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①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3
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 ○第１節　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
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2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し国際競争力を強化するための物流効率化・高度化

6 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
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該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 
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該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し国際競争力を強化するための物流効率化・高度化

6 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 
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目
番
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2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し国際競争力を強化するための物流効率化・高度化

6 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8

2 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係

8 
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8

2 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し国際競争力を強化するための物流効率化・高度化

6 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係

8 
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 
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項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編

4 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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項
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番
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2016年度の進捗状況
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該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8

2 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 



頁 頁

項
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番
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2016年度の進捗状況
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該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係

8 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8

2 
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係

8 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係

9 



頁 頁

項
目
番
号

2016年度の進捗状況
資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４

1 
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



頁 頁

1 P13

①貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用など）
・　マナー向上など直ちに取り組むことができる施策を早期に実施。
・　関東地方整備局、東京都、警視庁、事業者、地元自治体などと連携して、銀
座、秋葉原、新宿、浅草の各地区で実証実験を実施し、対策を検討・確立す
る。

１．貸切バス駐車対策会議の開催
　貸切バス駐車問題の具体的な解決策を検討するため、貸切バス駐車対策会議を設置
し、課題の把握、駐車スペース運用システムの検討・構築、地域ルールの策定等の検討
を行った。
〈平成28年度開催状況：合計3回〉
・平成28年4月21日　　・平成28年9月12日　　・平成28年10月18日

２．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
　銀座、秋葉原、浅草、新宿において、ツアー添乗員・貸切バス運転手・近隣免税店等
に対してパンフレットを配布し、周辺駐車場の利用やシートベルト着用などのマナーアップ
の周知を図った。
　・平成28年9月21日（新宿：バス34台、免税店9店舗）
　・平成28年9月26日（銀座：バス21台、免税店78店舗）
　・平成28年9月28日（浅草：バス40台、免税店26店舗）
　・平成28年9月30日（秋葉原：バス25台、免税店14店舗）

３．貸切バス駐車問題に対する実証実験の実施
　都内観光地（銀座、秋葉原、新宿、浅草）において、地元関係者との調整により、地域
の実情に見合った実証実験を実施した。
・舟運の活用：浅草（平成29年1月27日～2月5日：バス23台、乗船人数777名）
・ショットガン：銀座（平成29年3月1日、5日：バス10台）
・シャトルバス：秋葉原（平成29年2月23日、24日、25日、27日：バス2台、シャトル利用人数
477人）
・駐車場整備に伴う効果検証：新宿（平成29年1月29日、31日、2月12日、14日に事前調査を
実施。３月中旬の運用開始後に事後調査を実施し比較検証により効果測定を行う。）

P6

○貸切バスによる道路混雑問題の解消（シャトルバス、舟運活用等）
・　2016年度に都内観光地で行った実証実験の成果を踏まえ、貸切バス駐
車問題対策会議及びマナーアップキャンペーンを定期的に開催し、各地域
におけるルールの確立を図るとともに、ルールブックを作成し貸切バス事業
者、旅行業者等への周知を行う。
　　また、実証実験から得られた成果については、パンフレットとしてとりまとめ
て他地域へ横展開し、課題解決に向けた働きかけを行う。

P3

項
目
番
号

2016年度の進捗状況

 ○第１節　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

資料５
該当頁

「戦略2016」記載の個別施策 2017行動計画（案）

2 P13

②広域観光周遊ルートの整備
・　広域観光周遊ルートの整備事業に参加する意欲のある基礎自治体や観光関
係事業者を上記広域連携組織に取り込む。
・　関東観光広域連携事業推進協議会と連携して以下の取組を実施する。
○各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
○ターゲット市場へのプロモーション
○公共交通が整備されていない観光地におけるレンタカーを活用した移動環境
向上のための実証実験
○宿泊施設従業員向けの研修の実施

１．協議会組織拡充の取り組み
　当初、協議会に参加していなかった自治体、観光関係事業者等に対して説明会等を
開催し、構成団体の増加を図った。
　（構成団体数：41（協議会発足時（平成28年4月28日））→79（平成29年2月末現在））

２．各広域観光拠点地区でのビッグデータを活用したマーケティング調査
　20広域観光拠点地区について、モバイル端末から得られるデータ等を活用し、対象
国・ターゲットを絞り込み、WEBアンケートを実施し、域内の観光資源の特性等を分析す
る調査を実施した。（調査期間：平成28年9月～平成29年3月）

３．モデルコースの周知等
　広域関東周遊ルートのモデルコースに関する多言語パンフレットを作成し、タイ国際旅
行フェアや成田空港等で配布した。また、在日留学生を対象として、広域関東エリアの観
光資源を体験・見学等するモニターツアーを実施した。（参加者：40名程度）
　広域関東の認知度向上を目的とした動画を作成し、平成29年３月から配信している。

４．海外におけるセールス
　将来的に訪日旅行者数の増加が見込まれる台湾、タイ･ベトナムを対象に、広域関東
周遊ルートについて、現地において旅行博出展・商談会・セールスコールを実施した。

５．レンタカーを活用した移動環境向上のための実証実験
　実証実験については、平成28年度中に関係者に説明を行ってきたところ、今後は実証
事業に必要な経費も含め、その具体化に向けての検討を進める。

