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１．広域関東全体で訪日外国人旅行者を
受け入れるための環境整備

観光施策

2

－戦略2016第２章第１節関連－



概要

都内観光地・商業地において、訪日外国人旅行者を利用者とする貸切バスの路上駐車等が社会的問題となっている。
また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、今後一層の訪日外国人旅行者の増加が見込
まれており、早急に対処する必要があることから、「貸切バス駐車問題対策会議」を設置。各地域の関係者と連携し
ながら、マナーアップキャンペーンや実証実験を行うことで路上混雑緩和に向けた各地域のルール作りを進めていく。

貸切バス駐車問題対策会議
○設置趣旨：各地域における対策会議等と連携しながら、

現状の把握や各種調査を行い、貸切バス
駐車問題の具体的な解決策を検討する。

○構成機関：(一社)日本旅行業協会、(一社)全国旅行業
協会、日本バス協会、東京バス協会、日本
百貨店協会、全国免税店協会、アジアイン
バウンド観光振興協会、千代田区、中央区、
新宿区、台東区、東京都、警視庁、関東地
方整備局、関東運輸局

○開催：①平成27年12月17日 第1回会議開催
＜主な議事＞

・インバウンドの現状について（運輸局）
・交通指導取り締まり等の状況について
・各地域の現状について

（中央区･千代田区･新宿区･台東区）
②平成28年4月21日 第2回会議開催
＜主な議事＞

・マナーアップキャンペーンの実施結果について
・路上混雑緩和に向けた実証実験について

③平成28年9月15日 第3回会議開催
＜主な議事＞

・マナーアップキャンペーンの実施について
④平成28年10月18日 第4回会議開催
＜主な議事＞

・マナーアップキャンペーンの実施結果について
・各地域の現状について

（中央区・千代田区・新宿区・台東区）

貸切バスの路上混雑緩和に向けた
マナーアップキャンペーンの実施
○概要：都内観光地・商業地において、

パンフレットを配付し、貸切バ
スの路上混雑緩和に向けたマ
ナーを啓発。

○実施場所：銀座、秋葉原、新宿、浅草
・平成28年2月4～13日
・平成28年9月21～10月7日

路上混雑緩和に向けた実証実験
・台東区（浅草）

舟運を活用した実証実験
平成29年1月28日 ～ 2月5日

・中央区（銀座）
ショットガン方式による実証実験
平成29年3月1日、3月5日

・千代田区（秋葉原）
シャトルバスの運行による実証実験
平成29年2月23日（木）、24日（金）、

25日（土）、26日（日）
・新宿区（歌舞伎町）

駐車場確保による効果検証
平成29年3月に実施

【主な具体例：台東区（浅草）】

前の観光地 次の観光地

【浅草地区】
【臨海部地区】

○観光客は降車

○バスは臨海部に移動

○観光客は水上バスで臨海部へ
（途中の景色も観光ポイント）

○浅草を観光後、乗船

○臨海部駐車場に駐車

○ショッピング・
観光後バスに乗車

○臨海部で下船後、
臨海部地区で買物・食事・観光

貸切バスによる道路混雑問題の解消に関する進捗状況
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○外国人旅行者の地方への誘客を図るため、複数の広域観光周遊ルートを認定し、
関係省庁の施策を集中投入するとともに、地域が推進する取組をパッケージで支援し、
海外に強力に発信。

広域観光周遊ルート形成促進事業

28年度広域関東周遊ルート「東京圏大回廊」事業
○マーケティング調査
• 広域関東における広域関東周遊ルート形成促進事業に係る調査業務
○受入環境整備・交通アクセスの円滑化
• 通訳人材絵育成研修事業（新潟県、東京都で実施予定）
• インバウンドセミナー開催事業（新潟県、東京都、栃木県、山梨県、長野県で実施予定）
• モデルコース紹介ツール（パンフレット）作成事業
• 動画コンテンツ作成事業
• 受入環境整備促進事業（埼玉県で実施予定）
○滞在コンテンツの充実
• 着地型観光商品の造成事業
• 広域関東周遊ルート「東京圏大回廊」自然大回廊ルート
（太平洋）旅行商品造成事業

○対象市場に向けた情報発信・プロモーション
• タイを対象とした広域関東周遊ルート「東京圏大回廊」
PR事業

• 台湾を対象とした広域関東周遊ルート「東京圏大回廊」
•広域関東周遊ルートモデル拠点地区プロモーション事業

これまでの状況
平成２７年６月１２日に、７ルートを認定
平成２８年６月１４日に、４ルートを追加認定
（全国１１ルート）

①「アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし 北・海・道」
（「プライムロード ひがし北・海・道」推進協議会）

②「日本の奥の院・東北探訪ルート」
（東北観光推進機構）

③「昇龍道」
（中部（東海・北陸・信州）広域観光推進協議会）

④「美の伝説」
（関西広域連合、関西経済連合会、関西地域振興財団）

⑤「せとうち・海の道」
（せとうち観光推進機構、
瀬戸内観光ルート誘客促進協議会）

⑥「スピリチュアルな島～四国遍路～」
（四国ツーリズム創造機構）

⑦「温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート」
（九州観光推進機構）

⑧「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」
（きた北海道
広域観光周遊ルート推進協議会）

⑨「広域関東周遊ルート「東京圏大回廊」」
（関東観光広域連携事業推進協議会）

⑩「縁の道～山陰～」
（山陰インバウンド機構）

⑪「Be. Okinawa 琉球列島周遊ルート」
（Be. Okinawa 
琉球列島周遊ルート形成推進協議会）

平成２７年６月１２日認定（ ）

平成２８年６月１４日認定（追加）（ ）

⑪
⑨

⑦

②

③

④

①

⑥

⑧

⑩

⑤

広域観光周遊ルートに関する進捗状況
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○ブランド認定の効果について
認定を受けた各事業者からは、多くの新聞やウェブメディア等の各媒体において取り上げられて周知効果が図られ

たという声を聞いている。観光振興推奨賞を受賞した埼玉県越谷市の「地場野菜イタリアン カポナータ」におい
ては、地元新聞等に取り上げられたことにより、売上本数が前年度比で200倍になった旨の報告があった。

平成28年4月 「TOKYO & AROUND TOKYO」ポータルサイトにおいて地場産品ページ公開
平成28年5月 ブランド地場産品 チラシ作成 関東運輸局HP・各種イベントで配布開始
平成28年7月2日（土） 「Let’s go 海外！」（主催：駐日外国政府観光局協議会）に地場産品４社出展

会場：Tokyo City i （JPタワーＫＩＴＴＥ） 来場人数：5,666名（主催者発表）
平成28年7月30日（土）・31日（日） 「東京フラフェスタ in 池袋」に地場産品４社出展

会場：東池袋中央公園（サンシャインシティ隣接） 来場人数：28万6千名（6会場合計）
平成28年9月16日（金） インバウンド受入対応セミナー開催、地場産品事業者 計21社出席

会場：横浜第２合同庁舎 講演者：澤 功様（VJ大使）
平成28年10月1日（土） 関東鉄道協会主催「かんとうみんてつモバイルスタンプラリー」において、地場産品

10社が参加、最寄駅において産品のご案内を実施（平成29年1月29日まで）
平成28年11月3日（木・祝） 「旅祭 TRAVEL FESTIVAL」に地場産品10社出展

会場： Tokyo City i （JPタワーＫＩＴＴＥ） 来場人数：5，251名（主催者発表）
平成28年3月3日（金） 「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」に地場産品出展予定

会場： 東京メトロ銀座駅構内

○TOKYO＆AROUND TOKYOブランド認定後の取組について
関東運輸局において以下のとおり各種取組みを行い、ブランド認定地場産品の広報活動や、地場産品認定事業者等

へのセミナーを実施する等、TOKYO＆AROUND TOKYOの認知度向上を図った。

6/1 毎日新聞（栃木・カツ煮まん） 5/12 茨城新聞（５品紹介） 4/25 東武よみうり（カポナータ）

9/16 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受入対応ｾﾐﾅｰ

11／3 旅祭TRAVEL FESTIVAL

地域ブランドによる各観光地の魅力向上
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東京圏西部の拠点である新横浜駅における乗換等の不便解消を図るため、サインの基本計画
を策定する。

○課題の背景

○実施内容

新横浜駅は、東海道・山陽新幹線の
発着駅であり、在来線及び地下鉄が乗
り入れているとともに、最寄りに競技
場やイベントホールが点在する東京圏
西部の拠点。
外国人を含む多くの利用者が鉄道を

介した広域移動等を行う際の乗換えの
不便解消を図るため、統一的で分かり
やすい案内サインが必要。

平成28年度訪日外国人旅行者受入環
境整備緊急対策事業を活用した実証事
業として、新横浜駅及び駅周辺の関係
者により、新横浜駅における案内サイ
ン等のデザイン、レイアウトや案内情
報の多言語化について検討し、サイン
の基本計画を策定する。

【新横浜駅周辺】

【表示の統一の例】

○事業のスキーム

横浜市公共サインガイドラインや観光立国実
現に向けた多言語対応の改善・強化のための
ガイドライン 等文献資料の収集・整理

１．案内サイン及び多言語化の基礎資料の把
握

２．新横浜駅構内の案内サインの現況調査及
び歩行者流動調査

新横浜駅構内の現状把握

３．既設案内サインの分析と関係者による方
針検討

既設案内サインの視認性、連続性、的確性、
設置位置の妥当性、統一性などを分析し、関
係者による方針の検討

４．案内サインの基本計画策定

新横浜駅関係者間で基本計画に沿った対応を
することで案内のシームレス化を図る

新横浜駅における乗換等の不便解消実証事業
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現在のバスの運行ルート
深夜早朝時間帯の羽田空港と都心方面を結ぶアクセスバス実証運行を実施し、
羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進を図る。

実証運行の結果を踏まえ、実証運行実施後の同時間帯における利用促進に
向けた空港アクセス改善方策の検討を行う。

目 的

・平成26年10月 国（航空局）及び東京都の予算を活用し、空港と都心部の駅等とを結ぶ
深夜早朝アクセスバスの実証運行を開始。（5路線 13停留所 10運行）

・平成27年4月 「東京国際空港の深夜早朝時間帯におけるアクセスバス運行協議会※」
を運行支援等の実施主体として運行を継続し、路線数を５路線から７路線
に拡大。（7路線 30停留所 14運行）

・平成27年10月 2015年航空冬ダイヤに合わせ、深夜１時台の運行に加え、深夜２時台
を増便し、アクセスバスの運行を拡充。（7路線 31停留所 21運行）

・平成28年4月 乗客数が堅調に推移していることや、深夜早朝時間帯の就航が増加して
いること等を踏まえ、同運行を継続。

① 羽田空港 ⇔ 浅草・秋葉原・東京駅・銀座
② 羽田空港 ⇔ 池袋・新宿
③ 羽田空港 ⇔ 二子玉川・渋谷・六本木
④ 羽田空港 ⇔ 品川・お台場
⑤ 羽田空港 ⇔ みなとみらい・桜木町・横浜（YCAT）
⑥ 羽田空港 ⇔ 川崎・蒲田・大鳥居
⑦ 羽田空港 ⇔ 一之江・葛西・東陽町・豊洲・有明

運行路線：

運行本数：各ルート１日１往復
運行時間：羽田発深夜０時台～１時台、羽田着早朝４時台（既存の公共交通がない時間帯）

①羽田空港 ⇔ 東京・秋葉原 ②羽田空港 ⇔ 新宿・池袋 ③羽田空港 ⇔ 渋谷
④羽田空港 ⇔ 蒲田・品川 ⑤羽田空港 ⇔ 横浜

経 緯

※深夜早朝アクセスバスの運行支援、広報及び調査・検討を行うことを目的として、国及び関係自治体、学識経験者、
関連事業者からなる「東京国際空港の深夜早朝時間帯におけるアクセスバス運行協議会」を平成27年1月に設置。

〈1日当たりの平均乗車人員〉

空港発 26年度 27年度 28年度 空港着 26年度 27年度 28年度

①東京 9.6 15.5 28.1 ①東京 2.2 4.2 4.8 

②新宿 18.6 32.2 72.3 ②新宿 8.6 14.7 18.5 

③渋谷 3.6 9.7 17.6 ③渋谷 2.6 6.9 9.6 

④品川 1.2 4.9 11.0 ④品川 1.0 2.7 3.2 

⑤横浜 3.4 7.9 17.0 ⑤横浜 3.2 6.0 8.0 

⑥川崎 4.4 7.9 19.3 ⑥川崎 1.9 4.5 6.8 

⑦一之江 － 4.2 6.8 ⑦一之江 － 3.5 5.4 

羽田空港からのアクセス強化
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タクシー運賃の組替えについて～東京都特別区・武三地区～

○運賃組替え申請の受付期間
H28.4.5～H28.7.4

・ 申請数 ２６５者／３４２者
２３，３１２両／２７，６５５両

・ 申請率 ８４．３０％

○利用者への周知徹底

○運転者の接客マナーなどの
社内教育の徹底

○事後検証、隣接交通圏の動向

○新しいタクシーのあり方検討会とりまとめ（H28.4.1）
・ 訪日外国人へのサービス強化が必要
・ 海外主要都市との比較における運賃の割高感の

解消が必須
・ このため、初乗り運賃の見直し

○実証実験（H28.8.5～9.15）
利用者アンケート実施

⇒ 日本人の６割が、利用が増えると回答
外国人の８割が、「安価」又は「適当」と回答

背景～新運賃決定

公示運賃（Ｈ２８．１２．２０）

期待される効果

普通車上限 初乗り運賃
新運賃 1.052㎞　410円 237m　80円 90秒　80円
旧運賃 2.0㎞　730円 280m　90円 105秒　90円

加算運賃 運行開始
H29.1.30

タクシー事業の活性化

○潜在的ニーズの掘り起こし
高齢者・子供連れなどの近距離利用者

○訪日外国人の利用増加

実施に際しての課題

新運賃のイメージ

実施後の運送実績（サンプル調査）

○調査対象事業者：19社（1,193両）
○調査期間：H29.1.30(月) ～ H29.2.12(日)
※昨年同時期の実績と比較

・一日一車あたりの運送回数が約6％増加
うち730円以下の利用回数が約17％増加
特に410円以下の利用回数が約29％増加

・一日一車あたりの運送収入が約2％増加 8



利用促進

○平成２７年３月に「手ぶら観光」サービス拠点を分かりやすく明示するための共通ロゴマークを決定し、７月よ
り使用を開始した。（平成２９年２月３日現在、１４８カウンターにおいて共通ロゴマークの使用を認定）

○日本政府観光局（ＪＮＴＯ）と連携し、ホームページやＳＮＳ等を利用した情報発信を行い、手ぶら観光の周
知・普及を図った。

○また、手ぶら観光のサービス高度化のため、訪日外国人旅行者の利便向上に向けて送付状の記入不要化
や、航空ネットワークを活用した当日配送圏の拡大等の取組を推進している。

ＪＮＴＯの手ぶら観光ＨＰアクセス

手ぶら観光サービス外国人利用状況

サービス高度化

手ぶら観光の共通ロゴマーク

当日配送圏の拡大

出典：ＡＮＡホームページ

送付状の記入不要化

旅前に旅程計画に応じたサービス申

込を行い、ＩＣＴ端末で手続きすることに

より、旅行者が送付状を記入する
必要がなくなるサービスを平成２８年
９月より実証実験として開始。

平成２７年３月３０日決定し、７月２７日より運用開始。

共通ロゴマークの運用開始以降、ＪＮＴＯのＨ
Ｐに手ぶら観光のページを開設し、これまでに

約６万人がアクセス。

国別では、台湾、香港、タイからアクセス

が多い。

約２．７万件/月、約４．１万個/月
※平成28年6月1日～30日
※調査対象：手ぶら観光共通ロゴマーク認定２２事業者 ８２カウンター

：（株）ＪＴＢ、パナソニック(株)、
ヤマトホールディングス(株)

：全日本空輸（株）、ヤマト運輸（株）

航空ネットワークと宅急便ネットワークを活用し、関東（又は関西）
のホテルから関西（又は関東）の届け先まで、当日中に輸送す
るサービスのテスト運用を平成２８年３月２３日より開始。

