録による所有権の公証、自動車の検査による安全・環境基準の適合性の審査等により、
国民の安全で安心できる生活をサポートしています。
◆自動車の検査
　自動車が安全・環境基準に適合しているかどうかを、国が一定期間ごとにチェックするのが自動
車の検査（いわゆる車検）です。国が検査の申請を受け付け、（独）自動車技術総合機構において
保安基準適合性の審査をしています。また、街頭車両検査の実施により不正改造車や無車検運行の
排除、点検整備の周知活動等を行うとともに、各種イベント時には「1日マイカー相談所」などを
開設し、自動車の保守や定期点検等の啓発活動を行っています。
◆自動車の整備
　自動車のエンジンやブレーキ等を取り外したり、先進安全技術を用いた装
置を整備するための特定整備事業においては、高度な技術を必要とするため、
特定整備を行う事業場ごとに認証の取得が義務付けられています。また、認
証を取得した事業場のうち一定の基準に適合した事業場について、国の行う
検査の一部を代行することができる「指定自動車整備事業制度」があります。
◆先進安全技術を活用した車両の普及・啓発
　高齢運転者による交通事故の防止対策の一環として衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）、ペ
ダル踏み間違い急発進抑制装置などの先進安全技術の運転支援機能を備えた「サポカー」「サポカー
Ｓ」の普及・啓発を行っています。また、自動運転車両の実証実験等を通じて、自動運転社会の早
期実現に取り組んでいます。

自動車の安全確保

鉄道事業者への保安監査 船舶への安全総点検

コラム（30．７西日本豪雨）
　平成30年7月西日本豪雨では、中国運輸局は各県災害対策本部等と調整を図りながら、緊急物資
輸送支援や公共交通の輸送力確保などの被災地支援を行いました。
　呉～広島間のバスの運行が可能となるよう「災害時BRT」と呼ばれる運行方式を確保しました。
　呉市東部の交通の確保のため、呉市、旅客船事業者と連携し、旅客船の臨時運航を行いました。

　安全安心な人・物の輸送のため、軽井沢スキーバス事故を受けた対策、法令違反の疑いの
ある事業者への監査の実施、優良事業者のPRなどを行っています。

◆貸切バス事業者の安全性向上のための重点的な措置
　全ての貸切バス事業者について、国による監査の実施に加え、民間団体を活用した巡回指
導を実施することで、法令遵守状況等を確認し、安全安心な貸切バス事業への取組を進めて
います。

監査体制の拡充による安全確保

適正化機関による巡回指導

公道で無車検車両を検知

自動車検査場での検査実施

東広島市（広島大学構内）で
実証実験中の自動運転車両

公道で不正改造車の取り締まり

　海上ではひとたび事故が発生すると多大な被害が生じるおそれがあります。船員と船舶など海上輸
送におけるソフトとハードが一体となった安全確保のための施策を推進しています。
◆外国船舶の監督（PSC）
　日本に入港する外国船舶の監督を実施して、船舶の構造・設備や乗組員の資格等が国際条約に適合
しているかを確認し、指導や行政処分を行っています。
◆船舶の検査等
　船舶の構造・設備等の定期的な検査と、運用面の安全確保のための船舶安全管理システム（ISM）
の検査により安全性を確保しているほか、国際航海船舶に対しては保安確保の措置についても検査を
行い、テロを未然に防いでいます。
◆旅客船・内航船への立入監査
　安全管理体制等の審査、旅客船や内航船への立入監査及び安全管理に関する研修会等の開催などに
より、船舶の安全運航の確保及び船員労働の保護を図っています。

船舶の安全確保

外国船舶の監督外国船舶の監督

船舶への立入監査船舶への立入監査

専用レーンを走る臨時バス専用レーンを走る臨時バス

　鉄道は、人や物を大量に、高速に、かつ定時に輸送でき、生活に欠くことができない交通
手段です。皆が安心して利用できるよう、一層安全な交通機関となることを目指しています。

◆鉄軌道の安全に関する補助制度
　安全性の向上に必要なレール・マクラギと言った保線関係、耐震対策などの安全運行に欠
かせない設備を整備するための事業に対して補助を行っています。また、新型コロナ感染症
対策のための車内抗菌処理や駅などに設置する非接触型の体温計の購入など、安全・安心に
鉄道を利用いただくための設備導入に対する補助も行っています。

◆鉄軌道や索道（スキーリフトなど）の安全運行の確保
　各事業者の輸送の安全を確保するための取組や、施設、車両及び運転取扱いについて、実際に事業者へ立入検査などを
行うことにより適切であるかどうか確認し、指導を行っています。