６．通訳人材育成研修、宿泊施設従業員等を対象としたインバウンドセミナーの開催
　高尾山・リニア地区におけるボランティアガイド育成研修、新潟・佐渡、中・下越地区に
おける新規登録通訳案内士等を対象とした研修会を開催した。
　広域関東エリアを対象に、ムスリム旅行者受入対応セミナー、宿泊施設従業員等を対
象としたインバウンド受入に関する基礎的知識の習得を目的としたセミナーを開催した。
　・ムスリムセミナー
　　　：平成29年3月6日（新潟）、平成29年3月13日（東京）
　・インバウンドセミナー
　　　：平成29年3月9日（湯沢）、平成29年3月10日（日光）、平成29年3月21日（笛吹）、
　　　　平成29年3月22日（千曲）

○「東京圏大回廊」ルートのプロモーション（※）
・　関東観光広域連携事業推進協議会において2016年度に実施した事業
について、同協議会を中心に総括を行い、2017年度計画に基づく「東京圏
大回廊」ルートのプロモーションが予定されている。関東運輸局として、引き
続き同協議会と密接に連携しつつ、本事業を推進する。

○広域関東の観光資源に関する情報発信
・　広域関東の観光資源や周遊マップ等を掲載したポータルサイト（同協議
会と共同で構築）をスマートホンにも対応させるほか、同マップの海外におけ
る旅行博での配布といった情報発信を引き続き行う。

P5 P4

資料４
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3 P14
③地域ブランドの充実
・地域ブランド商品の販路拡大を図る。
・ブランドの対象範囲を施設、サービスなどにも拡大する。

１．地域ブランド商品の販路拡大の取組
　TOKYO&AROUND TOKYOブランドとして認定した地場産品について、統一のロゴによる
商品を造成した。また、関東観光広域連携事業推進協議会と連携して、これらの販路拡
大を狙いとしたイベント「旅祭TRAVEL FESTIVAL2016」（平成28年11月3日、JPタワー
KITTE：5,521名来場。）及び「TOKYO＆AROUND TOKYO物産展」（平成29年3月3日、東京
メトロ銀座駅：2,870名来場）を開催した。
　関東運輸局ＨＰに外国人向けポータルサイトを開設し、PR活動を実施するとともに、平
成28年10月24日より東京メトロ銀座駅構内の巨大ディスプレイにブランド認定地場産品
のほか広域関東ＰＲ映像を放映している。

２．インバウンド受入対応セミナーの開催
　今後の更なる訪日旅行者の増加を見込み、おもてなしサービスの向上を目的として、認
定地場産品の製造販売事業者、関東観光広域連携事業推進協議会の構成員等を対
象に、「インバウンド受入対応セミナー」を開催した。（平成28年9月16日：参加者85名）

P5

○地域ブランドによる各観光地の魅力向上（※）
・　TOKYO＆AROUND TOKYOブランド地場産品の認知度を高めるため、イベ
ントを開催する。特に開催場所については、国際空港等といったより訪日外
国人旅行者に認知されやすい場所を検討する。

P5

4 P14
④受入環境整備（主要ターミナル駅における乗換不便解消）
・新横浜駅において、乗換不便の解消に向けた取組を先行的に実施。

１．新横浜駅におけるサインシステム計画の策定
　訪日旅行者を含む新横浜駅利用者の乗換不便の解消を目的として、サインシステム
計画策定のための調査を行った。
　　・案内サイン等と多言語化の基礎資料及び既存事例に関する調査
　　・新横浜駅における案内サイン等に関する調査
　　・既設案内サイン等の評価
　
　サインシステム計画策定に当たっての検討項目及び検討の方向性を整理し、関係者
（ＪＲ東日本、ＪＲ東海、横浜市交通局、東京急行電鉄、相模鉄道、鉄道運輸機構、横浜市及
び関東運輸局）による検討会を設置し、上述の調査結果等をもとにサインシステム計画策
定のための検討を行った。

-

記載しない。

・　今後は、2016年度の調査・検討結果を踏まえ、横浜市が主体となって新
横浜駅関係者の会議を開催し、具体的な案内サインについての取組を推進
していくこととなった。
・　また、新横浜駅の事例を、複数路線が乗り入れるターミナル駅における乗
換不便を改善する際の参考として活用する。

P6

5 P14
⑤受入環境整備（国際空港における深夜早朝時間帯のアクセス強化）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯の利用促進やトラブル発生時の空港での滞留を
回避するため、深夜早朝時間帯のアクセス強化・改善を進める。

１．羽田空港の深夜早朝時間帯の空港アクセスの改善
　深夜早朝時間帯における羽田空港の利用促進に向け、空港利用者・深夜早朝バス利
用者に対し、深夜早朝バスの認知度、空港から目的地までの移動実態等を調査した。
（平成29年1月～２月）
　調査結果等を踏まえ、学識経験者、関係自治体、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」において、更なる利用促進策を
検討した。
【利用人員の推移】
　平成27年度：45,618人　→　平成28年度（4月～12月）：62,856人

P5

○羽田空港からのアクセス強化（※）
・　羽田空港の深夜早朝時間帯におけるアクセス強化を目的に、空港会社
等からの出資金を活用して実施しているアクセスバスについて、利用者の動
向等を踏まえて、経路変更等の改善を図る。