出典：ヤマトホールディングスホームページ

台湾
23%

香港
18%

タイ
12%

米国
9%中国

6%

韓国
6%

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
5%

その他
21%

手ぶら観光の推進①：これまでの取組について
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○「明日の日本を支える観光ビジョン」では、手ぶら観光カウンターを平成２８年度末までに８０カウンター（２７
年度末）から倍増させるとともに、３２年までに全主要交通結節点に設置することとされており、地方への展
開にも留意しつつ、手ぶら観光の基幹ネットワークの形成を図る。

○また、３２年までに国内の商業施設等から海外の空港までの間における「国際手ぶら観光サービス」の本格
実施を図ることとされており、国際手ぶら観光サービスに係る実証実験を実施し、課題の整理を行う。

手ぶら観光カウンター数の倍増

手ぶら観光基幹ネットワークの形成～「明日の日本を支える観光ビジョン」

国際手ぶら観光サービスの本格実施～「明日の日本を支える観光ビジョン」

手ぶら観光カウンターを全主要交通結節点に設置

平成３２年までに主要国際線就航
空港や主要新幹線駅、首都圏・
関西圏の主要ターミナル駅等に
手ぶら観光カウンターを設置するた
め、交通事業者との連携を図る。

京王新線新宿駅（京王ねこのてカ
ウンター）（H28.4.1オープン）

平成２８年度末までに、地方への展開にも

留意し、民間事業者との連携や、カウ
ンター設置に対する補助（訪日外国人
旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助

金）を活用し、８０カウンターからの倍増
を目指す。

共通ロゴマークの使用認定
カウンターの推移

国際手ぶら観光サービスに係る実証実験の実施

47 80 125 160

0
50

100
150
200

・平成３２年までに、免税品等の海外直送を可能とする国際
手ぶら観光サービスを本格実施。

・平成２８年度は、空港の混雑緩和効果等の検証を行うため、

新千歳、羽田、関西国際、那覇等において実証実験を
実施。

手ぶら観光の推進②：手ぶら観光の普及促進（平成28年度の取組）
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● 空港
● 新幹線駅
● ターミナル駅
● その他施設

【都道府県別設置箇所数】
北海道 ８箇所
宮城県 ３箇所
茨城県 １箇所
栃木県 １箇所
群馬県 １箇所
埼玉県 ２箇所
千葉県 ２０箇所
東京都 ３８箇所
神奈川県 ７箇所
新潟県 １箇所
石川県 ２箇所
山梨県 １箇所
長野県 ３箇所
岐阜県 ２箇所
静岡県 １箇所
愛知県 ２箇所
京都府 ６箇所
大阪府 ２２箇所
兵庫県 ４箇所
奈良県 ３箇所
和歌山県 １箇所
岡山県 １箇所
広島県 ６箇所
香川県 １箇所
愛媛県 １箇所
福岡県 ５箇所
熊本県 １箇所
沖縄県 ４箇所

新千歳空港

石垣空港

那覇空港

函館空港

仙台空港

羽田空港

中部国際空港

関西国際空港

松山空港

博多駅

金沢駅

長野駅
新潟駅

広島駅

新大阪駅

京都駅
岡山駅

姫路駅
東京駅

新横浜駅

品川駅

新宿駅

大阪駅・梅田駅

難波駅

飯山駅

福岡空港

仙台駅

渋谷駅

小田原駅

熱海駅

成田空港

H29.2.3 H28.3.31

全 国 計 148箇所 81箇所

関東管内 71箇所 44箇所

手ぶら観光の推進③：手ぶら観光カウンター設置箇所
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◇施策の概要：観光案内所認定

訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるよう、滞在時の快適性・観光地の魅力向上に向けた
観光案内所等の機能向上や、観光地までの移動円滑化等のための鉄道駅・バスターミナル等における情報発信・
利便性向上を支援。

施策の内容

① 滞在時の快適性・観光地の魅力向上を図るため、ひとり歩きで
楽しめるような観光地づくりに向けた以下の取組みを支援する。

【補助率原則１／３】
・観光地域等において、観光案内所のタブレットやデジタルサイネージ導入、

研修実施等による案内機能強化、観光地の歴史等の情報や文化体験を提供
する施設等の展示物解説の多言語・デジタル表示等の情報発信機能向上
※ 文化財活用・観光振興戦略、国立公園満喫プロジェクト、歴史的資源を活用した
観光まちづくり等の施策と積極的に連携

・外国人旅行者にも利用しやすい公衆トイレの洋式化等、ホテル・旅館の快適な環境へ
の改善（多言語表示、Wi-Fi整備等）

② ストレスフリーな通信・交通利用環境を実現し、地方への外国人
旅行者の誘客を加速するため、鉄道駅・バスターミナル等におけ
る案内標識・案内放送の多言語化、Wi-Fi整備、広域的な周遊を
円滑にするための交通系ＩＣカード・企画乗車船券の導入、その
他の移動円滑化の取組みを重点的に支援する。

【補助率原則１／３】

財政支援・補助制度

12



平成２８年３月３１日、「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」（議長：内閣総理大臣）において「明日の日本を支える観光ビジョン」が取りまと
められた。本ビジョンにおいては、新幹線などの高速交通網を活用した「地方創世回廊」の完備に向け、新幹線全駅（１０８駅）の観光拠点としての
機能強化を実施することとされた。

また、「観光ビジョン実現プログラム２０１６」（平成２８年５月３１日観光立国推進閣僚会議決定）においては、新幹線駅（１０８駅）において観光拠点
としての機能強化が図られるよう、地方自治体、観光協会、関係鉄道事業者等との調整を進めることとされた。
この施策を推進するため、関東運輸局管内の新幹線駅（１４駅）における観光拠点としての機能強化が図られるよう、関東運輸局管内新幹線駅の
観光拠点化推進ＷＧを設置し、新幹線駅における観光拠点としての機能強化を目的とし次の事項に取り組む。

（１）観光案内所等の現状及び機能について確認
・現状把握のための調査を実施

（２）観光案内所の機能強化と観光拠点化の方向性を検討
①未設置駅における対策ついて
②既設置駅における機能強化について
③駅ごとのニーズに応じた機能強化について

（３）自治体等との連携
・対象駅が関係する所在する自治体、観光協会等と連携調整を行う

（４）機能強化の進捗状況のフォローアップ
・機能強化に向けた進捗状況を把握し、必要な働きかけを継続的に行う

平成28年 9月 5日
平成28年 9月～10月
平成28年10月31日

平成28年度末から平成29年度前半を目途に、平成３１年度末までに次の①～③の目標が達成できるよう、自治体等関係機関に働きかけを実施
①カテゴリ１認定済みの観光案内所のカテゴリ２認定（昇格）
②カテゴリ未取得の観光案内所のカテゴリ取得
③観光案内所未設置駅の観光案内所（若しくは代替機能）の設置

なお、各新幹線駅、自治体等の特性及び地域事情を考慮しつつ、早期に実現可能なものについては平成３１年度末を待たず、できるだけ早期
の実現を目指し働きかけを行う

１．施策の内容

２．取組状況

３．今後のスケジュール等

※一定の要件を満たす場合にＪＮＴＯ（日本政府観光局）がカテゴリー１～３
（３が最高）の認定を行い、サービス充実度の「見える化」を行っている

管内新幹線駅の観光拠点化推進ＷＧ（第１回）開催
管内全新幹線駅（１４駅）の現地調査を実施
各自治体等へ管内各新幹線駅の観光案内所現状
調査を実施 （11月末取り纏め完了）

新幹線駅の観光拠点化の進捗状況について①
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新幹線駅の観光拠点化の進捗状況について②

東
京
駅

宇
都
宮
駅

品
川
駅

那
須
塩
原
駅

新
横
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駅

熊
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駅
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駅

本
庄

早
稲
田
駅

上
野
駅
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崎
駅

大
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駅

上
毛
高
原
駅

小
山
駅

安
中
榛
名
駅

４．管内各新幹線駅（１４駅）の観光案内所設置状況
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【参考：観光立国推進基本計画①】

新たな観光立国推進基本計画（案）の概要案

インバウンド消費を更に拡大し、その効果を全国津々浦々に届けるため、③～⑤を新たに基本的な目標として設定。

○観光立国の実現に関する目標

＜観光を取り巻く状況＞
・外国人旅行者の訪問先の東京・大阪等を巡るルートへの集中
・世界の国際観光客の拡大が予測され、各国が誘致競争を繰り広げる中、

個人旅行の増加や消費行動の変化等、旅行者のニーズは日々変化
・外国人旅行者の急増に伴う受入環境の課題
・災害や事件・事故等のリスクへの対応 等

更に高いレベルでの観光先進国の実現に向けた取組が必要
・各地域に存在する多様な観光資源の磨き上げ
・国際競争力のある生産性の高い観光産業への変革
・全ての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる
環境整備 等

○観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針

① 国民経済の発展 ：観光を我が国の基幹産業へ成長させ、日本経済を牽引するとともに、地域に活力を与える。
② 国際相互理解の増進 ：観光を通じて国際感覚に優れた人材を育み、外国の人々の我が国への理解を深める。
③ 国民生活の安定向上 ：全ての旅行者が「旅の喜び」を実感できるような環境を整え、観光により明日への活力を生み出す。
④ 災害、事故等のリスクへの備え ：国内外の旅行者が安全・安心に観光を楽しめる環境を作り上げる。

「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年3月30日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）を踏まえ、観光は我が国の成長戦略の柱、
地方創生への切り札であるという認識の下、拡大する世界の観光需要を取り込み、 世界が訪れたくなる「観光先進国・日本」への飛躍を図る。

○観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

⑦日本人の海外旅行者数

基本計画の見直しの方向性

国内観光の拡大・充実

国際観光の拡大・充実

国際相互交流の推進

①国内旅行消費額

②訪日外国人旅行者数、③訪日外国人旅行消費額、④訪日外国人リピーター数、⑤訪日外国人の三大都市圏以外の
延べ宿泊者数、⑥国際会議の開催件数

②観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成
（観光経営人材の育成、観光地再生・活性化ファンドの展開 等）

①国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成
（世界水準のDMOの形成、旅行業法の改正、民泊サービスへの対応、
東北の観光復興、文化財・歴史的資源・自然等の観光資源としての活用、
景観の保全、国際拠点空港の整備、クルーズ船の受入拡充 等）

④観光旅行の促進のための環境の整備
（外国人観光旅行等の災害被害軽減 等）

③国際観光の振興
（訪日プロモーション、最先端技術を活用した出入国審査、通訳

ガイドの充実、ランドオペレーター登録制度、通信環境整備 等）
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観光による
国内消費
の拡大

１．国内における旅行消費額 30兆円 24.8兆円

（国内宿泊旅行消費額） 18兆円 15.8兆円

（国内日帰り旅行消費額） 6.5兆円 4.6兆円

（訪日外国人旅行消費額） ３兆円 3.5兆円

（雇用効果） 539万人 394万人【平成26年】

国際観光の
拡大・充実

２．訪日外国人旅行者数 1,800万人 1,974万人

（訪日外国人のゴールデンルート以外の地域*2における延べ
宿泊者数）

2,400万人泊 2,823万人泊

（訪日外国人旅行者に占めるリピーター数） 1,000万人程度 1,159万人

３．訪日外国人の満足度
大変満足45％程度、

必ず再訪したい60％程度
大変満足47.8％、

必ず再訪したい57.9％

４．国際会議の開催件数（UIA統計）
５割以上増（1,111件以上）、

アジア最大の開催国
634件、アジア3位

（ただし、ICCA統計ではアジア首位）

（国際会議、展示会、研修等参加の訪日外国人参加者数) 170万人 230万人

５．日本人の海外旅行者数 2,000万人 1,621万人

（若年層の日本人海外旅行者数） 300万人 254万人

国内観光の
拡大・充実

６．国内宿泊観光旅行の年間平均宿泊数 2.5泊 2.27泊

（国内宿泊観光旅行を行わない国民の割合）
40％程度

（そのうち、特に若年層の割合 40％）
46.8%

（若年層40.2%）

（若年層の国内宿泊観光旅行の年間平均宿泊数） ３泊 3.18泊

（三大都市圏以外の地方を主目的地とする国内旅行消費
額）

12兆円 10.6兆円

７．国内観光地域の旅行者満足度
大変満足・必ず再訪したい

をいずれも25％程度

大変満足19.8％、
必ず再訪したい14.9％

【平成26年】

【参考：観光立国推進基本計画②】

現行の基本計画（平成24年３月閣議決定）の目標の達成状況

*1: （）は参考指標。
*2: 「ゴールデンルート以外の地域」は東京、千葉、大阪、京都以外の地域を指す。

目標値を達成

目標の分類 観光立国の推進に関する目標*1 目標値【平成28年まで】 実績値（平成27年時点）
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１．国内旅行消費額 21兆円＜20.4兆円＞ 21兆円
宿泊18兆円、
日帰り6.5兆円

（国内宿泊観光旅行の年間平均宿泊数）
2.5泊＜2.27泊＞

（若年層３泊＜3.18泊＞）
2.5泊

（若年層３泊）

（国内宿泊観光旅行を行わない国民割合）
40％程度＜46.8%＞

（若年層 40％程度＜40.2%＞）
40％程度

（若年層 40％）

（三大都市圏以外の地方部*1における
日本人延べ宿泊者数及び旅行消費額）

3億1,000万人泊、12兆円
＜2億9,447万人泊、10.6兆円＞

【地方における国内旅行消費額】
12兆円

（国内観光地域の旅行者満足度） －*2 - 大変満足25％
必ず再訪したい25％

（雇用効果） 564万人分相当＜394万人(H26)＞ - 539万人分相当

２．訪日外国人旅行者数 4,000万人＜1,974万人＞ 4,000万人 1,800万人

３．訪日外国人旅行消費額 ８兆円＜3.5兆円＞ ８兆円 ３兆円

４．訪日外国人リピーター数 2,400万人＜1,159万人＞ 2,400万人 1,000万人程度

（訪日外国人の満足度）
「必ず再訪したい」

「再訪したい」の合計について
現行水準を維持＜93.3％＞

大変満足45％程度
必ず再訪したい60％程度

５．訪日外国人の地方部*3における延べ宿泊者数 7,000万人泊＜2,514万人泊＞ 7,000万人泊
【ゴールデンルート以外の地域】

2,400万人泊

６．アジア主要国における
国際会議の開催件数に占める割合

３割以上・
アジア最大の開催国
＜26.1%・アジア最大＞

【国際会議の開催件数】
５割以上増（1,111件以上）、

アジア最大の開催国

（MICE目的の訪日外国人旅行者数）*4 650万人＜403万人＞ （170万人）

７．日本人の海外旅行者数 2,000万人＜1,621万人＞ 2,000万人

（日本人の海外旅行者数（若年層）） 350万人＜254万人＞ 300万人

*1:三大都市圏は東京、千葉、埼玉、神奈川、愛知、大阪、京都、兵庫を指す。
*2;国全体としての目標は設定しないが、各地域において旅行者が再び訪れたくなる観光地域づくりを進める。
*3:基本計画及び観光ビジョンの目標の地方部は三大都市圏以外の地域、現行計画の目標の「ゴールデンルート以外の地域」は東京、千葉、大阪、京都以外の地域を指す。
*4: 現行計画の「国際会議」、「展示会」、「研修」、「インセンティブツアー」、「イベント」、「社内会議」目的の外国人旅行者数に加え、次期計画は「その他ビジネス」目的の外国人旅行者数も対象とする。

（見直し）

（見直し）

（見直し）

（見直し）

（見直し）

（見直し）

＜（）は参考指標＞

新たな基本計画の目標（案）
（目標年：平成32年）

＜青字：平成27年実績＞

＜参考＞
観光ビジョンの目標
（目標年：平成32年）

＜参考＞
現行基本計画の目標
（目標年：平成28年）

（見直し）

【参考：観光立国推進基本計画③】

新たな基本計画における観光立国の推進に関する目標（案）
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○国内外から選好される魅力ある観光地域づくり

・平成32年までに世界水準DMOを100組織形成するため、クラウドを活用したツールの開発・提供等による情報支援、人材育成プログラムの策定等に
よる人材支援、地方創生推進交付金等の財政金融支援を実施。