◆踏切事故の防止
　高齢者施設へ出向き踏切事故防止について説明したり、踏切道で通行者に対してチラシ・グッズなどを配付し、事故防
止の啓発活動に取り組んでいます。

鉄道等の安全確保

ホーム柵の整備状況確認

　ここ数年、気候変動の影響等により災害の激甚化が顕著となっており、交通・運輸事業者の皆様にも防
災と事業継続への備えが求められております。
　また、被災地支援に対する運輸局への期待も大きくなっており、運輸局としてさらなる防災能力の向上
を図っていきます。
◆運輸防災セミナー・ワークショップの開催
　国土交通省では、運輸事業者の自然災害対応への取組を促進するため、令和２年７月に「運輸防災マネジメント指針」
を策定しました。中国運輸局では、この指針の普及・啓発のため、令和３年６月３日に「運輸防災セミナー・ワークショップ」
をオンライン形式で開催しました。運輸事業者等37名の皆様に、参加していただきました。
◆災害発生時の運輸局の支援メニュー
　中国運輸局では、災害発生時に地方公共団体等に災害対策本部が立ち上げられた際に、速やかにリエゾンを派遣します。
派遣後は輸送支援班として、緊急物資輸送や代替輸送の調整などを行います。
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　中国地方の交通事業者の輸送人員・運送収入は、新型コロナウイルス感染症によ
り、緊急事態宣言下の令和２年4月、5月に大きく落ち込みました。その後、10月
頃にかけて一定程度回復したものの、年末年始で再び落ち込み、厳しい状況が続い
ています。特に、長距離移動を伴う新幹線・高速バスや観光需要に対応する貸切バ
スが大きな影響を受けています。
　緊急事態宣言下においても感染防止対策を徹底して事業を継続した地域公共交通
は、ウイズコロナ・アフターコロナ時代の社会構造の変化の中で、引き続き感染防
止対策を徹底するとともに、「新しい交通サービス」を検討することも望まれます。
　中国運輸局では、交通事業者が十分な感染防止対策を講じることができるよう、
駅・車両等の衛生対策や車内等の密度を上げないよう配慮した運行等へ支援を行う
とともに、MaaSやAIオンデマンド交通など「新しい交通サービス」の実証・実装
に向けた支援も行っています。
　また、車内の換気実験を通じた公共交通の安全性を発信するセミナーや、事業継
続のための融資制度等の説明会を開催するなど、国民生活に必要不可欠な地域公共
交通を維持するための取組を行っています。

地域公共交通の確保・活性化
　中国地方は、中山間地域や離島が多く存在し、また、全国に先行して人口減少・高齢化が進んでいるなど、地域公共交
通をとり巻く環境は大変厳しいものとなっています。このような状況下において、中国運輸局では、地方公共団体や交通
事業者と協働し、地域公共交通の確保・活性化に向けた様々な支援・取組を行っています。

新型コロナウイルス感染症による影響と対策

　令和２年５月にバリアフリー法の一部を改正、新型コロナウイルス感染症による影響などの状況も
踏まえて基本方針における次期整備目標を策定し、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化を推進し
ています。

◆マスタープラン及び基本構想の作成
　マスタープラン及び基本構想の制度は、市町村が中心となり、施設単体ではなく、施設間を結ぶ経
路を含めてバリアフリー化を促進する制度です。マスタープラン及び基本構想の作成にあたっては、
2025年度末までの作成市町村数の目標を設定し、市町村への働きかけを実施します。

◆バリアフリー基準適合義務の対象拡大
　空港連絡バスの一部がバリアフリー化の対象に追加されました。広島空港線では、令和２年11月よ
り車いす対応リフト付きリムジンバス車両が導入されています。引き続き誰もが利用できる公共交通
を目指し関係機関とともに取り組みます。

◆国民に向けた広報啓発の取組推進
　地域の小学生等を対象とした「バスの乗り方教室」、市民や交通事業者等を対象とした「バリアフリー
教室」を関係団体とともに開催しています。「バリアフリー教室」では高齢者や障がい者等の状況や
介助を疑似体験し、寄り添い方や配慮等を学ぶことができます。全ての人が高齢者、障がい者等の立
場を理解して行動ができる共生社会の実現に向けて「心のバリアフリー」を促進していきます。