P7

6 P14
⑥受入環境整備（タクシーの運賃引き下げなど）
・　タクシーについて、初乗距離の短縮化による運賃引き下げ、外国人旅客接遇
研修の充実などを促進する。

１．タクシーの初乗り距離短縮化による運賃引き下げ
　平成28年4月5日に東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区のタクシー事業者より初乗
り距離を短縮する運賃組替えの要請書が提出され、初乗り距離短縮運賃の実証実験を
実施した。（平成28年8月5日～9月15日）
　その後、関係行政機関等との協議等を経て、同年12月20日付で初乗り距離を短縮し
た運賃の公定幅運賃を公示し、平成29年1月30日より上記の地域で新公定幅運賃を実
施している。
【実施後の実績】
　・調査期間：平成29年1月30日～平成29年2月12日日（導入後14日間）
　・調査対象事業者：東京のタクシー会社19者　※1,193両
　・昨年比較期間（同時期）：平成28年1月25日～平成28年2月7日
　　⇒結果：１日１車当たりの運送回数＝約6％増加
　　　　  　　 １日１車当たりの運送収入＝約2％増加

２．外国人旅客接遇研修の充実
　東京タクシーセンター、神奈川タクシーセンター、千葉県タクシー協会において定期的
に外国人旅客接遇研修を実施した。また、英語による研修修了者の一層の接遇向上等
を図るため、東京タクシーセンターにおいて、外国人旅客接遇英語検定を実施した。
　【平成28年度中の受講者数】※平成29年1月末現在
　　東京タクシーセンター：1,524名（平成24年開始当初からの延べ受講者数7,266名）
　　神奈川タクシーセンター：79名（平成27年開始当初からの延べ受講者数176名）
　　千葉県タクシー協会：43名（平成25年開始当初からの延べ受講者数239名）

P5
～

○東京のタクシー初乗り短縮運賃の事後検証（※）
・　東京都特別区、武蔵野市、三鷹市において、2017年1月30日よりタク
シーの初乗り短縮運賃が導入された。今後、利用客の動向や事業者の運送
収入の状況について、丁寧な事後検証を行い、今後の政策遂行に生かして
いく。

○タクシー運転者等の訪日外国人に対する接遇向上
 ・　タクシー運転者等を対象に実施している外国人旅客接遇研修について、
2017年度においても、引き続き実施する。

P8
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7 P14
⑦受入環境整備（「手ぶら観光」カウンターの設置）
・　主要交通結節点への「手ぶら観光」カウンターの設置を促進する。

１．「手ぶら観光」カウンターの設置促進
　手ぶら観光カウンターの整備・機能強化に係る補助制度に関する説明会を開催した。
〈「手ぶら観光」カウンター設置箇所数（関東管内）〉
 平成28年3月末：44箇所→平成29年2月3日：71箇所（支援制度活用,内：4箇所）

２．国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事業
　空港混雑緩和と訪日旅行者の利便性を向上させるため、三越、ファミリーマートの特定
の店舗から海外の自宅へ土産品等を直送サービスする実証実験を実施している。
（平成28年11月11日～平成29年3月24日）

P6

○手ぶら観光の推進（※）
・　2016年度に実施した国際手ぶら観光サービス利用促進に関する実証事
業のフォローアップを行うとともに、引き続き実証事業の実施や手ぶらカウン
ターの設置について、幅広く関係者に働きかけを行う。

P9～
P11

8 － 記載なし

〈状況の変化〉
　2016年の訪日旅行者数は過去最高の2,403万9千人であり、訪日旅行者数4,000万
人、6,000万人の実現に向け、訪日旅行者の日本滞在時の快適性の一層の向上が求め
らている。
　平成29年度においては、国として「ストレスフリーで快適な旅行環境の実現」を支援する
ための財政措置を予定しており、関東運輸局としても、これを活用した一層の支援を行う
ことが必要である。

P6
○滞在時の快適性の確保に資する財政支援（※）【新規】
・　観光案内所をはじめとした各種施設におけるデジタルサイネージの設置や
多言語による観光案内、トイレの洋式化等の取組について財政支援を行う。

P12

9 － 記載なし

〈状況の変化〉
　「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム2016」において、
新幹線全駅（108駅）を観光拠点として機能強化することとされた。
　これを受け、「関東運輸局管内新幹線駅の観光拠点化推進WG」（平成28年9月）を設
置し、関係者との調整を行い、関東運輸局が中心となって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を推進する必要がある。

P6

○観光案内所の機能強化（※）【新規】
・　「観光ビジョン実現プログラム2016」（2016年5月「観光立国推進閣僚会
議」（主宰：内閣総理大臣）決定。）において観光拠点化が求められた新幹
線駅（関東管内：14駅）等の拠点施設について、地方自治体、観光協会、
施設運営事業者等に対し、JNTO認定外国人観光案内所の設置や、多言
語対応が可能な職員の常駐等、観光案内所の充実を働きかける。

P13-
P14

10 － 記載なし

〈状況の変化〉
　地域振興や観光振興に資する観点から、平成29年4月より自動車のナンバープレート
について、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートを交付する。今後、東京オリ
ンピック・パラリンピック特別仕様、地方版図柄入りナンバーの導入も予定されており、これ
らの普及促進のための取組が必要となる。