観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策として以下の施策を掲載。

○東北の観光復興

・平成32年までに東北６県の外国人延べ宿泊者数を150万人泊とする目標達成に向け、インバウンドを呼び込むために地域が行う観光資源の磨き上
げ、多言語案内表示板の設置等の受入環境整備等を支援するとともに、全世界を対象としたデスティネーションキャンペーン等を実施。

○文化財を中核とした観光拠点の整備

・「文化財活用・理解促進戦略プログラム2020」に基づき、地域の文化財を一体とした面的整備や分かりやすい多言語解説の整備などの取組を推進。
平成32年までに各種取組を1000事業程度実施し、文化財を中核とする観光拠点を200拠点程度整備。

○魅力ある公的施設の公開・開放

・赤坂や京都の迎賓館のみならず、我が国の歴史や伝統に溢れる公的施設を公開・開放し、日本の「粋」が尽くされた日本ならではの空間を世界に発
信。その他の公的施設についても、更なる公開・開放を引き続き検討。

○古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくり

・地域に残る古民家等の歴史的資源を観光まちづくりの核として再生・活用する取組を全国へ展開するため、意欲のある地域からの相談・要望に対し
て官民が連携して一元的に対応することにより、取組の円滑化及び高度化を図り、地域を再生。

１．国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成

○国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化

○滞在型農山漁村の確立・形成

・「農泊」の推進による農山漁村の所得向上を実現するため、農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実施できる体制を持った地域を平成32年までに
500地域創出。

・国立公園満喫プロジェクトを推進し、国立公園への訪日外国人旅行者数を平成32年までに1,000万人に。
・平成28年度に先行的、集中的に取り組む8つの国立公園を選定し、国立公園ごとに「ステップアッププログラム2020」を策定しており、上記目的達成
に向けた各種取組を計画的、集中的に実施。

○良好な景観に関する観光資源の保護、育成及び開発

・目に見える形での景観形成を促進する景観まちづくり刷新モデル地区を指定し重点支援。
・主要な観光地（原則として全都道府県・全国の半数の市区町村）において景観計画の策定を促進し、地域の魅力を増進、創出。

【参考：観光立国推進基本計画④】

政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策（案）
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○離島地域等における観光振興

・離島・半島地域、豪雪地帯において、地理的・自然的特性を生かしつつ、多様な交流を促進。
・特に、特定有人国境離島地域において、滞在型観光の促進に係る取組を支援し、観光業での雇用を創出・拡大。

○国際拠点空港等の整備等

・羽田空港の飛行経路の見直し等により、平成32年までに羽田、成田の空港処理能力をそれぞれ約4万回拡大。
・「地方イン・地方アウト」の流れを創出するため、着陸料軽減等の取組により、地方空港のゲートウェイ機能を強化、LCC就航を促進。

○クルーズ船受入の更なる拡充

○「観光地再生・活性化ファンド」の継続的な展開

・地域経済活性化支援機構（REVIC）のファンド組成が可能な間に「観光地再生・活性化ファンド」を最大限活用し、観光地の賑わいを創出。
・観光まちづくりに関する投資ノウハウ・人材支援に関する機能をREVICによるファンド組成終了後も安定的・継続的に提供できる体制を整備。

○地域独自の魅力を生かした旅行商品の創出

・第三種旅行業者や宿泊事業者等、地域に密着した事業者が着地型旅行商品の造成を取り扱いやすくするため、旅行業法を改正。

○民泊サービスへの対応

・住宅等を活用した民泊サービスについて、懸念される課題（治安、衛生、近隣トラブル等）に適切に対応しつつ、多様な民泊サービスの健全な普及が
図られるよう、必要な法整備を実施。

２．観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成

○観光の振興に寄与する人材の育成・宿泊業の生産性向上

・平成32年までに観光の経営人材を恒常的に育成する拠点を大学院段階（MBAを含む）に設置。
・地域観光の中核を担う人材の育成を地域の複数の大学と行い、育成拠点を地方へ展開。観光系大学のカリキュラムを変革。
・実務人材の育成のため、観光分野の専修学校等の活用も含め、人材育成・確保に向けた対応策を充実・強化。
・ICT化、自動化、業務運営体制の見直し（マルチタスク化、泊食分離、所有と経営の分離）等を進め、宿泊業の生産性を向上。

・ 「訪日クルーズ旅客を平成32年に500万人」の達成に向けて、既存ストックを活用したハード・ソフト両面の取組を進めるとともに、 官民連携による国
際クルーズ拠点の形成等を図ることにより、クルーズ船の受入環境の整備を推進。

○「地方創生回廊」の完備

・新幹線、高速道路、国内航空等の高速交通網を活用し、三大都市圏をはじめとする大都市圏と地方、また、地方と地方をつなぎ、快適な旅を実現す
る「地方創生回廊」を完備し、地方への外国人旅行者の流れを創出。

【参考：観光立国推進基本計画⑤】

政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策（案）
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○オールジャパンによる訪日プロモーションの実施

○最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現

○通訳ガイドの質・量の充実・ランドオペレーターの登録制度の導入

・日本各地の多様な魅力を体験する様子をグローバルメディアを活用して効果的に世界中に発信し、地方へ誘客。
・日本政府観光局のウェブページの外国人目線での更なる充実、スマホアプリの作成などICTを活用し、個人旅行者にもきめ細やかに情報を提供。
・日本政府観光局について、外国人有識者等からなるアドバイザリーボードの活用等により体制を強化。事業実施に当たっての成果の管理を徹底。
・在外公館等を活用した日本紹介事業に加え、ビザ緩和や現地国との友好年・周年事業等の各種機会を活用し、海外プロモーションを展開。

・入国審査待ち時間を活用して個人識別情報を前倒しで取得するバイオカートを平成29年度に成田等12空港に導入し、今後も対象空港拡大を検討。
・日本人出帰国手続における顔認証技術を活用した自動化ゲートを平成30年度以降に本格的に導入。
・ボディスキャナー等の先進的な保安検査機器を導入し、平成32年度までに主要空港へ順次導入拡大。

・通訳案内士法の改正により、業務独占を廃止し、名称独占のみ存続。通訳案内士以外の者による有償ガイド行為を全国において可能化。
・登録制等によりランドオペレーターの実態を把握するとともに、問題ある事業者に適切に指導・監督できる制度を導入。

○通信環境の整備促進

○外国人観光旅行者等の災害被害軽減

・平成31年度までに、防災拠点や被災場所として想定される公的拠点の約3万箇所に、無料Wi-Fi環境の整備を推進。
・平成30年までに、20万箇所以上で、事業者の垣根を越えてシームレスにWi-Fi接続できる認証連携の仕組みを構築。

・日本政府観光局のグローバルサイトにて、主要な災害の発生情報、空港・鉄道・高速道路等の状況、災害に遭った際の対応方法等の情報を発信。
・外国人旅行者向けに緊急地震速報等を通知するアプリ「Safety tips」の普及を促進、機能を向上。

３．国際観光の振興

４．観光旅行の促進のための環境の整備

○ビザ発給に係る要件の緩和

・政府全体で、プロモーションによる認知度向上や受入環境の整備と連動して、ビザの発給要件を戦略的に緩和。

【参考：観光立国推進基本計画⑥】

政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策（案）
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２．超高齢社会に対応した地域公共交通の再編

21
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地域公共交通施策
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図 関東地方の乗合バスの輸送人員の推移

出典：自動車輸送統計年報

図 公共交通の利用状況
【「自分で自由に運転できる車がある」と回答した人】

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

週に4～7回程度利用している 6.8% 7.9% 6.5% 6.7% 8.9% 11.2% 12.8%

週に1～3回程度利用している 4.3% 3.1% 3.9% 4.8% 4.7% 5.2% 5.6%

月に1～2回程度利用している 15.5% 16.0% 14.7% 15.7% 18.1% 17.9% 16.7%

ほとんど利用していない 73.3% 73.0% 74.9% 72.8% 68.3% 65.6% 64.9%
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週に4～7回程度利用している 週に1～3回程度利用している

月に1～2回程度利用している ほとんど利用していない

出典：関東運輸局「平成27年度交通・観光に対する市民意識調査」
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図 運転免許証保有率（年齢別）＜平成26年＞

出典：「平成26年運転免許統計」（警察庁）、「人口推計（平成25年10月1日現在）」（総務省） 22



4,037

2,341

1,680

2,681

0

5,510

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

4条

コミュニティバス

4条・デマンド 4条・その他 自家用有償

旅客運送（78条）

21条 無償運送

市
町

村
負

担
額

平
均

（
万

円
）

総団体数 ＝ 138

平均 5,036万円

団体数 74 55                61                 19                0  7                        

5,366

2,545
2,156

2,910

718

108
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

4条

コミュニティバス

4条・デマンド 4条・その他 自家用有償

旅客運送（78条）

21条 無償運送

市
町

村
負

担
額

平
均

（
万

円
）

総団体数 ＝ 97

平均 5,615万円

団体数 67 16                 31                1                   2                   2    

4,668

2,387
1,840

2,692

718

4,310

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

4条

コミュニティバス

4条・デマンド 4条・その他 自家用有償

旅客運送（78条）

21条 無償運送

市
町

村
負

担
額

平
均

（万
円

）

総団体数 ＝ 235

平均 5,271万円

団体数 141 71            92               20                  2                     9    

市町村が運行主体であるバス・デマンド交通等の市町村負担額

○コミュニティバスの市町村負担額の平
均は4,668万円、デマンドは2,238万円で
ある。（共に関東管内合計）

○コミュニティバスは東京圏内のほうが高
く、デマンドは東京圏内外ともほぼ同水
準である。

※H27年実績額(決算額)が無回答の場合は、H27年予算額かH28年予算額の値を用いた。
※「4条コミュニティバス」には乗合タクシーを含む。 ※「4条その他」とは運行補助等である。

【東京圏内】 【東京圏外】

【関東管内合計】【運行形態別・市町村負担額の平均】
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出典：関東運輸局「平成28年度関東管内における公共交通基礎調査」



・路線バス等の利用割合は、東京圏内では、高齢者の買い物、通院、その他私用で、東京圏
外では、高齢者の通院で相対的に高くなっている。

公共交通利用実態

関東管内の市民2,000人を対象にＷＥＢアンケート調査を実施
・日常の移動実態（移動目的、移動手段、外出頻度、移動時間帯、所要時間）、公共交通の利用及び非利用の

理由等を把握
・調査結果を東京圏内外別(東京駅から50km圏(概ね圏央道)の内外)で集計

移動目的別・高齢非高齢別・利用移動手段(代表手段)

注）ここでの高齢者は60歳以上、非高齢者は15歳～59歳としている。 24
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自転車 徒歩のみ

回答者数

n=  402

n= 43

n= 442

n= 193

n= 126

n= 106

n= 361

n= 151

20.3%

17.3%

5.5%

0.9%

3.7%

4.0%

20.6%

12.2%

1.3%

1.0%

2.7%

1.6%

7.5%

2.2%

3.3%

56.2%

57.1%

65.8%

61.4%

70.1%

49.6%

58.2%

61.0%

5.8%

14.3%

14.1%

18.3%

13.5%

20.8%

15.0%

15.4%

0.6%

0.3%

0.9%

1.2%

8.8%

4.1%

8.3%

8.1%

5.7%

8.4%

3.0%

4.5%

7.0%

7.1%

5.3%

8.4%

5.3%

8.8%

0.9%

2.4%

0% 25% 50% 75% 100%

通勤通学・非高齢者

通勤通学・高齢者

買い物・非高齢者

買い物・高齢者

通院・非高齢者

通院・高齢者

その他私用・非高齢者

その他私用・高齢者

鉄軌道 路線バス等 自家用車（自分で運転）

自家用車（同乗又は送迎） 送迎バス・タクシー バイク

自転車 徒歩のみ

回答者数

n= 626

n= 98

n= 780

n= 334

n= 244

n= 226

n= 632

n= 246

注）路線バス等＝高速バス、路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー、デマンド交通

【東京圏内】 【東京圏外】

出典：関東運輸局「平成28年度関東運輸局管内に
おける交通等の市民意識調査」



【参考】昨今の高齢者による自家用自動車の運転事故に関する報道

朝日新聞（11月13日）朝刊39面読売新聞（11月11日）朝刊39面
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道路交通法の改正の概要
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改正地域公共交通活性化再生法（平成26年11月施行）の概要

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） ･･･

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

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

改正地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

事業者と協議の上、
地方公共団体が
協議会を開催し策定

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

基本方針
国が策定
まちづくりとの連携に配慮

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

関係者相互間の連携と
協働の促進 等

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

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

27



地域公共交通活性化・再生法に基づく再編の例(常陸太田市)

■路線バス、市民バス（コミュニティバス）、みどり号（患者
輸送バス）、スクールバスが同じ時間帯に同じ路線を走
るなど、非効率なネットワーク。

■大きな運賃格差
（路線バス：最大1,690円、市民バス：200円、みどり号：無料）

■路線バスのルートが昼間の時間帯の買物・通院ニーズ
に対応していない。

■「西山荘」「竜神大吊橋」、「袋田の滝」といった観光資源
への公共交通アクセスが困難。

これまでの状況

取組概要

■市民バス、みどり号、スクールバスを路線バスに統合し、
ゾーン制運賃を採用

→利用しやすいダイヤ、増便を実現（週601便→673便）
→新たに市街地循環線新設
→昼間の時間帯の経路を、買物・通院対応の経路に変
更 。

■通勤、通学、通院ニーズがない土日祝日について、「西山
荘」「竜神大吊橋」「袋田の滝」を結ぶ広域的なバス路線を
新設。

新設の買い物・
通院路線

現行の
通学路線

〈平成２８年１０月実施〉
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勉強会型 （５５自治体） ➣再編の基本方針の重要性について理解を深める。個別相談等を通じて計画策定の準備を進める。

計画作成支援型等（２６自治体） ➣基本方針に従って、現地調査を実施し、計画案を検討。協議会運営、調整等も支援。

プロジェクトの概要

がんばる地域応援プロジェクト2016 ～より質の高い再編をめざして～

再編の基本方針

①ニーズを的確に把握する
・年齢階層別、性別やOD等の既存データの活用 ・インタビューの併用

②負担とｻｰﾋﾞｽのバランスを確保する
・利用者と財政の両方が持続可能な負担の範囲内でのサービス提供

③ニーズに柔軟に対応する
・例えば、ルートを柔軟に変更 朝夕：通勤通学客用、昼間：高齢者用

平日：通院・日常生活用、土日：観光用

④効率的なネットワークを形成する
・例えば、路線バス、コミバス等重複する交通機関の整理

ハブ＆スポーク型ネットワークへの再編

⑤地域ニーズを汲み上げるため住民参画を進める
・例えば、自治体・住民パートナーシップ協定

⑥まちづくりと連携する
・サービスレベルの向上、運賃割引などにより中心市街地活性化と連携

⑦交流人口を取り込む
・観光利用を踏まえた広域的な公共交通の整備

○ やる気はあるが、やり方がわからない自治体にノウハウを提供するとともに、住民や地方議

員の啓発、事業者との調整まで、自治体と一体となって再編を進める取り組み。

29



『がんばる地域応援プロジェクト２０１６』参加自治体一覧

茨城県 栃木県 群馬県 千葉県

つくば
みらい

市
石岡市 桜川市 栃木市 高根沢町 足利市 佐野市 小山市 栃木県 高崎市

みなか
み町

玉村町 太田市 佐倉市 東金市 木更津市 旭市 銚子市 山武市

55自治体

千葉県 埼玉県

市原市 横芝光町 白井市 茂原市 多古町 君津市 柏市 千葉県 習志野市 八千代市 富津市 所沢市 吉川市 三郷市 松伏町 本庄市 川口市 横瀬町

東京都 神奈川県 山梨県

東京都 多摩市 日野市
世田谷

区
愛川町

横須賀
市

中井町 松田町
相模原

市
二宮町 平塚市

小田原
市

伊勢原
市

山梨県 笛吹市 甲府市 山梨市 北杜市

茨城県 栃木県 群馬県 千葉県

常陸太
田市

水戸市 潮来市 行方市 筑西市 稲敷市 城里町 竜ヶ崎市
宇都宮

市
那須塩
原市

大田原
市

前橋市
大多喜

町
南房総

市
八街市

大網白
里市

長南町

埼玉県 東京都 神奈川県

さいたま
市

ときがわ
町

小川町 寄居町 吉見町 草加市 東秩父村 大田区 大和市

勉 強 会 型

計画作成支援型等 26自治体
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がんばる地域応援プロジェクト２０１６実績