公共交通機関利用促進に向けて  ～バリアフリー化の推進～

　中国運輸局では、地域公共交通のマスタープランである地域公共交通計画
や、具体的な事業を促進する地域公共交通利便増進実施計画の策定に向けた
地方公共団体の取組、そして、地域の特性に応じた生活交通の確保維持や快
適で安全な公共交通の構築に向けた取組を支援しています。

 ◆広島市の公共交通利便増進の取組
　人口120万人を擁する広島市において、市内中心部の過密を解消し、中心
部や郊外の公共交通が少ない地域でのサービスレベルを向上させることを目
指して策定された地域公共交通利便増進実施計画を、平成30年3月に政令市
では全国で初めて中国運輸局が認定しました。
　今後は、独占禁止法特例法により共同経営計画を策定して行う複数事業者
間でのサービス連携や運賃プール等の導入も視野に入れて、利便増進のため
の取組を推進することとしています。

持続可能な交通ネットワークの構築を目指して

公共交通の安全性周知ポスター

交通事業者の感染防止対策の様子 バス換気デモンストレーション

地域公共交通利便増進事業のイメージ

リフトでの乗降光景

バスの乗り方教室の光景

　高齢者や障がい者、訪日外国人を含むあらゆる人々が、どこでもシームレスかつ自由に移動できる社会を実現するため、
MaaSや公共交通情報のGTFS化などの新たなモビリティサービスの普及促進に取り組んでいます。

◆ＭaaS（Ｍobility as a Service）とは
　出発地から目的地までの移動ニーズに対して、最適な移動手段を、シームレスにひとつのアプリで提供するなど、移動
を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念です。

◆MaaSの普及促進に係る取組状況
　令和2年度、中国地方の2つの自治体でMaaS導入にむけた実証実験を行いました。
　広島市では、路面電車、バス、フェリーを利用できるデジタルチケットの販売や、AIオンデマンド交通による自家用車
から公共交通への転換を図りました。福山市では、主要な観光地において、電動レンタサイクルや路線バス、タクシー、グリー
ンスローモビリティ等の様々な交通手段と観光・商業系コンテンツを連携させた観光型MaaSの実証実験を行いました。
　令和３年度もMaaSの実装に向けた支援を行います。

◆グリーンスローモビリティへの取組状況
　グリーンスローモビリティとは、時速20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さ
な移動サービスで、その車両も含めた総称です。
　中国運輸局では、今後も誰もが移動しやすい豊かな社会の実現に向け、MaaSやグリーンスローモビ
リティなど、新たなモビリティサービスの普及促進に向けて取り組んでいきます。

新たなモビリティサービスの普及促進

①　循環線を需要に応じた運行便数へ適正化
②　サービスレベルが低い地域等におけるバス路線の

新設
③　都心直通の路線について、乗継割引を活用し、結

節点でのフィーダー化を検討

新たなモビリティサービス

既存ネットワークの機能向上

新型輸送サービスマース
MaaS

広島市地域公共交通利便増進実施計画
（今後の取組）の概要

＜等間隔運行＞ ＜定額制乗り放題運賃、通し運賃＞

広島電鉄（株）提供 江田島バス（株）提供 国際両備フェリー（株）提供つばめ交通（株）提供 煙を充満後、換気開始 約３分で煙が消失

事業化したグリーンスロー
モビリティ（福山市鞆の浦）

令和２年度　
福山市の実証実験（イメージ）

令和２年度　広島市の実証実験（イメージ）

AIオンデマンド交通
「SMART MOVER」
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→フェリー
→AIオンデマンド交通
→シェアサイクル

デジタルチケットの
購入・決済

他の交通モードとの連携
（リンク連携）

→AIオンデマンド交通
→レンタカー
→鉄道
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観光による地域振興
   観光は、私たちの暮らしに彩りを添えるとともに、裾野が広く、様々な分野への経済効果が期待される産業であり、地
域振興において、ますます重要性が増しています。
　中国運輸局では、この地方の豊かな自然や食文化等を活かして、さらにその魅力を高め、観光振興につなげられるよう、
様々な取組みを進めています。

中国ブロックの観光戦略の推進

　中国地方へのさらなる外国人旅行者の誘客の推進・滞在促進を図るためには、地域の魅力あるスポット、アクティビティ
等の観光資源を、海外各市場に向けてきめ細やかに情報発信することが重要です。
　中国運輸局では、JNTO（日本政府観光局）によるデジタルマーケティング分析の結果等を活用し、自治体や地域の民
間事業者等と連携した、広域かつ効果的なプロモーションを展開しています。 