P6

○図柄入りナンバープレートの交付【新規】
・　地域振興や観光振興に活用する観点から、自動車のナンバープレートに
ついて、2017年度中に導入される東京オリンピック・パラリンピックやラグビー
ワールドカップ特別仕様ナンバープレートの普及に取り組む。

3 
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11 P23

①超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進～
１）マニュアルの作成
　・　これまでの各自治体の取組において十分に実現できていないニーズの的確
な把握及び住民の主体的参画について、マニュアルを作成する。
２）勉強会の開催（「勉強会型」）
　・　参加自治体が、次年度に「計画作成支援型」に移行し、地域公共交通網形
成計画などの作成に進むことを目指して、取組のポイントに沿って適切な準備が
なされるよう、各地域で勉強会を開催する。
３）地域公共交通網形成計画などの作成に対する支援の実施（「計画作成支援
型」）
　・　取組ポイントの内容が地域公共交通網形成計画などに反映されるよう、計
画案などに対する助言・提案、事業者間の調整、住民、議員、市町村幹部など
への助言・情報提供など必要な支援を実施する。
４）交通ネットワークの再編に向けた総合的な支援の実施（「総合支援型」）
　・　大規模プロジェクト、広域連携などの実現のために、自治体間、事業者間の
調整や住民、議員、市町村幹部への助言・情報提供など必要なあらゆる支援を
実施する。

１．がんばる地域応援プロジェクト2016の実施
　平成29年度以降に地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の策定を
予定する自治体を対象として、平成28年度においては、合計３回の勉強会を行った。
〈第１回勉強会〉：49自治体、73名参加
・平成28年8月下旬～9月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第２回勉強会〉：57自治体、82名参加
・平成28年11月下旬～12月上旬：神奈川県、千葉県、埼玉県の各県にて実施。
〈第３回勉強会〉：59自治体、82名参加
・平成29年2月14日：神奈川県において実施。

  また、平成28年10月～12月にかけて、平成28年度に網形成計画の策定を予定する
自治体等に個別訪問し、進捗状況や必要な視点についてのアドバイスを行った（個別に
訪問した自治体数（累計）：77）。

２.公共交通における効果的なニーズ把握に関する調査の実施
 公共交通における効果的なニーズ把握の手法を体系的に示すマニュアルの作成を目
的として、以下を内容とする調査を実施した。
　・地域公共交通の利用状況の把握や市民の移動実態の把握手法
　・目的別の効果的な調査手法
　・各々の調査手法から得られる結果の分析方法

P7

○超高齢化社会に対応した公共交通ネットワークに再構築
                  ～「がんばる地域応援プロジェクト」の推進等～（※）
・　戦略2016に記載した取組のポイントの内容が地域公共交通網形成計画
等に反映されるよう、引き続き、「がんばる地域応援プロジェクト」を実施す
る。その際、勉強会の実施時期等の見直しを図るとともに、昨今の高齢者に
よる運転事故の発生状況を踏まえ、以下の点について特に働きかける。
　 ○ 高齢者のニーズに応える上でデマンド交通が有効である一方、これの
みにより多様なニーズに対応することは困難なため、デマンド交通からコミュ
ニティバスへの接続といった各モード間の連携が必要であること。
　○ 病院やスーパーの玄関口までの乗入れといったマイナーチェンジ、乗り
方教室の開催や高齢者向けのバスマップの作成といったソフト事業も重要で
あること。
・　加えて、地域公共交通網形成計画案等に対する助言・提案、事業者間
の調整、住民、議員、市町村幹部等への助言・情報提供等の支援を実施す
るとともに、地域公共交通マイスター等他の取組と一層の連携を図ることを
通じ、がんばる地域応援プロジェクトの成果向上に努める。
・　一方、持続可能な地域公共交通網の構築には、地方自治体のみなら
ず、交通事業者の協力が不可欠であるため、関東運輸局として交通事業者
の経営者層ときめ細やかな対話を行い、必要に応じて助言等を行うととも
に、地方自治体への支援の一環として活用する。

P22～
P33

12 P23

②公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできるよう環境を整備
１）二次交通対策ＷＧの設置
　・　関東地方の観光地への二次交通の整備・改善及び情報提供をより機動的
に実施するため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下
に「二次交通対策ＷＧ」を設置する。
２）情報提供フォーマットの作成及び先行展開
　・　主要ターミナルなどから観光地まで一貫した情報、企画乗車券、ICカードに
関する情報を分かりやすく提供するためのフォーマットを作成し、主要観光地につ
いてそれに基づく情報提供を実施する。
３）路線バスなどフィーダー交通の整備・改善
　・　意欲のある地域に「がんばる地域応援プロジェクト」への参画を促し、同プロ
ジェクトに基づく支援を実施する。また、二次交通整備の重要性を自治体や事業
者に説明し、その取組を促す。

１．二次交通対策WGの設置
　平成28年5月26日に「訪日外国人旅行者の受入に向けた関東ブロック連絡会」の下に
「二次交通対策WG」を設置した。（平成28年度は7回（書面を含む。）の開催を予定）
　年度当初の同WGでは2次交通対策に対する国の予算補助に係る実施計画の検討の
ほか、以下２．に記載する「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経路情報提
供」についての議論も行った。