１．勉強会１．勉強会

２．個別訪問２．個別訪問 ３．市幹部職員・市議会議員等向け講演３．市幹部職員・市議会議員等向け講演

○地域公共交通再編のポイントについて、先進事例を交えながら情報提供をした。

○網形成計画作成予定自治体を個別訪問し相談に応じた。 ○市議会議員・市幹部職員への意識啓発を実施した。

【第１回勉強会】H28.8.29~9.14
①がんばる地域応援ＰＪ2016勉強会概要
②地域公共交通再編の必要性
③ニーズ把握における調査の重要性
④住民参画は持続性のカギ
⑤交流人口の取込の重要性
⑥グループディスカッション
⑦個別相談

【第２回勉強会】H28.11.18~12.5
①運輸局からの優良事例紹介

玉野市・鳥取県西部地域
②先進事例自治体からの発表

千歳市・常陸太田市・中津市
③地域公共交通マイスター講話

高橋マイスター・保坂マイスター
為国マイスター

④個別相談

【第３回勉強会】H29.2.14
①再編実施計画の認定を見据えた網
形成計画に求める視点
②国庫補助のポイント説明
③高齢者運転事故の頻発を踏まえた
交通事故防止対策

評

価

○勉強会の内容に関して、「非常に参考になった」・「参考になった」９７．３％
○先進自治体の担当者から、実務上苦労した点や失敗談を話していただき大変参考になった。
●自治体担当者だけでなく、交通事業者側の話も聞いてみたい。
●一定の人口規模を有する都市型自治体の優良事例を聞きたい。
●調査の重要性は理解できたので、調査の技術的な部分を勉強したい。

【訪問自治体】H28.10.18~11.16
埼玉県 草加市・吉見町
千葉県 長南町・大網白里市・八街市
茨城県 稲敷市・城里町・行方市・潮来市・筑西市
栃木県 大田原市

評

価

【那須塩原市】H28.5.10 市幹部職員向け講演
H28.10.12 市一般職員向け講演
H28.10.25 市議会議員向け講演

【富津市】H28.11.1 市幹部職員向け講演

○地域の課題に応じた施策実施や補助メニュー活用の
提案を行い、自治体担当者の負担を軽減した。
○計画作成においては「属性別にニーズを把握するこ
と」「施策を具体的に記述すること」が重要であると
助言することにより、より実効性の高い計画が作成さ
れた。

○市幹部職員や市議会議員が
公共交通に関する共通理解を
有することで、今後の議論が
スムーズに進むことが期待さ
れる。

※勉強会アンケートより

評

価

戦略数値目標
網形成計画作成数104件
→2017年3月15日時点 35件
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「がんばる地域応援プロジェクト2017」のポイント

進め方の変更点

○３つの型の設定
・勉強会型・・・・・・次年度以降に網形成計画の策定を予定する自治体に年３回の勉強会に参加。
・個別支援型・・・・当該年度に網形成計画の策定を予定する自治体に個別に訪問し、助言等を実施。
・総合支援型・・・・個別プロジェクトを抱える自治体に対して、必要に応じて助言等。（実績なし）

○実施時期 ： 夏以降
・勉強会型・・・・・・８月～２月にかけて３回の勉強会を実施。
・個別支援型・・・・１０月～１１月にかけて自治体に訪問。

内容

◇目標 ： 具体的な再編イメージが提示された地域公共交通網形成計画が関東管内のスタンダードとなるようにする。

訴えかけのポイント

◎地域公共交通の利用者の需要（＝ニーズ）を的確に把握することが何よりも重要。

⇒ 〈効果〉再編の方向性が明らかになるだけでなく、定量的なデータを示すことで説得性をもって各所に説明可能。

【ニーズ把握の基本となる３つの事項】

①既存の地域公共交通の利用実態の把握 ＝ 効率化の観点から既存バス路線の再編の検討に寄与
Ｅｘ）時間ごとの各バス停での乗降実態、各路線の時間・年齢別の利用実態

②地域住民の移動実態の把握＝ 潜在需要に応じた新規のバス路線の検討に寄与
Ｅｘ）家族送迎による高齢者の買物や通院に関するＯＤ調査

③地域公共交通に対する住民意識（要望）の把握 ＝ 運賃などのバス路線の引き方以外の利便性向上にも寄与
ポイント） 公共交通利用者（潜在利用者を含む）の声が明らかになるような調査が必要。

住民全体の集計結果は利用者の声を埋もれさせてしまう恐れ。

・勉強会の内容や個別訪
問は、計画策定の予定年
次と関係なく、各々の自治
体の事情により必要となる
こと。

・年度当初から計画策定に
取り組む自治体が多く、プ
ロジェクトとの開催時期との
整合性がとれてないこと。

・３つ型を統廃合して勉強会に１本化し、必要に応じて個別に自治体訪問。
・年度当初からプロジェクトを実施。 32



高齢者の生活の足として地域公共交通構築のポイント
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具体的な取組内容

○ 訪日旅行者の公共交通情報の取得に関する実態調査および意識調査を行った上で、都内主要駅（出発地）か
ら観光地を経由して帰着地（＝出発地）に至るまでの公共交通機関を利用した移動情報を提供するための情報
提供フォーマットを作成。

○ 情報提供フォーマットを用いて選定した３０カ所の観光地を含む具体的ルートを示すコンテンツを作成し、
当該観光地のＨＰや関東観光広域連携事業推進協議会のＨＰに掲載し、実際に訪日外国人利用してもらい、効
果を検証。

○フォローアップ調査
・コンテンツを利用・閲覧した外国人旅行者へWebアンケート調査の実施
・ＨＰアクセス数調査
○効果検証
・フォローアップ調査の結果を踏まえ、情報コンテンツの改善点の整理や、情報提
供フォーマットの利用促進に関する働きかけを各観光地に実施。

４．効果検証

○調査手法
・フォーマット等の作成に当たり、
成田・羽田空港で外国人旅行者に
ヒアリング調査を複数回実施

（→120の回答サンプルを取得済）

○主なヒアリング内容
・日本滞在時に使用する公共交通機
関情報の入手方法。

・公共交通機関情報の取得に関する
不便事項、不満事項。

・情報提供フォーマット(案)に関す
る不備・改善点。

２．情報提供フォーマットの作成

○コンテンツの作成

・関東観光広域連携事業推進
協議会のガイドマップから30
の観光地を選定し、情報提
供フォーマットを用いたコ
ンテンツを作成。
(→英語、繁体語、簡体語、

韓国語、タイ語)
○情報発信
・選定対象の観光地、関東観
光広域連携推進協議会ＨＰ
から外国人に情報を発信。

３．実証事業の実施１．外国人へのヒアリング
※本工程はあくまで想定であり、行動時間や利用する交通機関の状況によって大幅に変更になる可能性があります
※！マーク箇所の交通機関は運行本数が少ないため、利用する時間帯によってはその他交通機関の利用もご検討下さい

WiFi

（City WiFi)

10:03 □Tokyo　Station / No,7 Platform 〇

¥970 51Min ↓JR JobanLine  Special Rapid bound for “Tsuchiura” 

10:54 □Ushiku Station ー
change

11:00 □Thebus stop “Ushikusta.”(East Gate TrackNo.2) 〇

¥680 23Min ↓Kantetsubus bound for “UshikuDaibutsu/UshikuJoen” or “Ami premium outlet”

11:23 □The busstop “UshikuDaibutsu” -

13:54 □The bus stop “UshikuDaibutsu 〇

¥680 23Min ↓Thebus stop “UshikuDaibutsu” Kantetsubus  bound for “Ushikusta. East Gate”

14:17 □The bus stop “Ushikusta. East Gate” ー
change

14:27 □Ushiku　station(Track No.1)  / No,１ Platform 〇

¥200 10Min ↓JR JobanLine  Local bound  for “Tsuchiura”

14:38 □Arakawa-okista ー
change

15:13 □The busstop “Arakawa-okista. East Gate” ×

¥340 15Min ↓Kantetsubus  bound for “” or “Tsukuba Center”

15:28 □The bus stop “NIMUS” -

17:35 □The bus stop “NIMUS” 〇

¥340 20Min ↓Kantetsubus  bound for “Arakawa-okista. West Gate”

17:53 □The busstop “Arakawa-okista. West Gate” ー
change

18:06 □Arakawa-okista 〇

¥1,140 69Min ↓JR JobanLine  Local bound  for “Ueno”

19:11 □Ueno　Station / No,12 Platform -
change

19:15 □Ueno　Station / No,7 Platform 〇

5Min ↓JR JobanLine  Special Rapid bound for “Atami” 

19:20 □Tokyo　Station ー

Tsukuba Space Center 

②From UshikuDaibutsu(Buddha)To Tsukuba Space Center 

③From Tsukuba Space Center To Tokyo or Akihabara

JR JobanLine

KantetsuBus

KantetsuBus

JR JobanLine

KantetsuBus

○

 UshikuDaibutsu ○

One Day Trip 

Total Time:
9hour40minutes(Return to Tokyo)  Total Fares:4,047 )

Total Fares: \4,350-

IC-Card time table
①From Tokyo sta. To UshikuDaibutsu(Buddha)

KantetsuBus

JR JobanLine

JR JobanLine

!

取組フロー

【掲載内容】

○出発地→観光地→
帰着地の一括の公
共交通情報

○経路概略図

○ Wi-Fi 情 報 、 IC
カード使用可否な
どの有用情報

公共交通情報

経路概略図

有用情報

訪日外国人向けの一貫した公共交通の経路情報提供に係る実証事業

戦略数値目標
“Tokyo & Around Tokyo” Guidebookに掲載され
ている観光地の公共交通の整備率：100%
→2017年2月末時点 90.3％ 34



関東管内の旅客施設・車両等におけるバリアフリー化の推移
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平成２２年末 平成３２年度末

利用者5,000人
以上原則100%

○１日当たりの平均的な利用者3,000人以上を原則100％
　　この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う
○その他、地域の実情に鑑み、利用者数のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

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

総車両数の約50% 総車両数の約70％

利用者5,000人
以上原則100%

○１日当たりの平均的な利用者3,000人以上を原則100％
○その他、地域の実情に鑑み、利用者数のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

平成27年100% 項目を削除

総車両数の
約30％

総車両数から適用除外認定車両数を除いた約70％
（ノンステップバスの目標については、対象から適用除外認定車両（リフト付きバス等）を除外）

目標なし 適用除外認定車両数の約25％

利用者5,000人
以上原則100%

○１日当たりの平均的な利用者3,000人以上を原則100％
○離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化
○その他、地域の実情に鑑み、利用者数のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

平成32年度末
整備目標と同じ

○総隻数の約50％
○１日当たりの平均的な利用者5,000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100％
○その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

利用者5,000人
以上原則100%

○１日当たりの平均的な利用者3,000人以上を原則100％
○その他、地域の実情に鑑み、利用者数のみならず利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

総機の約65％ 総機の約90％

タクシー 約18,000台 約28,000台

道　路 原則100% 原則100％

約45% 約60％

約35％ 約60％

約30％ 約45％

路外駐車場 約40％ 約70％

建築物 約50% 約60％

信号機等 原則100% 原則100％

鉄軌道

鉄軌道駅

ホームドア・可動式ホーム柵

鉄軌道車両

バ　ス

バスターミナル

ノンステップバス

リフト付きバス等

駐車場

便所

特定路外駐車場

不特定多数の者等が利用する建築物

船　舶

旅客船ターミナル

旅客船

航空機

福祉タクシー

重点整備地区の主要な生活関連経路
を構成する道路

主要な生活関連経路構成する道路に
設置されている信号機等

バリアフリー化の目標

乗合バス

低床バス

航　空
航空旅客ターミナル

都市公園

移動等円滑化園路

移動等円滑化の促進に関する基本方針において、旅客施設、車両等のバリアフリー化の整備目標を設定。

【参考】旅客施設・車両等のバリアフリー化の整備目標の考え方
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

山梨

関東

全国

44%

50%
43%

21%
45%

55%

62%
50%

44%
51%

関東管内の作成率

注）上記表共に ①作成済みの数にあっては、1日の利用者数が5,000人以上の旅客施設をもつ市区町村のうち、基本構想の作成済み数。
②市区町村数にあっては、1日の利用者数が5,000人以上の旅客施設をもつ市区町村の数。

＜国土交通省総合政策局安心生活政策課HP公表数（基本構想作成予定等調査：平成27年3月31日現在）より作成＞

市町村は区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想を作成することが

できる。＜高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律：（第２５条）＞
関東ブロックの作成率は４４％であり、全国平均を下回っている状況。
基本構想の作成済み市区町村数は、８４と全国で最も多いが、分母となる「1日の利用者数が５，０００人以上の旅客施設をもつ市区町

村」が多いことが作成率低調となる一因。
また、関東管内の作成率を見ると、全国平均を上回っているのは、神奈川と東京のみで、地域に偏りがある。

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 関東 全国
作成率 44% 50% 43% 21% 45% 55% 62% 50% 44% 51%
作成済み 7 5 3 10 14 27 16 2 84 253
市区町村数 16 10 7 48 31 49 26 4 191 493

【平成２８年度】『バリアフリー基本構想策定支援セミナー』

日 時：平成２８年１０月２８日（金） １４：００～１６：３０

場 所：九段第３合同庁舎 国共用会議室

参加者数： １０６名

〔 自治体 ５５名 、交通事業者等 ４６名 、その他 ５名 〕

基調講演 ：

「バリアフリー基本構想の継続的な取り組みと

更なる気づきのアプローチ」

日本大学理工学部 教授 藤井 敬宏 氏

事例発表 ：

「北区バリアフリー基本構想」

東京都北区まちづくり部都市計画課 寺田 雅夫 課長

情報提供 ：

「関東管内におけるバリアフリー基本構想の策定状況等について」

関東運輸局交通政策部消費者行政・情報課

「バリアフリー化の支援制度（社会資本整備総合交付金）」

関東地方整備局企画部広域計画課

ソフト面の対策①：バリアフリー基本構想の策定状況
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【平成２８年3月31日現在】

「心のバリアフリーの推進（バリアフリー化の促進に関する国民の理解・協力の推進等）」
高齢者や障害者等、移動に様々な困難を抱える方が、安心して公共交通機関等を利用し、自立した社会生活を送ることができる環境づく
りの一環として、快く手助けをできる「心のバリアフリー」社会の実現を目指す。
＜高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律：（国の責務：第４条第２項、国民の責務：第４条）＞

48 294 
1,204 

1,862 2,683 3,920 
5,479 6,592 

8,980 
10,076 

11,279 
12,869

14,849 
17,845 

20,190 

1 
6 22 36 53 69 
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200
220
240
260
280
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320

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

参加者数開催件数 関東管内バリアフリー教室開催回数及び参加者数（累計）

参加者累計

回数累計

小学校, 
128 

中学校, 10

高校, 13
大学（専

門、短大含

む）, 23

教師, 21

一般, 104
小学校

中学校

高校

大学（専門、短大

含む）
教師

一般

バリアフリー教室参加者内訳

■平成２８年度（１月末時点）
開催回数：本局 ５ 回

支局２９回 合計３４回
参加者数：本局２７０名

支局２，２０２名
合計２，４７２名

平成１３年度より、局・管内支局において、小・中・高・大学生、教師、一般を対象に実施。

■教室の主な内容
・視覚障害者疑似体験
白杖、アイマスク、点字ブロック等を使用して、視覚障害及び介助
の疑似体験を行う。

・車いす疑似体験
車いすを用いて、介助及び乗車の体験を行う。

・高齢者疑似体験
疑似体験セットの装着に時間がかかることから、教室での開催が限られ
る。

ソフト面の対策②：バリアフリー基本構想の策定状況
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心のバリアフリーの効果的・持続的な推進

バリアフリー化を進めるためには、ハード面の整備のみならず、国民ひとり一人が高齢者や障害者の困難さを、自らの問題として認識し、その社
会参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」を推進する必要があるが、小学生等の比較的物事を柔軟に考えられる時期に、心のバリアフリー
を学ぶことは、非常に重要であり、かつ効果的であると思われる。