中国地方の観光資源を活かした海外へのプロモーション

　中国運輸局は、「中国地方観光振興アワード」として、観光振興に功績が顕著な団体又は個人等に対して表彰を行うこ
となどにより、地域の観光振興の活動を支援しています。令和２年度は、｢日生カキオコまちづくりの会（備前市）｣と｢防
府天満宮 大石段 花回廊実行委員会（防府市）｣の2団体を表彰しました。

　訪日外国人をはじめ旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるような旅行環境（受入環境）の整備を推進しています。

◆プログラム開発（コンテンツ造成）
　日本に関心の低い欧米や豪州の旅行者をターゲットとした、
長期滞在型のツアーを創出することや、夜の時間帯も楽しめる
ようなプログラムを開発することなどを行っています。

◆旅行者の快適性の向上
　街中の案内標識や Wi-Fi 環境の改善、外国人観光案内所や公衆トイレの整備等に取組んでいます。

地域の観光振興の活動を支援

ストレスフリーで快適な旅行環境の実現

マレーシアインフルエンサーによる
オンラインツアー

旅行者向け SNS 等情報発信
( 動画作成・配信 )

中国インフルエンサーによる視察ツアー
（鳥取砂丘ファットバイク体験）

新型コロナウイルス感染拡大等に対応した取組み

　観光による地域づくりの舵取り役である「観光地域づくり法人（DMO）」が中心となり、交通、商工や行政など地域
の観光関係者が連携し、観光地の魅力向上を図る取組みや、それらの観光地を結びつける取組みに対して支援を行ってい
ます。こうした多様な関係者の連携・協力により、訪日外国人をはじめとした旅行者の広域的な周遊観光を促し、来訪・
滞在につなげていきます。

地域の連携による広域周遊観光の促進

外国人観光案内所の整備
岡山県岡山市（岡山市ももたろう観光センター）

無線 LAN の整備
島根県松江市（松江城本丸多聞櫓）

公衆トイレの整備
広島県廿日市市（宮島大聖院下）

令和２年度　取組（補助）実績

　中国運輸局は、中国ブロックの観光戦略の推進に向けて、「観光ビジョン推進 中国ブロック戦略会議（下図参照）」を
設置するなどして、経済団体をはじめ、観光、交通、通信、国・地方自治体等、多様な関係者と連携して、観光地域づく
りに取組んでいます。

　中国運輸局では、新型コロナウイルスの感染拡大により消失した旅行需要の回復等に向けて、令和２年７月から開
始された「GoTo トラベル事業」を推進するなどの各種取組みを行っています。
　今後も、感染状況を踏まえつつ、この事業をはじめ、国内旅行の需要喚起を図るとともに、本格的なインバウンド
回復に備えた取組みを進めます。

防府天満宮 大石段 花回廊実行委員会日生カキオコまちづくりの会

定期的な戦略会議の開催

①調査・戦略策定

地域資源の魅力を活かした
滞在プログラムを造成、提供

②滞在コンテンツの充実

訪日外国人旅行者向け
周遊パスの販売

③受入環境整備

オンライン
商談会の開催

④情報発信・プロモーション

○Go Toトラベル事業の推進
　「Go Toトラベル事業」の開始にあ
たり、中国地方各地で、また、オンラ
インによる事業者説明会を開催しまし
た。
　さらに、宿泊施設の立入調査など
も行っています。

○国内外の観光客を惹きつける
　滞在コンテンツの充実
　観光事業者、Ｄ
ＭＯと、交通、漁
業、農業等が連携
し地域の観光資源
を磨き上げる取組
みを支援します。

〔例：交通と観光の連携〕  通常は船が運航していない
時間帯で、無人島の貸切ナイトツアー等を実施

○ホテル・旅館・観光街等の再生
   地域全体の魅力と収益力を高
めるため、宿泊施設などの改修
や廃屋の撤去等を支援します。

観光施設の改修や廃屋の撤去等
により観光地としての魅力を向上

プログラム開発の様子（意見交換会、モニターツアー）

特筆すべき
貢献をした
団体・個人
等を表彰
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設置するなどして、経済団体をはじめ、観光、交通、通信、国・地方自治体等、多様な関係者と連携して、観光地域づく
りに取組んでいます。

　中国運輸局では、新型コロナウイルスの感染拡大により消失した旅行需要の回復等に向けて、令和２年７月から開
始された「GoTo トラベル事業」を推進するなどの各種取組みを行っています。
　今後も、感染状況を踏まえつつ、この事業をはじめ、国内旅行の需要喚起を図るとともに、本格的なインバウンド
回復に備えた取組みを進めます。