２．一括した公共交通の経路情報提供に関する実証事業
　平成28年度の国の実証事業として「訪日外国人旅行者向けの一括した公共交通の経
路情報提事業」を実施した。
【事業概要】
・訪日旅行者に対し、都内主要駅（出発地）から観光地を経由して帰着地（＝出発地）ま
での公共交通機関を利用した移動情報を提供する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、TOKYO & AROUND TOKYO GUIDE bookから選定した
観光地を含む30ルートのコンテンツを作成し、実証事業実施。（実証事業期間：平成29年
1月26日～平成29年3月31日）
・併せて、訪日旅行者の具体のニーズを把握するため、羽田空港・成田空港において、
事前ヒアリング調査を実施。

P6
○一括した経路情報の提供（※）
・　2016年度の情報提供事業により得られた情報提供フォーマットが利活用
されるよう、同協議会や地方自治体と連携し、横展開を図る。

P34

13 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の頻発や改正道路交通法による運転免許返納
等の増加により、高齢者の生活の足としての地域公共交通に対する社会的関心が高まっ
ており、関東運輸局としても積極的な取組が求められるところ、都県単位にとどまらない関
東地方を管轄する立場として、各地域公共交通のサービス水準や利用状況の可視化等
が求められている。

P7

○地域公共交通の利用状況の可視化等【新規】
・　地方自治体や利用者等への情報提供の一環として、コミュニティバスの
利用状況やバス停における上屋の整備状況等の地域公共交通の現況を数
値化して可視化するとともに、より地域公共交通の利用を促進するため、まち
づくりとの連携やモビリティマネジメントに関する優良事例の横展開を図る。

 ○第２節　超高齢化社会に対応した地域公共交通の再編
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14 － 記載なし。

〈状況の変化〉
　昨今の高齢者による自動車運転事故の発生状況に鑑みるに、高齢者が利用しやすい
公共交通を実現するためには、バリアフリー化の推進が不可欠となっている。
　また、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国各地のバリアフリー水準を高めるこ
とを目的として、ユニバーサルデザイン行動計画において「観光地や都市部等における複
合施設（大規模駅や地下街等）における面的なバリアフリー推進、公共交通機関における
バリアフリー化、ＩＣＴを活用した情報発信、トイレの利用環境改善等についての取組」とそ
の工程表がとりまとめられたことから、これに則ってノンステップバスやリフト付バスの導入
といったハード面の支援とともに、バリアフリー基本構想の策定を促すための取組も積極的
に実施する必要がある。

【H28年度支援実績】※交付決定の件数（平成29年2月現在）
　ノンステップバス：520台　　　　　　　　　　 ホームドア　　　　　　　　　　33件
　バスロケーションシステム：15件　　　　　　駅エレベーター　　　　　　　10件
　ICカードシステム：5件　　　　　　　　　　　  内方線付点状ブロック　　　11件
　バス待合設備の整備：1件
　UDタクシー：37台

〈参考：関東管内平成27年度末〉
　ノンステップバス：10,927台
　ホームドア：336駅

P7
～

○バリアフリー化の推進（※）【新規】
・　東京オリンピック・パラリンピックを契機として、共生社会の実現に向けたユ
ニバーサルデザイン、心のバリアフリーを推進し、これらを同大会のレガシーと
して残すため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき具体的取組
を実施する。
・　ノンステップバス、リフト付バスやユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタク
シー）の導入の促進のための財政支援を行う。
・　一日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上である鉄道駅について、
段差の解消、ホームドアの設置その他の視覚障害者の転落を防止するため
の整備等の移動等円滑化の実施促進のため財政支援を行う。
・　施設等の整備を促進し、面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、
地方自治体や交通事業者を対象としてバリアフリー基本構想策定を促すた
めの説明会等を行う。

P35～
P43

5 
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15 P28

①物流拠点の高度化
　・　圏央道などの高速道路沿線を中心に物流施設の高度化を促進するための
具体的方策について、物流事業者（倉庫事業者、トラック事業者）、荷主企業と
の意見交換を徹底的に実施する。
　・　高度化の優良事例を収集し、成功要因を分析・整理する。
　・　上記の意見交換、優良事例を踏まえ、交通政策部と自動車交通部が連携
して、優良事例を物流施設の設置を予定している物流事業者などに効果的に周
知するための情報発信方策、荷主企業と物流事業者のマッチングシステムの具
体的なあり方などを検討する。

１　意見交換の実施等
　物流事業者、製造メーカー、大手小売り等との意見交換・ヒアリングを実施した。（平成
28年6月以降12事業者）
　京浜港協議会の枠組みで、各県単位での荷主意見交換会を行った。
　物流総合効率化法の説明会を2度に渡り開催し、多数の物流・荷主企業の参加を得
た。（平成28年10月開催、横浜会場、さいたま会場合計383名）
　物流施設の集約・高度化について、物流総合効率化法の活用も含めて相談を複数受
けており、アドバイスを実施した。

２　優良事例の収集・情報発信
　・物流総合効率化法の認定を7件行い、関東運輸局のHPで認定計画の概要等を公表
した。
　・今後関係予算説明会の機会等を活用して、優良事例やマッチングの促進等を図るべ
く関係機関との調整・検討を実施している。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】（平成29年3月10日時点）
　7件（内訳 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）