このため、少しでも多くの小学校等で「総合的な学習」の時間等に、先生から生徒に「心のバリアフリー」について教えることにより、心のバリアフ
リーの効果的・持続的な推進を図るため、「こころのバリアフリーガイドブック」を作成し、教育委員会等を通じて有効活用を図っている。

作成から時間が経過し、現在の状況に合わない部分も出てきている。
こころのバリアフリーガイドブックを改訂し、内容の見直し、充実化を図って、更なる有効活用を促進する。

【インターネットによるPR】
○関東運輸局ホームページ
・生徒用ガイドブックのダウンロード
・教師用ガイドブックの紹介

【小学校等への周知】
○都県教育委員会へ周知、ガイドブックの送付
→市区町村教育委員会から各小学校等へ周知
○校長会等でプレゼン

【教職員への周知】
○教職員対象バリアフリー教室を開催しガイド
ブックを配布

【小学校等への周知】
○都県教育委員会へ周知、ガイドブックの送付
→市区町村教育委員会から各小学校等へ周知
○校長会等でプレゼン

【教職員への周知】
○教職員対象バリアフリー教室を開催しガイド
ブックを配布

周知活動 広報活動

「こころのバリアフリー」ガイドブック（教師用解説書） ２０１０年３月発行

小学校等で「総合的な学習」等の時間に、「こころのバリアフリー」ガイドブックを教材とした授業の実施

ソフト面の対策③：こころのバリアフリーガイドブック改定
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国土交通省（本省）：全国バリアフリーネットワーク会議

＜構成員＞ 学識経験者（座長） ・ 委員（高齢者、障害者団体） ・ 施設設置管理者 ・ 地方自治体 ・ 関東地方整備局 ・ 関東運輸局

【事務局】： ・関東地方整備局・関東運輸局

有識者、高齢者・障害者団体、施設設置管理者、地方自治体等の関係者が一堂に会し、バリアフリー法に基づく取り組み
の現状把握、課題の抽出、対応方策の提案や意見交換等を行うことにより、互いの取組みに理解を深め、バリアフリーの現
状や課題を共有し、互いによりよい協力関係を築き、地域の実情に応じたきめ細かいバリアフリー化の進展に寄与すること
を目的に平成２１年度より開催。

＜会議内容＞ 講演、意見交換、情報提供、他

［座長］・東京運輸支局 ：H28.11.28 （早稲田大学 森本先生）
・神奈川運輸支局：H28.11.28 （横浜国立大学大学院 中村先生）
・千葉運輸支局 ：H28.11.25 （日本大学 藤井先生）
・埼玉運輸支局 ：H28.11.  7 （東洋大学 高橋先生）
・茨城運輸支局 ：H28.12.  2 （茨城大学 山田先生）
・群馬運輸支局 ：H28.11.21   （公立前橋工科大学 湯沢先生）
・栃木運輸支局 ：H28.12. 9 （宇都宮大学大学院 大森先生）
・山梨運輸支局 ：H28.11.25 （山梨大学大学院 佐々木先生）

【支局】平成２７年度開催

情報提供・報告

平成２８年１２月１３日
＜会議内容＞ 講演、鉄軌道駅安全対策、取組紹介

意見交換、他

［座長］：中央大学研究開発機構 秋山教授

ネットワークの構築 （現状把握、課題の抽出、対応方策の検討や提案等）

【本局】平成２８年度開催

＜意見交換・情報の 共有＞
○委員等からの意見・要望 （高齢者、障害者団体等からの意見・要望）
○地域におけるバリアフリー化に関する進捗状況、先進事例等の情報提供

（施設設置管理者や自治体等からの取り組み事例）
○国の取り組み及び施策情報等の提供

（各委員からの意見等に対する回答、バリアフリー施策の情報提供、会議概要の公表（HP））

情報提供・報告

各委員からバリアフリー関連情報の収集。本省への情報共有。情報の発信。

ソフト面の対策④：バリアフリーネットワーク会議の開催
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車椅子用階段昇降機 ノンステップバス リフト付きバス 福祉タクシー

整備事例

【28年度支援実績】
ノンステップバス導入 ５２０台 ホームドア ３３件
バスロケーションシステムの導入 １５件 駅エレベーター １８件
ICカードシステムの導入 ５件 内方線付き点状ブロック １１件
バス待合施設の整備 １件
UDタクシー導入 ３７件
※交付決定ベースの件数（平成29年2月末日現在）

ホームドア 駅エレベーター内方線付きJIS規格点状
ブロック

【支援制度概要】

○制度 ： 地域公共交通確保維持改善事業
訪日外国人旅行者受け入れ環境整備緊急対策事業 により支援

○対象 ： ホームドア、駅エレベーター、点字ブロック、ノンステップバス、リフト付バス、
福祉タクシーの導入 など

○ 補助利率 ： ３分の１など
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○競技会場周辺エリア等の連続的・面的なバリアフリー化の推進

ユニバーサルデザインの街づくり （東京）

○主要鉄道駅・ターミナル等におけるバリアフリー化の推進 ○リフト付バス・ＵＤタクシー車両等の導入促進

空港から競技会場等に至る連続的かつ面的なバリアフリーを推進、世界水準での重点的なバリアフリー化を実現

【行動計画 主な施策（国交省関連）】

○東京大会は共生社会の実現に向けて社会構造を変える絶好の機会。成熟社会における先進的な取組を世界に示す契機
○「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、 社会的障壁を取り除くのは

社会の責務であるという「障害の社会モデル」の考え方を共有し、全国で、人々の心にある障壁の除去に向けた取組（心のバリア
フリー）及び物理的障壁や情報にかかわる障壁の除去に向けた取組（ユニバーサルデザインの街づくり）を進めるべき

＜渋谷再開発＞

・大会関連駅のエレベーター増設や
ホームドア整備等への重点支援

・都内主要ターミナル（新宿、渋谷、
品川、虎ノ門等）において、都市再
開発の中でバリアフリー化を推進
（2020年までの供用目標）

○成田空港、羽田空港国際線ターミナル等の

バリアフリー化の推進

・成田空港・羽田空港国際線ターミナルにおける世界トッ
プレベルのユニバーサルデザイン化に向け、今年度中
に数値目標を設定し、取組を具体化

・ＵＤタクシー乗降の利便性向上に向け、羽田空港国際線
ターミナルタクシー乗り場の再配置を今年度中に完了

・空港アクセスバスのバリアフリー化、ＵＤタクシーの導入促進
を支援。東京23区で2020年に25％のＵＤタクシーを目指す

・オリパラ特別仕様ナンバープレートの寄付金を活用し、更な
るＵＤタクシー等の導入促進（数値目標の見直しも検討）

＜北参道駅＞

＜ホームドア＞ ＜エレベーター＞

・都心～臨海部BRT計画
（2019年運行開始予定）
へのバリアフリー新技術
の導入検討(今年度、実
証実験等を実施)

＜正着性を高める
バリアフリー縁石＞

・アクセス道路について、重点整備区間を決定の上、
バリアフリー化を重点支援

パラリン
ピックエ
ンブレム

〈バリアフリー化実施例〉

・主要な都市公園について、2020年までにバリアフリー化。
特に高水準のバリアフリー化を達成するものに対し
モデル事例として整備を図ることを検討

・主要建築物におけるトイレの実態調査（今年度）に基
づき、 トイレのバリアフリー化、活用を推進

＜競技会場周辺道路（イメージ）＞

・観光バス等の貸切バスについて、リフト付きバス等のバリア
フリー車両の導入促進策等を検討

【参考】ユニバーサルデザイン2020行動計画概要①
「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」（2017年2月20日）決定
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ユニバーサルデザインの街づくり （全国各地）

心のバリアフリー
○交通・観光分野における接遇の向上と職員研修の充実

超高齢社会への対応、地方への観光誘客拡大等の観点から、全国のバリアフリー水準を底上げし、東京大会のレガシー化

○公共交通機関等のバリアフリー化
鉄道、旅客船ターミナル、空港、バス・タクシー等におけるバリアフリー化の
更なる推進

・鉄道の車椅子利用環境（待ち時間等）の改善（今年度中に検討会設置）

【参考】ユニバーサルデザイン2020行動計画概要②

・接遇ガイドライン・マニュアルを29年度中に作成
・交通事業者等の行う研修を充実

・主要旅客船ターミナルにおける陸上交通機関からの連続的な
バリアフリー化状況を今年度中に点検し、バリアフリー化を促進

・ハンドル型電動車椅子の鉄道車両等への乗車要件見直し（今年度末
目途に結論）

○観光地のバリアフリー化

・高齢者、障害者等の旅行支援を行うバリアフリー旅行相談窓口を拡大

障害のある人が訪れやすい観光地づくりに向け、観光地エリア全体の面的なバ
リアフリーを推進

・観光地のバリアフリー状況について統一指標によりモデル評価（今年度）

○都市部等における複合施設（大規模駅や地下街等）を
中心とした面的なバリアフリーの推進
地域の中核となる施設を中心に連続的かつ面的なバリアフリーを推進

・主な道路1700kmを引き続きバリアフリー化（2020年までの完了目標）

・パーキングパーミット制度の導入促進に向け、検討会を設置 等

・更に主要鉄道駅等周辺の道路について、バリアフリー化の実態調査を実施・
公表し、各市町村のバリアフリー化の取組を支援

・地域における重点的・一体的なバリアフリー化に資するバリアフリー基本構想
の作成ガイドブックを改訂し、市町村による計画策定を促進

○トイレの利用環境の改善

・ガイドライン等を改正、利用者分散に向け機能分散・充実を促進（今年度、29年度）

様々な障害のある人にとって利用しやすいトイレ環境の整備

・トイレ利用のマナー改善に向けたキャンペーンを実施

○ＩＣＴを活用したきめ細かい情報発信・行動支援

・空港から競技会場までの移動支援に向け、今年度より、歩行者のための移動支援
サービスの実証実験を実施（東京駅周辺等４箇所）。民間事業者との連携を強化し、
移動支援サービスの普及を促進

ICTを活用し、障害のある人等が自立して移動できる環境の整備

・関西空港、中部空港、新千歳空港、那覇空港等のバリアフリー化
について、今年度中に数値目標を設定し、取組を具体化 等

・バリアフリールート・所要時間を提供する乗換検索システムや、鉄道車両内における
障害者向け走行位置案内アプリの実現に向け、今年度に技術調査等を実施 等

○バリアフリー基準・ガイドラインの改正
義務付け基準やガイドラインを改正し、全国の交通施設・建築施設のバ
リアフリー水準を底上げ
・交通バリアフリー基準・ガイドライン改正

（29年度中目途）

・建築物に係る設計標準の改正
（今年度内目途）

鉄道車両の車いすスペース設置箇所拡大、
ホテル客室の指針見直し 等

・「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」中間取りまとめ(28年12月)に
基づき、ホームドアの設置、駅員の声掛け等により駅ホームの安全性を向上

○バリアフリー法を含む関係施策の検討
施行後10年が経過したバリアフリー法を含む関係施策について検討

・バリアフリー法を含む関係施策について、共生社会の推進や一億総活躍
社会の実現の視点も入れつつ、平成29年度中に検討、そのスパイラル
アップを図る
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３．労働力不足に対応した国際競争力を
強化するための物流効率化・高度化
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「物流生産性革命」の推進

・近年の我が国の物流は、トラック積載率が４１％に低下するなど様々な非効率が発生。
生産性を向上させ、将来の労働力不足を克服し、経済成長に貢献していくことが必要。
・そのため、①荷主協調のトラック業務改革、自動隊列走行の早期実現など 「成長加速物流」、

②受け取りやすい宅配便など「暮らし向上物流」を推進し、
物流事業の労働生産性を２割程度向上させることを目標とする。

80.4%

【再配達の発生割合】

約81万個

約333万個

再配達なし

（平成26年12月 宅配事業者3社によるサンプル調査）

再配達あり

19.6%

我が国の物流を取り巻く現状

（出典）国土交通省「自動車輸送統計年報」

■宅配便の約２割は再配達

【数値目標】 物流事業（トラック・内航海運・貨物鉄道事業の合計）の就業者１人・１時間当たりの付加価値額※を将来的に全産業平均並み
に引き上げることを目指して、2020年度までに２割程度向上させる。※ 人件費、経常利益、租税公課、支払利息、施設使用料の合計

■天井高さ３ｍでは、７０％以上の
路線トラックが屋内駐車場に入れない

■１運行で２時間弱の
手待ち時間が発生

■トラックの輸送能力の
約６割は未使用

40.9%

■約４割の荷役業務で
対価が支払われていない

料金収受率
１９．５％

現場での依頼
（９．５％）

料金収受率
７１．２％ 料金収受率

５４．０％

（料金収受率）

書面契約
（５８．２％）

事前口頭契約
（３２．３％）

対価の支払いなし 39.3%

（出典：平成27年度 国土交通省・厚生労働省による実態調査）

『成長加速物流』 ・・・・（施策の例） 「荷主協調のトラック業務改革」、「中継輸送を含む共同輸配送の促進」、「自動隊列走行の早期実現」等

『暮らし向上物流（施策の例）』 ・・・・ 「受け取り安い宅配便（宅配ロッカー）」、「身軽な旅行を実現する物流（手ぶら観光）」、

「過疎地でも便利な物流」、「ドローンによる荷物配達」

「国土交通省生産性革命プロジェクト」関係ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_tk_000021.html
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関係機関と連携した物流効率化の推進①

【物流拠点の高度化】
〇計画認定件数：７件（モーダルシフト４件、輸配送の共同化２件、輸送網の集約１件）
〇改正総合物流効率化法の周知

①説明会を開催（２回／参加者383名）
②荷主意見交換会（4回）において説明
③運輸局幹部から物流事業者等トップへの働きかけ

〇物流事業者、荷主企業との意見交換会等の実施

〇2016年度施策の取組状況

【宅配便の再配達削減】
〇宅配ロッカー設置箇所数 ヤマト運輸（株）：管内154箇所／全国170箇所、日本郵便 （株） ：管内33箇所／全国38箇所
〇道の駅を活用した再配達削減社会実験

宅配ロッカーを「道の駅」に設置し、地方部での再配達削減のスキームの可能性を検証
（１）実施主体：国、自治体、佐川急便（株）、日本郵便（株）、ヤマト運輸（株）他
（２）実施場所：道の駅「庄和」（埼玉県春日部市） （３）実施期間：平成28年10月～平成30年3月末

【貨客混載による旅客鉄道の活用】
〇東京メトロ有楽町線を活用した貨客混載実証実験（有楽町線～東武東上線）

（１）参画：東京地下鉄（株）、東武鉄道（株）、佐川急便（株）、日本郵便（株）、ヤマト運輸（株）
（２）輸送区間：① 拠点間輸送 車両基地間（新木場～和光又は森林公園検修区）

② 拠点～駅間輸送 途中駅（新富町駅、銀座一丁目駅、有楽町駅）で荷を降ろし、地上部まで搬送
（３）実施期間：平成28年9月9日～10月15日の金・土曜日 合計10本

【京浜港の広域集荷体制の構築】
○京浜港寄港航路・・・平成29年4月より「北米基幹航路」 1便増（横浜港）

北米基幹航路２２→２３（東京港14.5、横浜港7.5→8.5）、欧州基幹航路２（東京港１、横浜港１）
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関係機関と連携した物流効率化の推進②

〇関東交通観光戦略2016-2017 2017重点項目背景

〇2017年度施策の取組

〈総合効率化計画認定状況〉

〇計画認定件数：７件（モーダルシフト４件、輸配送の共同化２件、輸送網の集約１件）

【関係者と連携した物流効率化の推進】

〇「関東ブロック物流効率化促進連絡会（仮称）」

〈構成〉関東経済産業局、関東農政局、関東運輸局、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

荷主連携による共同配送、モーダルシフトの推進のため、関係機関が連携し、マッチングの場、セミナー等を開催

〇改正総合物流効率化法の周知及び優良事例の紹介

⇒ 物流総合効率化の更なる案件形成につなげる

【宅配便の再配達の削減】

〇東京圏の駅などにおける各社共通の宅配ボックス設置を促進する。

「物流生産性革命の推進」

物流分野における様々な非効率性（トラック積載率41％等）の解消による生産性の向上による労働力不足の克服

単独事業者で対応するのは限界 物流に関係する多様な関係者の連携・協力が必要
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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
められています。このため、国土交通省では、「物流総合効率化法」に
基づく制度により、２以上の者の連携を前提に、モーダルシフト、輸配
送の共同化、トラック予約受付システムを活用した輸送網の集約など、
物流の環境負荷の低減及び省力化を図る事業に対し、その計画を「総
合効率化計画」として認定し、関連する支援等を措置しています。