防府天満宮 大石段 花回廊実行委員会日生カキオコまちづくりの会

定期的な戦略会議の開催

①調査・戦略策定

地域資源の魅力を活かした
滞在プログラムを造成、提供

②滞在コンテンツの充実

訪日外国人旅行者向け
周遊パスの販売

③受入環境整備

オンライン
商談会の開催

④情報発信・プロモーション

○Go Toトラベル事業の推進
　「Go Toトラベル事業」の開始にあ
たり、中国地方各地で、また、オンラ
インによる事業者説明会を開催しまし
た。
　さらに、宿泊施設の立入調査など
も行っています。

○国内外の観光客を惹きつける
　滞在コンテンツの充実
　観光事業者、Ｄ
ＭＯと、交通、漁
業、農業等が連携
し地域の観光資源
を磨き上げる取組
みを支援します。

〔例：交通と観光の連携〕  通常は船が運航していない
時間帯で、無人島の貸切ナイトツアー等を実施

○ホテル・旅館・観光街等の再生
   地域全体の魅力と収益力を高
めるため、宿泊施設などの改修
や廃屋の撤去等を支援します。

観光施設の改修や廃屋の撤去等
により観光地としての魅力を向上

プログラム開発の様子（意見交換会、モニターツアー）

特筆すべき
貢献をした
団体・個人
等を表彰
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地域経済を支える産業振興
　中国地方には大小の造船所をはじめ、舶用エンジン、ポンプ、プロペラなどの舶用機器メー
カーが集積しており、我が国でも有数の「海事クラスター」を形成しています。管内の新造船
建造量は総トン数ベースで全国の1/5、修繕船については2/5以上を占めており、地域経済と
雇用の創出に大きく寄与しています。
　海事産業をはじめ、中国地方の交通・運輸産業が、将来にわたり魅力ある産業として発展す
るよう、環境対策、生産性の向上、人材の確保・育成推進に取り組みます。

　四面を海に囲まれた海洋国家の日本で暮らす私たちにとって、「海」は大切な存在です。人々がもっと身近に感じられ
るように、「海」と「船」への興味・関心を高める取組を進めています。

　サイクリングとクルージングを一緒に楽しんでいただくため、サイクリング観光客向けに
乗船料を割り引く「せとうちサイクルーズＰＡＳＳ」の取組を、広島・山口・愛媛・兵庫・岡山・
香川エリアで実施しています。
　このＰＡＳＳは、国内外のサイクリスト等の観光客を離島等へ誘客して周遊していただく
ことで、旅客船事業の活性化と地域観光振興を図ることを目的としています。

「せとうちサイクルーズPASS」でサイクリストの船旅を応援

「せとうちサイクルーズ PASS」

　国土交通省は、多くの人々に「海」や「船」に触れる機会の増加や、海事・海洋の情報を発信するため、平成 29 年夏
に「C to Sea プロジェクト※」を開始しました。プロジェクトでは、“海に行く”“船に乗る”“海を知る”につながる
イベントや情報発信などを官民一体で推進しています。
※「国民 (Citizen)、子供達 (Children)、文化 (Culture) 」 などの様々な「C」を「Sea（海）」につなげる。

◆国土交通省のアンバサダーに『STU48』が
　中国運輸局のご当地アンバサダーに『久保田夏菜アナウンサー』が就任
　瀬戸内エリアを本拠地とする『STU48』と広島地域で知名度の高い『久保
田アナウンサー』が、アンバサダーとして、海の魅力やマリンレジャーの楽し
さを発信しています。

◆中国運輸局ホームページ「C to Sea 中国地方」を開設
　瀬戸内海や日本海に囲まれた地方として、ポータルサイト「C to Sea 中国
地方」を開設し、中国地方の海と船に関する情報をまとめて掲載しています。
　URL：http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/kaiji/00001_00059.html
　サイトでは、各種の情報発信の他、中国運輸局として海や船の魅力を発信するために制作したコンテンツも公開しています。

「C to Sea プロジェクト」を開始

オンライン絵本
「ノットせんちょうのおとどけもの」

　2000年３月に広島県呉市「ゆたか海の駅」から発祥した「海の駅」
は今では全国で174駅（令和３年４月現在）に、2017年に５ルート
から始まった「マリンチック街道」は、現在は23ルート（令和３年
３月現在）になりました。
　「海の駅」は、海陸双方からアクセスできるマリンレジャーの拠
点として、「マリンチック街道」は、海の駅等に寄港して近郊の観
光地やグルメ巡りを楽しめるルートとして楽しむことができます。