P8

○関係者と連携した物流効率化の推進（※）
・　関係機関との連携を強化し、荷主連携やモーダルシフトに向けて、より効
率的な情報発信、案件形成を実施する。
・　モーダルシフト関連機器導入助成等の既存予算制度や宅配ボックス等
新たな予算制度を周知し、その効果的な活用を図る。
・　事業者等に対する改正物流効率化法の周知に加え、これまでに認定さ
れた優良事例を紹介する。

P43～
P50、
P55

16 P28

②京浜港の広域集貨体制の構築
　・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているところ
であり、オンドックレールなど貨物鉄道と港湾の結節強化策に関する課題と必要
な環境整備を整理するとともに、インランドデポの有効活用の具体的方策につい
て検討していく。

１．京浜物流高度化推進協議会における京浜港物流高度化計画等の見直し
　関東地方整備局と連携しつつ、京浜港物流高度化計画等の見直し作業を進めた。必
要となる検討項目を京浜港物流高度化推進協議会（平成29年3月15日開催）にて提示
し、同協議会委員からの了承を得た。
　今後、協議会において、了承された事項の具体化に向けた検討等を行う予定。

P9

○京浜港の広域集貨体制の構築
・　京浜港物流高度化推進協議会において、今後の取組を検討しているとこ
ろであり、同協議会での議論を活性化し連携を強化することを通じて、施策
を推進する。

P46

17 P28
③トラック輸送における更なる効率化（取引環境・長時間労働の改善）
　・　既に実施した実態調査や協議会の議論などを踏まえ、各都県においてパイ
ロット事業を実施する。

１．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
　各都県の地方協議会においてパイロット事業（長時間労働の原因分析、改善方策の検
討と実施、結果を検証）を実施した。平成28年度末までに課題の分析、実証実験、実証
実験結果の取りまとめを行う予定である。
　・平成28年7月～12月：第４回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の対象集団（荷主、トラック事業者）を選定し、承認を得るため開催。
　・平成28年12月：第５回地方協議会の開催（12月）
　　←パイロット事業の進捗状況や今後の地方協議会の進め方について報告。
　・平成28年7月～平成29年3月：パイロット事業の実施
　　 ・パイロット事業における課題の整理・分析
　　 ・パイロット事業における実証実験内容の検討
　　 ・パイロット事業における実証実験の実施
　・平成29年3月：第６回地方協議会の開催
　　←パイロット事業の実証実験結果等を報告。
※山梨県のパイロット事業においては、積み下ろし時の受付予約システムの活用・パレット下ろし
により、手待ち・荷役時間を約５時間短縮。

P8

○トラック輸送における取引環境・長時間労働の改善（※）
・　これまでに実施した実態調査や協議会の議論等を踏まえ、2016年度に
引き続き各都県においてパイロット事業を実施する。
・　荷主、トラック運送事業者に対し「トラック運送における生産性向上方策に
関する手引き」の周知及び活用を働きかける。
・　トラック運送事業者に対し、「トラック運送事業者のための価格交渉ノウハ
ウ・ハンドブック」の周知及び活用の働きかけを行い、適正な取引環境を確保
する。
・　トラック運送事業者に対し、2016年度に作成の「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用の働きかけを行い、長時間労働の改善を図る。

P51～
P54

18 P28

④共同配送の促進
　・　都市部の複合ビル、地域それぞれにおける共同輸配送の実施に向けて関
係者を支援する。（候補地　さいたま新都心、有楽町・神田地区、川崎地区、渋
谷地区他）

１．共同配送の促進
　改正物流総合効率化法の活用を促すことにより、共同配送の促進を行った。
　多摩ニュータウンにおける包括的支援サービス（平成27年度事業。宅配貨物の配送等
についてヤマト運輸が一括して行う事業）について、事後取組報告において助言等を行っ
た。

【改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定件数】
〈平成29年3月10日時点：2件〉
　・藤沢市内の住宅地における集荷・配送をヤマト運輸が一括して行う事業
（認定日：成28年10月25日）
　・佐川急便による千葉県沼南地区の宅配便貨物の集荷等について、サテライト拠点を日立物流拠点内
に設置し、協業化を図る事業
（認定日：平成29年3月10日）

ｰ   　項目番号15に集約して記載する。 P50

 ○第３節　労働力不足に対応し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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19 P29
⑤物流事業の労働力確保
　・　新卒者の参入を促進するため学校訪問・説明会を実施。
　・　トラガール促進プロジェクトサイトを活用した女性向け情報発信を実施。

１．新卒者の参入を促進するための学校訪問・説明会実施
　改正道路交通法（平成29年3月施行）による準中型免許制度の説明等、新卒者が運
転者として即戦力になり得ることや、トラック運送事業の役割や運転者の魅力を伝えること
を目的として、高等学校等を訪問し、若年層や女性へのアピールを行った。
〈学校訪問の実績：4月～12月　合計78校〉
・東京支局（7校）、神奈川支局（15校）、埼玉支局（14校）、群馬支局（9校）
・千葉支局（12校）、茨城支局（13校）、栃木支局（17校）、山梨支局（5校）