物流総合効率化法に基づく「総合効率化計画」の認定について

「総合効率化計画」の認定

◆認定事業のイメージ

注） 計画認定後の支援措置を受けるためには、別途申請手続きが必要です。
審査の結果、補助を受けられない場合もあります。

関連する支援措置

２９年度予算

「総合効率化計画」の策定に向けた取組や、計画に
基づく運行経費等を支援します。

【一般会計：（４０百万円）】
○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（3,700百万円）】
○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

１.税制上の特例
①輸送連携型倉庫の建物整備
（固定資産・都市計画税 5年間 倉庫：1/2等）

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）

２.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

３.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
４.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
５.事業開始における手続簡素化
・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 等

その他

物効法 検索
上記認定事業は一例となります。最寄りの運輸局にご相談下さい。

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

納品先

荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

輸送網の集約

計画

納品
先

特定流通業務施設

作業 区分 社名 バース 状態

出 荷 A社 B 作業中

出 荷 B社 A 作業中

入 荷 C社 A 受付済

・ ・・

トラック予約受付システム

効率化・集約化された輸送網

非効率・分散した輸送網

工場

輸入

詳細はＷＥＢで！いますぐアクセス！！

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05300.html

・ 共同輸配送
・ トラック予約受付
システムの活用等
を含む事業に
利用できます。
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平成 29 年 3 月 10 日現在

NO 担当局 認定日 実施事業者名 分野 事業内容

1 関東運輸局 平成28年10月25日
ヤマト運輸㈱、西濃運輸㈱、第一貨物㈱、トナミ運
輸㈱、新潟運輸㈱、日通トランスポート㈱、福山通
運㈱、名鉄運輸㈱

共同輸配送 Fujisawa SST 内における共同輸配送

2
本省

（関東運輸局）
平成28年11月25日

三井倉庫ロジスティクス㈱、鈴与カーゴネット㈱、川
崎近海汽船㈱

モーダルシフト
船舶を利用したコールドチェーン機器等を輸送
するモーダルシフト（群馬～九州各地）

3
本省

（関東運輸局）
平成28年11月25日

トナミ運輸㈱、第一貨物㈱、久留米運送㈱、日本貨
物鉄道㈱、ジャパン・トランズ・ライン㈱

モーダルシフト
貨物鉄道を利用した複数特積み事業者貨物の
混載モーダルシフト等（東京～九州各地）

4
本省

（近畿運輸局）
平成28年11月25日 センコー㈱、東京納品代行㈱ モーダルシフト

空返送コンテナを利用した貨物鉄道へのモーダ
ルシフト（東京～大阪）

5 中部運輸局 平成28年12月14日 日本通運㈱、日通名古屋北運輸㈱ 輸送網集約事業
航空機関連部材パーツセンターの新設に伴う
輸送網集約事業

6 近畿運輸局 平成28年12月16日 日本トランスシティ㈱、東大運輸㈱ 輸送網集約事業 枚方営業所増築に伴う輸送網集約事業

7 神戸運輸監理部 平成28年12月16日 川西倉庫㈱、㈱兵庫高速運輸、東洋ナッツ食品㈱ 輸送網集約事業 六甲物流センター新築に伴う輸送網集約事業

8
本省

（関東運輸局）
平成28年12月16日

㈱ラルズ、㈱シジシージャパン、全国通運㈱、日本
貨物鉄道㈱

モーダルシフト
貨物鉄道を利用した青果物・食品を輸送する
モーダルシフト

9
本省

（近畿運輸局）
平成28年12月28日 百年住宅㈱、センコー㈱ モーダルシフト

船舶を利用した住宅部材を輸送するモーダルシ
フト

10
本省

（近畿運輸局）
平成29年1月16日

日本通運㈱、アサヒビール㈱、キリンビール㈱、日
本貨物鉄道㈱

モーダルシフト
空返送コンテナを利用した同業他社との共同
モーダルシフト（大阪～金沢）

11
本省

（関東運輸局）
平成29年1月31日 佐川急便㈱、SGフィルダー㈱ モーダルシフト

“スマート納品”を活用した高付加価値で効率
的な輸送の実現

12 近畿運輸局 平成29年2月3日 (株)フリゴ、(株)三和貨物 輸送網集約事業 北港物流センター増設に伴う輸送網集約事業

13
関東運輸局

関東経済産業局
平成29年2月10日

（株）日本アクセス、（株）新晃、伊藤忠商事（株）、
（株）フジタ

輸送網集約事業
新・千葉中央常温センター新設に伴う輸送網集
約事業

14 関東運輸局 平成29年3月10日 佐川急便㈱、(株)日立物流 共同輸配送
柏・沼南HBステーションを活用した輸送の効率
化

CO2排出量削減：66%
ドライバー運転時間省力化：93%

CO2排出量削減：9.5%
ドライバー運転時間省力化：65%

CO2排出量削減：13%
ドライバー運転時間省力化：55%

CO2排出量削減：57%
ドライバー運転時間省力化：32%

CO2排出量削減：22.9%
手待ち時間削減：80%

CO2排出量削減：15%
手待ち時間削減：70%

CO2排出量削減：24%
手待ち時間削減：70%

CO2排出量削減：54.5%
ドライバー運転時間省力化：62%

CO2排出量削減：28.3%
ドライバー運転時間省力化：84%

CO2排出量削減：56%
ドライバー運転時間省力化：34.9%

効果

CO2排出量削減：100%
ドライバー運転時間省力化：33%

CO2排出量削減：78%
ドライバー運転時間省力化：67%

CO2排出量削減：67%
ドライバー運転時間省力化：85%

CO2排出量削減：71%
ドライバー運転時間省力化：81%

改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画の認定状況について
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・住宅地内の物流拠点に各社の荷物を集約し、ヤマト運輸が各世帯へ一括配送。
・ネットで購入した近隣商業施設等の商品をセンターに集約、戸毎に取りまとめ配達。
・一括宅配により、高密度な集配が可能となり、宅配効率が向上。
・住宅地内を走行するトラックが減少し、ＣＯ２が削減され、安全な住環境を提供。

ヤマト運輸は参画事業者と共同して、「物流の効率化」と「サービスの向上」を実現するために、「宅配便
の一括配送」を平成28年11月より開始する。
国土交通省は、平成28年10月25日付けで改正物流総合効率化の規定により総合効率化計画として認
定。

○宅配便の一括配送 （神奈川県藤沢市）

計画面積：約19.3ha
住宅（戸建：約600区画、集合住宅：約400戸）：約16.3ha
商業施設：約1.1ha／福祉・健康・教育施設：約1.0ha
公益施設：約0.9ha

■街区・施設マップ

各社貨物を集約

各社車両

ヤマト運輸が
一括配達

地図画像提供：FujisawaSST協議会
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取引環境・長時間労働の改善及び人材確保

【トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会及びパイロット事業の実施】

〇地方協議会の開催及びパイロット事業の実施

各都県の地方協議会において、長時間労働の原因分析、改善方策の検討・実施、実施結果を

検証するためのパイロット事業を実施し、荷主、事業者等関係者と協議を進めた

【物流事業の労働力の確保】
〇高等学校等への訪問・説明会の実施（合計７８校） 〇トラガール促進プロジェクトを活用した女性向け情報発信の実施

【取引環境・長時間労働の改善】

〇長時間労働の原因分析、改善策の検討・実施、実施結果の検証を行うための「パイロット事業」の実施（継続）

〇「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」等の周知及び活用の働きかけ

【物流事業の労働力確保（物流事業、運転者・船員の魅力の発信）】

〇トラック運転者の人材確保：①高等学校等への訪問、②トラック協会等の関係者と連携した情報発信

〇若年船員の確保、海事教育の推進：①学校、業界等の意見交換、②就職面接会等におけるPR

〇2016年度施策の取組

〇関東交通観光戦略2016-2017 2017重点項目背景

就業環境の改善による労働負荷の軽減やリクルート強化による労働力確保が必要

〇2017年度施策の取組

〇物流分野における労働者不足の顕在化 〇ネット通販の拡大等による荷主・消費者ニーズの高度化・多様化
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トラック輸送状況の実態調査結果とパイロット事業の着眼点について

＜運転時間＞
①長距離（走行距離500km超）では改善基

準を超える拘束時間16時間超の運行が
頻繁にある。

②走行距離の長短を問わず、高速道路の利
用率が高くなるほど拘束時間が短い。

＜手待ち時間＞

③走行距離の長短を問わず、手待ち時間が
拘束時間を押し上げている。

④集荷時だけでなく、配送時も荷主都合の
手待ち時間（車両の順番待ち等）が発生。

＜荷役作業時間＞
⑤荷役作業にかかる時間は適正か。

⑥荷物を手で扱う場合ほど荷役時間が長い
傾向（パレット崩し、手荷役）。

⑦事前連絡がない現場での荷役依頼や口
頭での依頼が少なくない。

長時間労働の原因を考えるためのポイント

＜運転時間＞

①中継輸送や共同輸送を取り入れるなどにより、長距離輸送の運転
時間を短縮することは可能か。

②高速道路を利用することが効果的な区間は高速道路を利用できる
よう、荷主と相談する。

＜手待ち時間＞
③手待ち時間の発生場所や原因を荷主と共同で検証し、削減を図る。

④着荷の時間指定の有無や意義を着荷主と共同で検証する（荷下ろ
し時間を分散させるために時間指定が有効か。逆に時間指定のた
めに早めの到着で手待ち時間が発生していないか、など。）

＜荷役作業時間＞

⑤荷主と作業場での動線等を見直し、作業効率を上げて時間短縮を
図る。

⑥パレットやロールボックス等荷をまとめ輸送をする。あわせて、発着
いずれでも荷を崩す作業が発生しない方法を検討する。

⑦荷役や付帯作業の内容を、書面やＦＡＸ・メール等で予め明確にす
る。

パイロット事業を実施する際の着眼点

○ 事業者、ドライバー、発・着荷主が連携して長時間労働の原因分析、改善策の検討、実践、検証を行う取り組み。
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長時間労働の改善等に向けたパイロット事業（実証実験）について

トラック運転者の長時間労働等の改善に向け、地域の事情を踏まえた実践的な議論を進めるため、各都道府県において
発荷主・着荷主及び運送事業者を構成員とする集団（以下「対象集団」という）がパイロット事業（実証実験）を実施。
実施事例は、中央・地方協議会でのさらなる議論（ガイドラインの策定を含む）に活用。

１．事業の目的・概要

２．事業の内容

対象集団は、各地方協議会で、トラック輸送状況の実態調査結果（都道府県別の集計分）やこれまでの議論等を踏まえて、
それぞれ選定。

対象集団は、コンサルタント等の専門家のアドバイスのもと、①荷主及び運送事業者の現状の分析や課題の洗い出し、②
課題に対する解決手段の検討、③解決手段の実践、④検証等を経て、トラック運転者の長時間労働等の改善を図る。
平成28年度及び平成29年度の２年間で、全国で約100事例を目途に実施。

コンサルタント等

進行管理・
アドバイス

（参考２）パイロット事業イメージ図

（参考１）スケジュールの例

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

現
状
分
析
・
課
題

の
洗
い
出
し

対
象
集
団
の
決

定

解
決
手
段
の
検

討
実
践

検
証

パイロットの事業の実施方法（想定）

平成２８年度 平成２９年度

①

②

③

A集団 B集団

A集団

A集団

B集団

※②、③については、各年度で実施状況のとりまとめは実施 発荷主

運送事業者
（元請及び下請）

着荷主

３者で検討

対象集団

①平成28年度1件実施、平成29年度1件実施
②平成28年度から平成29年度にかけて平行して2件実施
③平成28年度に１件実施、同じ集団で別の角度から平成29年度も実施
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長時間労働の改善等に向けたパイロット事業実施状況

都道府県名 実施集団の構成 荷種 課題

茨城
発荷主

運送事業者
コンクリート製品 ・ヒアリングの結果などをもとに、手待ち時間の発生状況などについて、具体的な課題を現場で確認していく。

栃木
発荷主

運送事業者
加工食品

・宇都宮センターへの入荷便の慢性的な手待ち時間が発生している。
・菓子問屋配送で手待ち・荷役時間が長くなっている。
・取得した勤務データにおいて拘束時間超えが発生している。

群馬
発荷主

運送事業者
農産品

・保冷庫のない市場では、荷卸し時間が指定されており、常時待機時間が発生している。
・大口の小売店に対しては直送するが、小売店指定のラックへの貨物の取下しを指示されるため、通常よりも１時間以上作業時間
が延びることがある。

埼玉
発荷主

運送事業者
着荷主

自動車部品
・自動車関連企業の本社工場（埼玉県）と部品センター（群馬県）間を１日２往復している便について、搬入等の作業時間を含む拘
束時間の削減及び運送の効率化が課題。

千葉
発荷主

運送事業者
食料品

・出荷バースは８カ所の効率的な使用方法が課題。
・以前は工場側からローラーコンベアで移動させていたが、現在はローラーコンベアはほとんど使用せず、台車上に商品をピッキン
グする。これを運送事業者の積み込みスタッフがバース側に台車を移動させコース別に板パレットに積み込むが、台車から板パ
レットへの積み替えが発生している。

東京

発荷主
元請運送事業者
下請運送事業者

着荷主

紙

・発地側工場内で複数箇所の積込みがあり、積込み場所毎に待機時間が発生。
・積込み場所での長距離トラックと地場配送トラックの混在。
・発地側の外部倉庫での積込み時に、事前に指示のない複数箇所での積込み作業が発生。
・着地側倉庫での受付時間順による入構のため、必要以上に早めの受付を行うことで、作業開始までの待機時間が発生。

神奈川

発荷主
元請運送事業者
下請運送事業者

着荷主

水道管
・積込み作業時に手待ち時間が発生。
・荷卸し作業時の待機時間が発生。

山梨
発荷主

運送事業者
着荷主

食料品
・流通センター到着後、受付開始時間前にトラックが集中し、搬出作業の順番待ちにより多大な手待ち時間が発生。
・発荷主側では積載効率を重視したパレット積みを行う一方、流通センター側ではサイズ的に収容不可能なため、手下ろしを強いら
れている状況。
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転換前

転換後

特徴

○特積み3社による混載 ○空コンテナ輸送の削減
○往復路の荷物の確保

実施事業者

トナミ運輸㈱/第一貨物㈱/久留米運送㈱/日
本貨物鉄道㈱/ジャパン・トランズ・ライン㈱

事業内容

東京都から九州各地への特別積み合わせ貨物の輸送について、現在は複数ルートでト
ラック輸送しているところ、トナミ運輸㈱/第一貨物㈱/久留米運送㈱の3社が協同し、鉄道
貨物輸送に転換する。また、帰り荷として東北地方への貨物を鉄道で輸送する。

経路の例（概略）

T社東京

K社東京
Ａ店

D社東京

T社大阪

Ｋ
社
大
阪

D社大阪

九州全域
K社の輸送網によ
り3日目に配送

K社九州
Ｂ店

K社東京
Ｂ店

Ｄ
社
埼
玉

東北全域
D社の輸送網によ
り4日目に配送

T社東京

K社東京
Ａ店

D社東京
Ｋ
社
九
州
Ａ
店

九州全域
K社の輸送網により
3日目午前に配送

K社九州
Ｂ店

K社
埼玉

D社
埼玉

東北全域
D社の輸送網によ
り4日目に配送 同一建屋内

凡例
トラック

鉄道
往
路

復
路

往
路

復
路

東
京
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅

福
岡
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅

凡例
トラック

鉄道

効果 ○CO2削減量 689 ｔ-CO2/ 年 （67％削減）
○ドライバー運転時間省力化

8,998 時間/年 （85％削減）

497km、6時間、
240運行/年

495km、6時間、
240運行/年

1068km、13時間、240運行/年

1128km、15時間、240運行/年
23km、1時間、240運行/年

12km、0.5時間、
240運行/年

2km、0.5時間、
240運行/年

1185km、19時間、240運行/年

44km、1時間、
240運行/年

44km、1時間、
240運行/年

1185km、19時間、240運行/年

58km、1.5時間、240運行/年

【事業概要】 鉄道貨物を利用した複数特積み事業者貨物の混載モーダルシフト等
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４．防災減災対策と事故防止対策の
推進による安全安心の確保
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街頭監査の実施状況（軽井沢スキーバス事故以降）