「海の駅」「マリンチック街道」続々と誕生　

管内のマリンチック街道「さかいみなと海の駅」

人材の確保・育成、女性活躍の推進

◆海事産業における人材の確保・育成
　中国管内では造船人材・船員確保のため、下記の各種対策等を行っています。その他、造船業界
の若手人材確保のため、高校生向けの進路ガイダンスの実施や女性の活躍を応援する「輝け！フネー
ジョ★」プロジェクトにより、海事産業における女性活躍の一層の推進に取り組んでいます。
■造船技術伝承対策　玉野職人塾　因島技術センター　造船技術者研修
■海事人材確保対策　船員就職セミナー　インターンシップ　海事施設見学会
■海事思想の普及　　マリングランフェスタ（広島ボートショー）　海事学習会　海の仕事紹介クルーズ

◆自動車整備人材の確保・育成
　　自動車の関係団体で構成される「自動車整備人材確保・育成推進協議会」と連携し、高校訪問
を実施しています。学校関係者には、自動車整備の仕事・魅力、整備業界の取組など紹介し、生徒
の進路の選択肢になるよう情報発信しています。
  また、「女性が働きやすい環境づくりのためのガイドライン」の実施を通じて、業界への女性の2
級自動車整備士を増やす働きかけや、小中学生には、タイヤ交換などのメカニック体験ができるイ
ベントの開催に取り組んでいます。

自動車整備士養成施設
（整備士専門学校）

船員就職セミナー

　観光資源としての船そのものの魅力の向上、魅力ある海事観光コンテンツの開発、寄港地となる島嶼部での受入環境整
備等を目的として、JR西日本と瀬戸内海汽船との３者で、全国で初めて「海事観光の振興」をテーマにした官民協定を
締結し、海事観光振興の取組を行っております。
　連携協定に基づき建造された観光型高速船ク
ルーザー「SEA SPICA（シー スピカ）」が、と
びしま海道・しまなみ海道エリアに就航しました。

「SEA SPICA」アンバサダーに就任している
『STU48』による同船レポート等を通じて、せと
うち観光の魅力を広く発信していきます。

「せとうちエリアの海事観光の振興に向けた連携協定」を締結

「SEA SPICA」 就航披露式（R2.8） 「STU48」アンバサダーに就任３者協定締結式（R1.5）

ⒸSTUⒸJR 西日本・瀬戸内シーライン

YouTube 版 特設サイト版

「STU48」就任 (H30.3) 「久保田アナ」就任 (H31.1)

ⒸSTU Ⓒ久保田

中国地方の海・島・船
コンテンツ集

　政府は、「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現を目指す」こととしており、環境に配慮しながら産業振興を図ることが求められています。

◆モーダルシフト推進事業       
　物流における環境負荷の低減にはモーダルシフトや輸配送の共同化、輸送網の集約等の物流
効率化が有効です。その中でも、特にモーダルシフトは環境負荷の低減効果が大きい取り組み
です。
　環境に配慮した物流施策として、物流効率化法に基づき、トラック輸送から鉄道・船舶輸送
への転換（モーダルシフト）や輸送の効率化等を行う場合には、協議会の事業計画策定経費や
初年度の運行経費への補助支援に取り組んでいます。令和3年度は、非接触・非対面型物流へ
の転換・促進についての支援も行っています。

◆カーボンニュートラルポートの形成に向けた取組
　国際物流の結節点・産業拠点となる港湾において、水素、アンモニア等の次世代エネルギー
の大量輸入や貯蔵、利活用等を図るとともに、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じ
て温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート（CNP）」の形
成について、中国管内では徳山下松港（山口県周南市）において、中国地方整備局と連携し取
組を進めています。

交通・運輸分野における環境対策

◆ホワイト物流推進運動
　深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活・産業活動に必要
な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的に、

①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
②女性や 60 才代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な
   労働環境の実現

に取り組む運動を推進しています。

◆標準的な運賃の告示制度の周知
　貨物自動車運送事業法の改正により、令和２年４月にトラック事業者が法令を遵守して持続的に
事業を行うための参考となる「標準的な運賃」が告示されたことを受け、事業者を対象とした標準
的な運賃の説明会や荷主団体への周知要請などを実施し、荷主との取引の適正化・労働条件の改善
促進に取り組んでいます。

トラック運送事業の取引環境・労働時間改善

中国経済連合会苅田会長（左）に
周知要請を実施

荷主企業と物流事業者が相互に協力

CNP の形成イメージ

モーダルシフトのイメージ
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「せとうちサイクルーズ PASS」