２．高等学校等訪問に係るトラック協会への情報提供等
　上記の高等学校等訪問をより効果的なものとするため、新規高卒者の求人手続につい
て、各運輸支局から１都７県のトラック協会を通じて事業者に対して情報提供を行った。
〈情報提供時期：平成28年11月〉
　また、関東運輸局のHPにおいてトラガール促進プロジェクトサイトを紹介し、女性ドライ
バーの活躍を発信している。〈情報発信：平成26年9月より継続〉

P9

○物流事業の労働力確保（※）
①トラック運転者の人材確保
・　若年層や女性に対して、トラック運送事業の役割等を伝えるため、高等学
校等への訪問を引き続き行うとともに、2017年度からは、トラック協会等の
関係者と連携し、人材確保に向けた取組の情報発信や職業としてのトラック
運転手についてのPRを行う。
・　「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」、「トラック運送事
業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「中継輸送実施手順書」
の周知及び活用を図る。（再掲）

②若年船員の確保・育成、海事教育の推進
・ 船員教育機関・水産系高等学校の生徒を対象にインターンシップや出前
講座を実施するとともに、学校と内航海運業界との意見交換会を実施する。
・ 合同企業説明・面接会の開催やハローワーク等と連携した就職面接会に
おいて、船員職業相談窓口を開設し、職業としての船員についてPRを行う。
・　小中学生や教員、保護者を対象に内航海運や船員、海事産業の魅力を
発信し、興味を持ってもらうための取組を実施する。

20 P29
⑥宅配便の再配達削減
　・　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。

１．宅配便の再配達削減に向けた取組
　国土交通省総合政策局にて具体の取組を進めており、宅配ボックスの設置補助につい
て平成29年度予算案に計上されたところ。民間事業者も主体的に宅配ボックスの設置
についての検討を進めており、関東管内で187箇所（平成29年2月末時点）設置されてい
る。

２．道の駅を活用した再配達削減社会実験実施
　宅配ボックスを道の駅「庄和」（埼玉県春日部市）に設置し、地方部での再配達削減の
ための具体のスキームのあり方を検討している。
・期　 間：平成28年10月～平成30年3月末
・参画者：国、自治体、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸

P8
○宅配便の再配達削減（※）
・　駅等の公共空間における宅配ボックス設置について、事業者等の関係者
と連携し国の支援制度を活用しつつ促進する。

P46

21 P29
⑦都市内物流における旅客鉄道の活用
　・　鉄道事業者、物流事業者と協力して、都心部において旅客鉄道による貨物
輸送を試験的に実施する。

１．旅客鉄道を活用した物流実証実験
　東京都心において、旅客鉄道による貨物積載の実証事業を実施した。
・平成28年9月9・10・16・17・30日
・平成28年10月1・7・8・14・１５日
（参画者：東京地下鉄、東武鉄道、佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸）

P8
○貨客混載による旅客鉄道の活用（※）
・　2016年度の実証事業を踏まえつつ、鉄道事業者、物流事業者と協力し
て、旅客鉄道による貨物輸送について、引き続き検討を行う。

P46

22 P29
⑧物流を考慮した建築物の設計・運用の普及
　・　トラック搬入口の高さなど、物流の効率性向上に資する建築物の設計・運用
について、本省関係部局と検討を進める。

１．物流を考慮した建築物の設計・運用検討会
　「物流を考慮した建築物の設計・運用検討会」（国土交通省総政策局、住宅局他）にお
いて、具体化の検討を行っている。
（参考）
・平成28年11月16日：第１回検討会
・平成28年12月28日：第２回検討会

-

記載しない。

 ・現在、国土交通省本省で主催する検討会において、「物流を考慮した建
築物の設計・運用ガイドライン」の策定に向けた検討を進めているところ、まず
は同ガイドラインの策定を待った上で、関東運輸局としての役割を整理し、具
体の取組を検討する必要があるため。

7 
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23 P32

・鉄道施設整備に対する財政支援の実施など
　　耐震化、浸水対策、ホームドア設置などに対して財政支援を実施する。浸水
対策については、地下街、接続ビルなど関係者が多岐に亘ることから、協議が円
滑に行われるよう必要な調整を行う。

１．財政支援
　平成28年度においては以下の事業により、耐震化、浸水対策、ホームドアに対する取
組を支援した。
　・鉄道駅耐震補強事業
　・鉄道施設緊急耐震対策事業
　・首都直下地震・南海トラフ地震対策事業
　・浸水対策事業
　・交通サービス利便向上促進事業等

２．東京都地下街等浸水対策協議会への参画
　豪雨時の浸水対策を促進するため、各管理者（地下街に接続するビル所有者、鉄道
事業者等）と行政が協働で計画の作成等を行う「東京都地下街等浸水対策協議会」等
に参画、浸水対策計画の内容を把握し、協議が円滑に行われるよう必要な調整を行っ
た。

P9

○鉄道施設整備に対する財政支援の実施等
・　耐震化、浸水対策等の促進のため、財政支援を行う。
・　関係行政機関から構成される協議会を通じて、防災・減災に資する情報
を収集し、関東運輸局管内の鉄道事業者に対して必要な情報提供を行う。
・　浸水対策について、地下街、接続ビル等関係者が多岐に亘ることから、
協議が円滑に行われるよう必要な調整を行う。