自動車運送事業者に対する監査の実施状況

実施日 実施場所

実施結果

監査
車両数

指摘
車両数

主な指摘事項

平成28年1月21日(木) 都庁大型駐車場付近 6 5
運行指示書の記載不備、
車内表示

平成28年2月16日(火) 都庁大型駐車場付近 2 1
運行指示書の記載不備、
アルコール検知器保持なし

平成28年2月24日(火) 横浜駅西口 9 1 車体表示なし

平成28年4月26日(火) 横浜駅西口 7 1 車体表示なし

平成28年7月13日(水) 
羽田空港国際線
団体バス乗り場

11 4
運行指示書の記載不備、
車内表示なし

平成28年7月21日(木) 
富士スバルライン
五合目駐車場

23 8
運行指示書の記載不備、
車内表示なし

平成28年12月9日(金) 都庁大型駐車場付近 7 0 指摘なし

平成29年1月13日(金) 都庁大型駐車場付近 12 0 指摘なし

※シートベルトの着用、気象情報の提供による注意喚起も実施

関東圏における全体概況（事故発生件数・監査件数等）

乗合バス 貸切バス 特定バス バス計

49 158 2 209

法人タクシー 個人タクシー タクシー計

172 34 206

トラック

554

総合計

969

※平成29年1月末現在
（速報値）
監査件数

出典：警視庁交通統計、ITARDA「事業用自動車の交通事故統計」

出典：警視庁交通統計、ITARDA「事業用自動車の交通事故統計」
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道路運送法の一部を改正する法律概要

輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑の強化、法人重科の創設
（現行：100万円以下の罰金（違反者・法人）⇒改正後：懲役１年・150万円以下の罰金（違反者）、１億円以下の罰金（法人））

背 景

平成２８年１月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において
同年６月３日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」をとりまとめ、再発防止策を明示

不適格者の排除等により、安全・安心な貸切バスの運行を実現

最近の貸切バス事業における事故を踏まえ、事業許可に係る更新制の導入、事業者等の欠格事由の拡充、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて民間指定
機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる。

軽井沢スキーバス事故の概要

発生日：平成28年１月15日

・乗客乗員15名死亡、乗客26名重軽傷

・死者10名以上のバス事故は31年ぶり

事業者：（株）イーエスピー

＜今回判明した主な違反＞

始業点呼の未実施、運行指示書の記載不

備、運転者の健康診断の未受診、運賃の下

限割れ等
早期に法律上の措置が必要な(2)・（3）の事項について、以下のとおり対応

【目標・効果】
貸切バス事業者が原因となる事故について、乗客の死亡事故をゼロとすることを目指すとともに、乗客の負傷事故を10年以内に半減することを目指す。

貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうか５年ごとにチェック

① 事業許可の更新制の導入

旅客自動車運送事業に関し、
事業の許可について、
・ 欠格期間の延長（現行：２年⇒改正後：５年）
・ 許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的として監査後に廃業した者等の参入を制限

運行管理者（※）の資格者証の交付について、
・ 欠格期間の延長（現行：２年⇒改正後：５年）

（※）乗務員の労務管理や車両の日常点検等の運行管理の責任を担う者
休廃業を30日前の事前届出へ（現行：事後届出制）

③ 監査機能の補完・自主的改善の促進

貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による
貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設

④ 罰則強化

② 不適格者の安易な再参入・処分逃れの阻止

（１）貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化
（２）法令違反の早期是正、不適格者の排除等
（３）監査等の実効性の向上
（４）旅行業者、利用者等との関係強化
（５）ハード面の安全対策による事故防止の促進

改正の概要

平成28年12月2日改正法成立
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貸切バス事故対策の進捗状況

○ スケジュール
H29.4月 新法人設立登記
H29.4月～ 適正化機関として指定、役員認可、負担金認可 等
H29.8月 巡回指導等の適正化事業開始（負担金徴収開始）

・貸切バス適正化機関は、国の監査業務の補完として、道路運送法
に基づき、バス事業者から負担金を徴収し、巡回指導を行うもの。

・平成29年夏からの巡回指導開始に向けて、新法人の設立準備作業
を進めているところ。

○組織構成

・一般財団法人として設立。

・事務所はさいたま市に設置。

一般監査の流れ（平成28年12月以降） 貸切バス適正化機関の設立に向けた状況

行政処分の厳格化
貸切バス事故防止講習会の開催

・貸切バスに係る新制度の周知徹底のため、各運輸支局主催の事
故防止講習会を開催。

・加えて、各都県バス協会・旅行業者主催の講習会にも講師を派遣。

運輸支局 開催日 参加事業者 参加者

東京 H28.11.28 300 462

神奈川 H28.11.22 103 141

埼玉 H28.11.29 182 256

群馬 H28.11.28 69 163

千葉 H28.11.24 244 404

茨城 H28.11.25 181 262

栃木 H28.11.25/29 120 190

山梨 H28.11.22 69 92

道路運送法の改正を踏まえた貸切バス事故対策の進捗状況

○輸送の安全に関わる処分量定の引上げ
・悪質、重要事項（運賃・料金関係違反、記録類の改ざん、虚偽届出）等の違反

60日車（従来の１．５～６倍）
・輸送の安全に密接な事項（過労運転、健康診断未受診、点呼未実施、運転者に対する
指導監督の違反）等の違反 40日車（従来の２～４倍） 等

○使用停止車両割合の引上げ
・稼働率（現状約50％）を考慮し、使用停止車両割合を全車両の8割に設定

・違反の悪質性や事故の重大性等、個別の事情を総合的に勘案し、許可取消、運行管
理者資格者証の返納命令 （「一発取消し」の導入）

理 事 会

事 務 局
（ 指 導 員 ）

適正化事業
諮問委員会

評 議 員 会
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貸切バス事業に係る許可の更新制度の適切な実施①

○ 貸切バスの事業許可について５年ごとの更新制を導入し、不適格者を排除する。

○ 新規許可・更新許可の申請時に、添付書類として「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の作成を義務づける。

○ 安全に貸切バス事業を行う経理的基礎を有するかどうかを確認するため、安全投資の実績及び事業者の経営状況を確認する。

Ｈ２９．４～

安全投資計画

○ 運転者、運行管理者、整備
管理者について （別添１）

○ 車両の新規取得・代替及び
整備について （別添２）

○ その他安全確保について
（別添３）

別添１

別添２

別添３

適切な単価を前提とした適切な
体制に関する計画

導入しようとする車両及びその
整備に関する計画

その他安全確保のために必要な
事項に関する計画
※ドラレコ・パソコン導入、セーフティバ

スマーク認定申請等

事業収支見積書
＜安全投資計画・事業収支見積書のイメージ＞

【改正後の道路運送法施行規則第６条】
（申請書に添付する書類）

第六条 法第五条第二項の書類は、次に掲げるものとする。
一～四 （略）
五 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が

行う投資の内容を定めた計画（以下「安全投資計画」という。）を記載した書類
イ 輸送に係る安全管理体制の確保に関する事項
ロ 事業用自動車の取得並びに点検及び整備に関する事項
ハ その他投資の内容として必要な事項

六 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、安全投資計画に従つて事業を遂行することについて十分な経理
的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類

七～十二 （略）
２～４ （略）
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○既存事業者の初回更新の期限については、許可（免許を含む。）を受けた年の西暦下一桁に応じて年を決めることとし、当該事業者が
許可を受けた日に応じて月日を決めることとする。

（例）2001年１月６日に許可を受けた者 ⇒ 2021年１月６日まで事業許可が有効
○2017年４月１日から同年６月30日までに申請が必要な者については、事業許可の有効期限内に申請書を提出する必要があるが、

経過措置として、安全投資計画及び収支見積書の提出期限は６月30日までとする。
○期限内に必要書類を提出した場合は、事業の許可は更新の許可又不許可の処分を受けるまで失効しない。
○初回更新日については平成28年度中に全事業者宛に通知するとともに、各事業者の更新期限に先立って、改めて通知することとする。

○既存事業者の初回更新の期限については、許可（免許を含む。）を受けた年の西暦下一桁に応じて年を決めることとし、当該事業者が
許可を受けた日に応じて月日を決めることとする。

（例）2001年１月６日に許可を受けた者 ⇒ 2021年１月６日まで事業許可が有効
○2017年４月１日から同年６月30日までに申請が必要な者については、事業許可の有効期限内に申請書を提出する必要があるが、

経過措置として、安全投資計画及び収支見積書の提出期限は６月30日までとする。
○期限内に必要書類を提出した場合は、事業の許可は更新の許可又不許可の処分を受けるまで失効しない。
○初回更新日については平成28年度中に全事業者宛に通知するとともに、各事業者の更新期限に先立って、改めて通知することとする。

4.1 4.1 4.1  4.1   4.1   4.1       4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
（H28） （H29） （H30） （H31） （H32） （H33） （H34） （H35） （H36） （H37） （H38） （H39）

・下一桁が７又は２で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が８又は３で１.１～３．31の間に許可を受けた者

・下一桁が８又は３で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が９又は４で１.１～３．31の間に許可を受けた者

・下一桁が０又は５で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が１又は６で１.１～３．31の間に許可を受けた者

・下一桁が１又は６で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が２又は７で１.１～３．31の間に許可を受けた者

・下一桁が９又は４で４.１～12.31の間に許可を受けた者
・下一桁が０又は５で１.１～３．31の間に許可を受けた者

更新対象事業者

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

2016  2017        2018       2019        2020       2021        2022 2023 2024 2025 2026      2027 

貸切バス事業に係る許可の更新制度の適切な実施②
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●運転者、運行管理者、整備管理者について
【安全投資計画】 法令上求められる人数の確保計画があること（運送収入見積りの基礎として使用）。
【事業収支見積書】 法令上求められる人件費が計上されていること。

●車両の新規取得・代替及び整備について
【安全投資計画】 最低保有車両数以上の車両の確保計画があること。
【事業収支見積書】 保有車両及び新規取得車両について、以下の額が計上されていること。

・車両減価償却費：申請事業者の車両減価償却年数により算出した額
・車両修繕費 ：車齢、走行距離等に応じた予防整備費（別途ガイドライン作成予定）

●その他の安全確保のために必要な事項について

【安全投資計画】 ・ドライブレコーダーやパソコンの導入計画があること。また、セーフティバスマーク認定を申請する場合等は、その計画が
記載されていること。
・初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること。
・健康診断の受診計画があること。
・社会保険への加入計画があること。

【事業収支見積書】 ・上記を実施するための所要の費用が計上されていること。

◆許可を行わない場合◆
・人件費、車両整備費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支（見積・実績）となっている場合。
・計画上、５年間連続で収支を赤字としている場合（収入には他事業収入も含む。）。
・新規許可については、申請直近１事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
・更新許可については、申請直近１事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近３事業年度の
収支が連続で赤字である場合

※上記（安全投資計画及び事業収支見積書関係）以外に許可を行わない場合は、以下のとおり。
・法令試験の正答率が９０％未満の場合（貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験免除）。
・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。

・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受
けていない場合。

貸切バス事業に係る許可の更新制度の適切な実施③

安全投資計画及び事業収支見積書の審査基準
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安全投資計画
【平成２９年度】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【平成３０年度】

・平成３０年度に開校する学校のスクールバス
を受託する。
・そのため、小型バスを３両増車する。

【平成３１年度】
運転者、運行管理者、整備管理者

・新規許可・更新許可の申請時に、次回更新時期までの安全投資計画を以下のとおり審査する。
・更新許可の申請時には過去の実績も同様に審査する。

H29 H30 H31 H32 H33

運転者 30人 36人 36人 36人 36人

運行管理者 2人 3人 3人 3人 3人

整備管理者 1人 2人 2人 2人 2人

事務員 4人 4人 4人 4人 4人
車両の新規取得・代替及び整備

H29 H30 H31 H32 H33

大型 15両 15両 15両 15両 15両

中型 4両 4両 4両 4両 4両

小型 1両 4両 4両 4両 4両

安全投資計画 収支見積書

届出運賃、運転者数、車両数を前提
として、新規事業分を含め、適切に
旅客運賃に反映されているか

所要の人件費を勘案して、計画に
見合った適切なコストが人件費に
計上されているか

運行管理者を１人増員

所有車両及び新規取得車両につ
いて、計画に見合った適切な車両
修繕費（予防整備費を含む）及び
車両減価償却費が計上されてい
るか

車両整備
ガイドライン

参照

その他の安全確保のために必要な事項

小型バスを３両増車

別添１

別添２

別添３

他事業収入を充当することも可と
する。

その場合、ダンピング防止の観点
から、運賃は公示運賃を届け出る
こととする。

貸切バス事業に係る許可の更新制度の適切な実施④
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●●●
●

～～～
～～～

死傷事故の発生等監視リスト

○ 国の監査において法令違反が確認された場合、直ちに是正を指示。また、３０日以内に是正状況確認のため再監査。
○ 指摘事項を複数回にわたり是正・改善しない事業者については事業許可取消を含む厳正な処分。
○ さらに、民間指定機関の巡回指導により悪質事業者を洗い出し、国の監査対象を重点化。

民間指定機関からの通報

・ 運行管理者不在、
・ 運転者全員の健康診断未実施 等

未改善×

輸送の安全に関わる
重大な違反がある場合

法令違反がある場合

国の一般監査 （直ちに是正指示）

未改善×改善○ 未改善× 改善○

改善○

一般監査から３０日以内に
違反の是正状況を確認

改善確認の一般監査改善確認の特別監査

事業許可取消
３日間の事業停止

を付加

指摘事項確認監査
民間指定機関の

巡回指導

法令違反の疑い
・ 運行管理者不在、
・ 健康診断未実施 等

監査における

指摘事項が未改善

貸切バス事業者に対する監査・処分の適切な実施①
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適正化機関
国の監査の補完等のため巡回指導を実施

○ 貸切バス事業者に対する
巡回指導の実施

○ 下記の事項に該当する事業者

• 死亡事故、社会的影響の大きい事故
• 悪質違反（酒気帯び、過労運転等）
• 公安委員会、労働局等からの通報
• 新規事業者

○ 重大事故に結びつく違反により、
継続的に監視すべき事業者

• 過労運転に係る違反

• 運転者の指導・監督の未実施

• 下限割れ運賃による運行

• 法令違反を繰り返す事業者 等

• 全国約4,500者を対象に原則年に1回巡回指
導を実施（ただし一定の要件を満たす安全
優良事業者及び国が監査を実施する事業者
については運輸局と調整）。

• 貸切バス事業者への巡回指導を行うことに
より、国の監査機能を補完するとともに、
自主的改善を促進。

• 適正化事業の実施に必要な経費に充てるた
め、貸切バス事業者から負担金を徴収。

○国は悪質事業者に対して重点的に監査を行うこととし、これを可能とするため、適正化機関を活用することによ
り、すべての貸切バス事業者をチェックして悪質事業者を洗い出す。

Ｈ２９ 夏頃～
○ 適正化機関からの通報事業者

• 法令違反の疑い、改善の未実施 等

悪質事業者
の通報

運輸局・支局
悪質事業者等に対する監査を重点的に実施

改善状況の継続的な確認
（監視対象事業者を除く）許可取消を含む行政処分等の実施

改善状況の確認
（監視対象事業者）

貸切バス事業者に対する監査・処分の適切な実施②
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営業所 巡回指導員 事業費（年間） 負担金の額