　国土交通省は、多くの人々に「海」や「船」に触れる機会の増加や、海事・海洋の情報を発信するため、平成 29 年夏
に「C to Sea プロジェクト※」を開始しました。プロジェクトでは、“海に行く”“船に乗る”“海を知る”につながる
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「ノットせんちょうのおとどけもの」

　2000年３月に広島県呉市「ゆたか海の駅」から発祥した「海の駅」
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から始まった「マリンチック街道」は、現在は23ルート（令和３年
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　　自動車の関係団体で構成される「自動車整備人材確保・育成推進協議会」と連携し、高校訪問
を実施しています。学校関係者には、自動車整備の仕事・魅力、整備業界の取組など紹介し、生徒
の進路の選択肢になるよう情報発信しています。
  また、「女性が働きやすい環境づくりのためのガイドライン」の実施を通じて、業界への女性の2
級自動車整備士を増やす働きかけや、小中学生には、タイヤ交換などのメカニック体験ができるイ
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（整備士専門学校）

船員就職セミナー
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初年度の運行経費への補助支援に取り組んでいます。令和3年度は、非接触・非対面型物流へ
の転換・促進についての支援も行っています。

◆カーボンニュートラルポートの形成に向けた取組
　国際物流の結節点・産業拠点となる港湾において、水素、アンモニア等の次世代エネルギー
の大量輸入や貯蔵、利活用等を図るとともに、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じ
て温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート（CNP）」の形
成について、中国管内では徳山下松港（山口県周南市）において、中国地方整備局と連携し取
組を進めています。

交通・運輸分野における環境対策

◆ホワイト物流推進運動
　深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活・産業活動に必要
な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的に、

①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
②女性や 60 才代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な
   労働環境の実現

に取り組む運動を推進しています。

◆標準的な運賃の告示制度の周知
　貨物自動車運送事業法の改正により、令和２年４月にトラック事業者が法令を遵守して持続的に
事業を行うための参考となる「標準的な運賃」が告示されたことを受け、事業者を対象とした標準
的な運賃の説明会や荷主団体への周知要請などを実施し、荷主との取引の適正化・労働条件の改善
促進に取り組んでいます。

トラック運送事業の取引環境・労働時間改善

中国経済連合会苅田会長（左）に
周知要請を実施

荷主企業と物流事業者が相互に協力

CNP の形成イメージ

モーダルシフトのイメージ
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広島運輸支局　〒733-0036　広島市西区観音新町4丁目13-13-2
総務企画・観光 TEL:082-233-9166

FAX:082-295-3508
輸送・監査 TEL:082-233-9167
登録 TEL:050-5540-2068

FAX:082-233-7752整備（検査担当） TEL:082-233-9160
整備（事業、保安担当） TEL:082-233-9169
福山自動車検査登録事務所　〒729-0115　福山市南今津町44
登録 TEL:050-5540-2069

FAX:084-934-7516
検査 TEL:084-934-1334
尾道海事事務所　〒722-0002　尾道市古浜町27-13（尾道地方合同庁舎3階）
運航、船員、船舶、検査 TEL:0848-23-5235 FAX:0848-23-9414
因島海事事務所　〒722-2323　尾道市因島土生町1899-35
運航、船員、船舶、検査 TEL:0845-22-2298 FAX:0845-22-2299
呉海事事務所　〒737-0029　呉市宝町9-25（呉港湾合同庁舎2階）
運航、船員、船舶、検査 TEL:0823-22-2520 FAX:0823-22-2522

鳥取運輸支局　（本庁舎）〒680-0006　鳥取市丸山町224
総務企画・観光 TEL:0857-22-4154

FAX:0857-22-4140
輸送・監査 TEL:0857-22-4120
登録 TEL:050-5540-2070

FAX:0857-22-4115
整備 TEL:0857-22-4110
（境庁舎）〒684-0034　境港市昭和町9-1（境港港湾合同庁舎2階）
運航、船員、船舶、検査 TEL:0859-42-2169 FAX:0859-42-2160