北海道 377所 6人 0.6億円

１両あたりで試算
すると
2万円／年

１営業所あたりで
試算すると
14万円／年

東 北 608所 9人 0.9億円

関 東 1,865所 28人 2.4億円

北 信 423所 6人 0.6億円

中 部 554所 8人 0.8億円

近 畿 667所 10人 1.0億円

中 国 447所 6人 0.6億円

四 国 201所 3人 0.4億円

九 州 633所 9人 0.9億円

沖 縄 71所 2人 0.3億円

合 計 5,846所 87人 8.4億円

営業所 巡回指導員

4,745所 25人

6,660所 36人

26,464所 106人

4,354所 25人

10,627所 62人

12,755所 59人

5,843所 34人

3,099所 25人

8,709所 45人

943所 7人

84,199所 424人

（参考）トラック適正化機関貸切バス適正化機関の事業規規模（数年間で段階的に整備予定）

※巡回指導員１人あたり67営業所

〇道路運送法の改正により、貸切バスの適正化機関は、巡回指導等の実施に必要な経費に充てるため、事業
者から負担金を徴収できることとなった。

〇現在、各地方ブロックごとに適正化機関の設立に向けて準備を進めており、平成29年夏に巡回指導等を開始
する予定。

※巡回指導員１人あたり199営業所

貸切バス事業者に対する監査・処分の適切な実施③

66



鉄道駅ホーム転落事故を踏まえた対応について①

転落事故に対するこれまでの取組

153駅

228駅 239駅 239駅 249駅
270駅

298駅
315駅 325駅 336駅

0

100

200

300

400

500

600

700

全国 設置駅数

関東運輸局 設置駅数

H18年度末 H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末 H23年度末 H24年度末 H25年度末 H26年度末 H27年度末

全国設置駅数 318 394 424 441 484 519 564 583 615 665

関東運輸局管内におけるホームドア設置数 横浜エリア東京エリア

国領
布田

調布

代官山

学芸大学

田町

新幹線整備駅
在来線整備駅

整備路線

注：駅の一部に設置されているものを含む

整備状況

全国665駅（平成27年度末）に整備済
※利用者数10万人/日以上駅で260駅のうち82駅（関東運輸

局管内は205駅のうち63駅）に整備済

整備目標

● バリアフリー法に基づく「基本方針」（平成23年3月）において、ホームドアについては「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」と定める。

● 「ホームドアの整備促進等に関する検討会」の「中間とりまとめ」（平成23年8月）において
① 視覚障害者からの要望が高い駅
② 利用者数の多い（特に利用者数10万人/日以上）駅（全国260駅を優先して転落防止対策（ホームドア等の整備）を実

施。
● 交通政策基本計画（平成27年2月）において、同様の駅について、優先的に整備するとし、平成32年度までに800駅とする

目標を設定

可動式ホーム柵非常停止押しボタン 内方線付き点状ブロック
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○平成28年 8月15日 東京地下鉄 銀座線 青山一丁目駅
○平成29年 1月14日 JR東日本 京浜東北線 蕨駅

平成28年8月16日
東京新聞朝刊

平成29年1月15日
朝日新聞朝刊

視覚障害のある人がホーム上から線路内に転落し死亡する事故発生

駅ホームからの転落事故が依然として発生している状況を踏まえ、ホームドア、心のバリアフリ
ーなど、総合的な転落等の防止対策を進める。

「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」 の設置

委員：鉄道事業者（２２社）、関係協会、国土交通省
適宜、ホームドア設置に知見を有する鉄道事業者、利用者、学識経験者等に対するヒアリングを実施

鉄道駅ホーム転落事故を踏まえた対応について②
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○第１回検討会(2016/8/26)
・ ホームドアの整備促進等について
・ 心のバリアフリー関係について

○第２回検討会(2016/9/30)
・ 視覚障害者団体等からの意見発表
・ 有識者からの意見発表

○第３回検討会(2016/10/11)
・ 視覚障害者団体等からの意見発表
・ 有識者からの意見発表

○第４回検討会(2016/10/18)
・ 近畿日本鉄道 大阪線・河内国分駅で発
生した人身障害事故について

○第５回検討会(2016/12/16)
・ 鉄道事業者による駅ホーム安全性向上
のための取り組み事例

・ ホームからの転落に関する最近の状況
・ 新しいタイプのホームドアの普及促進に
ついて

・ 中間とりまとめの方向性(案)

○第６回検討会(2016/12/22)
・ 中間取りまとめ(案)について

国土交通省HP（検討会内容公表） http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000015.html

（検討会開催）

「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」 中間とりまとめ（平成28年12月22日）

（中間とりまとめ概要）

鉄道駅ホーム転落事故を踏まえた対応について③
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施策の必要性

「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」中間とりまとめ

（検討会委員）
鉄道事業者（ＪＲ、公営交通、大手民鉄等）、関係協会、国土交通省

～中間とりまとめ概要～
駅ホームにおける更なる安全性向上に向け、引き続き、ハード・

ソフト両面からの取組を進め、国土交通省において、その進捗管
理を実施し、その取組状況を公表するとともに、好事例を水平展
開するなど事業者の積極的な取組を促進していくこととする

〈施策実施の必要性〉

国としては、中間とりまとめに基づく取組を速やかに講じる必要
があるところ、関東運輸局としては、鉄道事業者が実施するハー
ド面の整備の進捗状況の把握やソフト面の対応状況を把握し、ハ
ード面の整備促進及びソフト面の取組について鉄道事業者を指
導する役割を担う必要がある。

駅ホームにおける更なる安全性向上に向けた対策
○主なハード対策
・ホームドア
・内方線付き点状ブロック

○主なソフト対策
・駅員等による対応の強化
・旅客による声掛け、誘導案内の促進等
・心のバリアフリーの理解促進等
・駅における盲導犬訓練等への協力

関東運輸局の取組み

○ハード面での対策の実施

(1)鉄道事業者の取組の進捗把握

ⅰ．ホームドアの整備
○ 10万人以上の利用者がある駅

進捗管理を実施するため鉄道事業者の具体の取組に
ついて把握し、報告する。

○ 10万人以下の駅
駅の状況を勘案した上で、10万人以上と同程度に優

先的な整備が必要と認められる場合に整備を進めるこ
ととする。

●交通政策基本計画（平成27年2月）：平成32年度までに800駅の設置を目標

800駅
ホームドア設置駅数

H18年度末H19年度末H20年度末H21年度末H22年度末H23年度末H24年度末H25年度末H26年度末H27年度末 H32年度末
全国設置駅数 318 394 424 441 484 519 564 583 615 665 800

関東運輸局 設置駅数

H32年度までに

10万人以上の
駅等への整備

鉄道駅のホームにおける安全性向上に向けた対策の推進①
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鉄道駅のホームにおける安全性向上に向けた対策の推進②

事業者名
既設
駅数

今後のﾎｰﾑドアの設置計画
事業者名

既設
駅数

今後のﾎｰﾑドアの設置計画

駅数 駅名 駅数 駅名

JR東日本
24

（18）
34

【山手線】
新橋駅、浜松町駅、品川新駅、東京駅、渋谷駅、新宿駅

【京浜東北線】
さいたま新都心駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅、赤羽駅、王子駅、西

日暮里駅、日暮里駅、上野駅、御徒町駅、秋葉原駅、神田駅、東京駅、有楽町駅、新橋駅、品川新駅、
品川駅、大井町駅、大森駅、蒲田駅、鶴見駅、東神奈川駅、横浜駅、桜木町駅、大宮駅、与野駅、東
十条駅、上中里駅、田端駅、鶯谷駅、浜松町駅、田町駅、川崎駅、新子安駅
【総武線】

新小岩駅
【中央線】

千駄ヶ谷駅、信濃町駅

東京急行
電鉄

21
(7）

18

【東横線】
日吉駅、菊名駅、祐天寺駅、自由が丘駅、綱島駅、妙蓮寺駅

【田園都市線】
池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒澤大学駅、市が尾駅、二子玉川駅、溝の口駅、江田駅、た

まプラーザ駅、長津田駅
【大井町線】

中延駅、江原町駅、自由が丘駅、上野毛駅

JR東海
3
(1)

0
京浜急行

電鉄
1 5

【京急本線】
京急蒲田駅、京急川崎駅、横浜駅、上大岡駅、羽田空港国内線ターミナル駅

東武鉄道
3

(3）
31

【東上線】
川越駅、志木駅、朝霞駅、池袋駅、朝霞台駅、成増駅、下赤塚駅、東武練馬駅、上板橋駅、ときわ

台駅、中板橋駅、大山駅、下板橋駅、北池袋駅
【スカイツリーライン】

押上駅、北千住駅、新越谷駅、北越谷駅、とうきょうｽｶｲﾂﾘｰ駅、小菅駅、五反野駅、梅島駅、西新
井駅、竹ノ塚駅、谷塚駅、草加駅、松原団地駅、新田駅、蒲生駅、越谷駅
【野田駅】

大宮駅

相模鉄道
1
(1)

0

西武鉄道
1
(1)

5

【池袋線】
池袋駅、練馬駅、所沢駅

【新宿線】
西武新宿駅、高田馬場駅

【多摩湖線、国分寺線】
国分寺駅

東京ﾒﾄﾛ
71
(18)

24

【銀座線】
浅草駅、田原町駅、稲荷町駅、上野駅、上野広小路駅、末広町駅、神田駅、三越前駅、

日本橋駅、京橋駅、銀座駅、新橋駅、虎ノ門駅、溜池山王駅、赤坂見附駅、青山一丁目駅、
外苑前駅、表参道駅、渋谷駅
【東西線】

九段下駅、高田馬場駅、飯田橋駅、早稲田駅、神楽坂駅、竹橋駅
【半蔵門線】

九段下駅、青山一丁目駅、表参道駅、渋谷駅、永田町駅、半蔵門駅、押上〈ｽｶｲﾂﾘｰ〉駅

京成電鉄 0 1
【京成本線】

日暮里駅

東京都
交通局

61
(7)

20

【新宿線】
新宿三丁目駅、曙橋駅、市ヶ谷駅、九段下駅、神保町駅、小川町駅、岩本町駅、馬喰横

山駅、浜町駅、森下駅、菊川駅、住吉駅、西大島駅、大島駅、東大島駅、船堀駅、一之江
駅、瑞江駅、篠崎駅、本八幡駅
【浅草線】

泉岳寺駅、大門駅

京王電鉄
5
(3)

4
【京王線】

新線新宿駅、明大前駅
【井の頭線】

渋谷駅、下北沢駅、明大前駅

横浜市
交通局

40
(1)

全駅整備済み

小田急
電鉄

1
(1)

6
【小田原線】

代々木八幡駅、下北沢駅、代々木上原駅、東北沢駅、世田谷代田駅、梅ヶ丘駅 その他
104
(2)

7
【横浜高速鉄道】

新高島駅、みなとみらい駅、馬車道駅、日本大通り駅、元町・中華街駅
【東京臨海高速鉄道】

国際展示場駅、大井町駅

合計
336
(63)

155

※ 今後の設置計画については各社HP等により公表している内容
※ 今後の設置計画の駅数については、自社他路線で設置が完了し、既設駅数にカウントしているものを除く

※ 既設置駅数については平成28年３月現在のものであり、（ ）内は、うち数で平均利用者数１０万人以上/日の駅数
※ 駅名の下線は平成32年度までに設置予定駅名

関東運輸局管内における今後のホームドア設置計画について
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関東運輸局の取組み

○ハード面での対策の実施

可動式ホーム柵

(2)財政的支援の実施
○ ホームドアの設置や内方線付き点状ブロックの整備に

ついては、以下補助事業の活用が可能

・地域公共交通確保維持改善事業
・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
・訪日外国人旅行者受入基盤整備事業

適切な執行

○ソフト面での対策の実施

○ 駅員等による誘導案内の強化と接遇能力の向上
駅員等が配置されているホームドア未整備駅における駅員

等による誘導案内の強化

○ 旅客による視覚障害のある人に対する配慮の促進
旅客による声かけを促進するため、車内放送や駅構内での

啓発ポスターなどの手法を駆使して、啓発活動を頻繁に行う。

○ 一般国民による視覚障害のある人への心のバリアフリーの
理解促進
高齢者、障害のある人等の擬似体験等を行うことを通じて、

バリアフリーの意義・重要性についての国民の理解を促す。

○ 盲導犬の育成及び盲導犬貸与希望者等の駅における訓練
への協力

バリアフリー教室「声かけ・サポート運動」
スマートホームドア（町田駅））

内方線付き点状ブロック

ⅱ．内方線付き点状ブロックの整備
○ 1万人以上の駅

進捗管理を実施するため鉄道事業者の具体の取組に
ついて把握し、報告する。

72

鉄道駅のホームにおける安全性向上に向けた対策の推進③



＜踏切事故の現状＞

・踏切事故及び死傷者数は、過去約３０年間において、事
故件数は約４分の１、死傷者数は半減しており、連続立
体交差化、歩道拡幅等の構造改良、踏切保安設備の整備
などの総合的な踏切対策の推進により、長期的には減少
傾向となっている。

＜依然として多い踏切事故＞

・長期的には減少傾向であるものの、依然として、踏切事
故は約１日に１件、約４日に１人が死亡するペースで発
生している。

踏切事故の発生状況（H27年度）
外側：全国 内側：関東運輸局管内

踏切事故と死傷者数の推移

全国236件
関東63件

踏切道の安全性確保に関する対策①
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・踏切保安設備の整備・連続立体交差化によ
る踏切除却

・歩道拡幅等の構造改
良

歩道新設 踏切遮断機・警報器の整備

対策前

対策後

踏切除却数累計と１種化率の推移

※踏切除却数はH17年度からの累積

立体交差化

対策後

対策前

踏切道の安全性確保に関する対策②

＜対策の必要な踏切が多数存在＞

・ピーク時の遮断時間が４０分以上となる「開かずの踏切」は全国に
約６００カ所が存在するほか、ボトルネック踏切や歩道が狭隘な踏
切など、未だ改良が必要な踏切道が多数存在している。

改良が必要な踏切 全 国 関東運輸局管内

開かずの踏切 ５３２カ所 ３７１カ所

自動車ボトルネック踏切 ４０８カ所 １８７カ所

歩行者ボトルネック踏切 ５９９カ所 ３６１カ所

歩道が狭隘な踏切 １６４カ所 ６０カ所

通学路要対策踏切 １５９カ所 １９カ所

事故多発踏切 ８３カ所 ４２カ所

・開かずの踏切：ピーク時間の遮断時間が４０分／時以上の踏切
・自動車と歩行者のボトルネック踏切：自動車と歩行者の通行量が多く、

渋滞や歩行者の滞留が多く発生している踏切
・通学路要対策：通学路であるものであって、通学路交通プログラムに位

置づけられ、通行の安全を特に確保する必要がある踏切
・事故多発踏切：直近の５年間において２回以上の事故が発生した踏切

平成28年6月現在
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＜踏切道改良促進法の改正＞

踏切交通の安全確保と円滑化を図るため、踏切道改良促進
法を改正（平成28年3月）

【改正概要】
○改良すべき踏切道の指定期限を５年間延長
○踏切道の改良方法の拡充
○改良方法を検討するための協議会制度の創設

施策実施の必要性

・関東運輸局としても、開かずの踏切等の課題のある踏切道
の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るた
め、地方踏切道改良協議会における関係者の合意形成の促
進等を担う必要がある。

改正法に基づき、課題のある踏切を指定し、Ｈ３２年度ま
でに踏切事故件数を約１割削減することを目指す。

＜地方踏切道改良協議会＞

目 的：法指定された踏切道について、踏切道改良計画の
作成及び改良の実施に関して必要な協議を行う。

構成員：鉄道事業者、道路管理者、都道府県、地方整備
局、地方運輸局、その他必要と認める者

関東運輸局の役割
・鉄道の安全確保の観点から高齢者等を含む歩行者の安全

対策、改良方法の提案等を行う。
・協議会における関係者間の合意形成の促進を担う。

関東運輸局の取組

＜踏切保安設備の整備＞

・鉄道施設総合安全対策事業費補助の制度を活用して、踏切
遮断機、踏切支障報知装置、非常押しボタン、全方位型踏
切警報灯等の踏切保安設備の整備を支援する。

踏切道の事故防止対策例

踏切道の安全性向上に向けた対策の推進

＜改良すべき踏切道の指定＞
（改正踏切道改良促進法に基づく指定）

・平成２８年４月、全国５８箇所（管内３４箇所）の踏切
道を指定

・平成２９年１月、全国５２９箇所（管内１８８箇所）の
踏切道を指定

施策の必要性
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