島根運輸支局　〒690-0024　松江市馬潟町43-3
総務企画・観光

TEL:0852-38-8111
FAX:0852-37-2030運航、船員、船舶、検査

輸送・監査 TEL:0852-37-1311
登録 TEL:050-5540-2071

FAX:0852-37-1340
整備 TEL:0852-37-2138

岡山運輸支局　（本庁舎）〒701-1133　岡山市北区富吉5301-5
総務企画・観光 TEL:086-286-8121

FAX:086-286-8147
輸送・監査 TEL:086-286-8122
登録 TEL:050-5540-2072

FAX:086-286-8168整備（検査担当） TEL:086-286-8153
整備（事業、保安担当） TEL:086-286-8155
（玉野庁舎）〒706-0011　玉野市宇野1丁目8-2（玉野港湾合同庁舎2階）
運航、船員、船舶、検査 TEL:0863-31-4266 FAX:0863-32-4829
水島海事事務所　〒712-8056　倉敷市水島福崎町2-15（水島港湾合同庁舎4階）
運航、船員、船舶 TEL:086-444-7750 FAX:086-444-7761
山口運輸支局　（本庁舎）〒753-0812　山口市宝町1-8
総務企画・観光 TEL:083-922-5335

FAX:083-923-1036
輸送・監査 TEL:083-922-5336
登録 TEL:050-5540-2073

FAX:083-928-9601整備（検査担当） TEL:083-922-5397
整備（事業、保安担当） TEL:083-922-5398
（徳山庁舎）〒745-0045　周南市徳山港町6-35（徳山港湾合同庁舎3階）
運航、船員、船舶、検査 TEL:0834-21-0180 FAX:0834-32-4094

総務部 （4Ｆ南）
総務課

TEL:082-228-3434

FAX:082-227-9797
広報対策官
人事課 TEL:082-228-3542
会計課 TEL:082-228-3435
安全防災・危機管理課 TEL:082-228-3439

交通政策部 （4Ｆ北）
交通企画課 TEL:082-228-3495

FAX:082-228-3629環境・物流課 TEL:082-228-3496
バリアフリー推進課 TEL:082-228-3499

観光部 （4Ｆ南）
観光企画課 TEL:082-228-8701

FAX:082-228-9412国際観光課 TEL:082-228-8702
観光地域振興課 TEL:082-228-8703

鉄道部 （3Ｆ南）
計画課 TEL:082-228-8797

FAX:082-228-9411
技術・防災課 TEL:082-228-8798
安全指導課

TEL:082-228-8799
鉄道安全監査官

自動車交通部 （4Ｆ北）
旅客第一課 TEL:082-228-3436

FAX:082-228-3452
旅客第二課 TEL:082-228-3450
貨物課 TEL:082-228-3438
自動車監査官 TEL:082-228-3460

自動車技術安全部 （5Ｆ北）
管理課 TEL:082-228-9141

FAX:082-228-9148
整備・保安課 TEL:082-228-9142
技術課 TEL:082-228-9143
保安・環境調整官 TEL:082-228-9144

海事振興部 （3Ｆ南）
離島航路活性化調整官

TEL:082-228-3679

FAX:082-228-7309
旅客課
貨物・港運課 TEL:082-228-3690
船舶産業課 TEL:082-228-3691
船員労政課 TEL:082-228-3692

海上安全環境部 （3Ｆ北）
海事保安・事故対策調整官

TEL:082-228-8794

FAX:082-228-3468

船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課 TEL:082-228-8707
運航労務監理官 TEL:082-228-8708
船舶検査官 TEL:082-228-8709
船舶測度官 TEL:082-228-8710
海技試験官 TEL:082-228-8711
外国船舶監督官 TEL:082-228-8712

本局各部各課の連絡先本局各部各課の連絡先 支局・事務所等の連絡先支局・事務所等の連絡先

中国運輸局（本局）
〒730-8544
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎4号館

中国運輸局リクルートWEBページ
URL https://peraichi.com/landing_pages/view/chugokuunyu-saiyotop/

インスタグラム
URL https://www.instagram.com/mlit_chugoku_unyu/

ツイッター
アカウント @mlit_chugoku_uk
URL https://twitter.com/mlit_chugoku_uk

ユーチューブ
チャンネルURL https://www.youtube.com/channel/UCaoeJuqUw-clPvtRnT28ULw

広島
合同庁舎

広島城

広島県庁

広島市民病院

縮景園
県立美術館

県庁前
バスセンター
広島そごう

城北
家庭
裁判所前

縮景園前

女学院前

八丁堀立町紙屋町東紙屋町西 胡町 銀山町 稲荷町

的場町

アストラムライン

広島電鉄

広電
広島駅

広島駅

猿猴川

京
橋
川

合同庁舎前
バス停

２０２1　 中国地方の運輸・観光行政
発行：国土交通省中国運輸局  令和３年７月

中国運輸局ホームページをご覧下さい。
URL https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/