24 P32

・「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
　　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」に、既存メン
バーの自治体、トラック事業者、倉庫業者に加えて、新たに鉄道事業者や内航
海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者による連携体制を構築す
る。

１．支援物資物流システム連絡会の開催
　支援物資物流に関する意見交換及び取組内容の情報共有等を目的として、「支援物
資物流システム連絡会」を開催した。
・構成員：各都県、政令市、倉庫協会、トラック協会
・平成29年1月～3月に各都県にて連絡会を開催。

P9
～

○「支援物資物流システム連絡会」を活用した連携体制の構築
 ・　都県単位で設置されている「支援物資物流システム連絡会」について、
地方自治体、トラック運送事業者、倉庫業者に加えて、2017年度から新た
に鉄道事業者や内航海運事業者の参画を得て、多様な輸送機関の関係者
による連携体制を構築する。
 ・　2016年4月の熊本地震の教訓を踏まえて、支援物資物流を含む広域
物資拠点開設・運営ハンドブック等の改訂が予定されていることから、その周
知を進める。

25 P32

・バスなどによる代替輸送を確保するための体制の構築
　　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が自治体の要
請を受けて、バス事業者などとの調整を行う体制を構築するため、「関東運輸局
旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

１．関東運輸局旅客代替輸送実施要綱の検証
　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合のバスによる代替輸送を可能とするよう、
平成27年3月に策定した実施要綱を検証するため、代替輸送の机上訓練を平成29年2
月28日に実施した。

P10

○バス等による代替輸送を確保するための体制の構築
・　鉄道事業者が代替輸送を確保できない場合に、関東運輸局が地方自治
体の要請を受けて、バス事業者等との調整を行う体制を構築するため、「関
東運輸局旅客代替輸送実施要綱」について、机上訓練や鉄道不通区間の
代替輸送に関する情報伝達訓練を行い、必要に応じて見直しを行う。

26 P32

・津波避難体制の強化
　　管内の船舶運行事業者に対して旅客及び船舶の津波避難マニュアルの作
成を促すとともに、既に作成した船舶運行事業者に対しては、マニュアルに基づ
いた津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
　　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体など
へ周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

１．船舶の津波避難マニュアルの作成及び訓練の促進
　「津波避難マニュアル」の作成は費用負担が大きいため、中小規模事業者では作成が
進んでいない状況を踏まえ、簡便に作成可能な「津波対応シート」を平成28年7月に策
定し、公表した。
　「津波対応シート」の普及・活用、訓練の促進等を図るため、平成28年11月に船舶運
航事業者を対象としてセミナーを開催（約230名が参加）、屋形船事業者を対象として平
成29年2月に研修会を開催（約50名が参加）した。

２．津波救命艇の普及
　自治体等へ訪問し、津波救命に関するパンフレットを配布するとともに、津波救命艇の
機能、有効性等について説明を行った。
　・平成28年9月： 三浦市、神奈川県東部漁港事務所及びみうら漁業組合
　・平成28年10月： 関東地方整備局港湾空港防災危機・管理課
　・平成28年11月： 神奈川県政策局地域政策課
　・平成28年12月：三港庁会議（横浜税関、横浜市港湾局、関東運輸局）

P10

○津波避難体制の強化
・　関東運輸局管内の船舶運航事業者に対して旅客及び船舶の津波避難
マニュアルの作成を促す。特にマニュアル作成が負担となっている中小規模
事業者に対しては、2016年7月に国土交通省が公表した「津波対応シート」
の活用によりマニュアルの作成を促す。
・　既にマニュアルを作成した船舶運航事業者に対しては、これに基づいた
津波避難訓練を実施し、それを踏まえて内容を充実するよう促す。
・　また、近隣に避難場所がない地域における津波対策として、地方自治体
等への周知を行い、「津波救命艇」の普及を図る。

 ○第４節　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

■防災減災対策の推進

③船舶関係

②自動車関係

①鉄道関係

8 
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28 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメントを優先的に実施
する。

１．運輸安全マネジメントの実施
　平成28年度に中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を重点
的に実施する方針の下、151事業者の実施目標を掲げ、実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・自動車運送事業者：129者（うち、中小規模の貸切バス事業者129者）

29 P33

・事故情報、優良事例の共有
　　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点などにおける死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会などを通じて周知す
る。また、各事業者などが実施している事故防止対策などの優良事例についても
共有を図る。

１．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組【再掲】
　安全プラン2009の目標達成のため、平成28年度安全施策目標を策定した（平成28年
9月9日公表）。同目標では次の施策を実施目標に掲げた。
　　①乗合バスの車内事故、交差点事故への対策
　　②各事業者が実施する事故防止対策の優良事例の共有
　　③事故調査機能の強化　等

P11

ⅱ) 事故情報、優良事例の共有
・　主に高齢者による乗合バス車内事故、交差点等における死亡事故につい
て、事故要因及び再発防止策を公表するとともに、研修会等を通じて周知
する。また、各事業者等が実施している事故防止対策等の優良事例につい
ても共有を図る。

27 P33

・「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」を踏まえた対
策の実施
　　本年6月3日に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取り纏めら
れた「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」を踏まえ
て、速やかに以下の対策を実施する。
　○貸切バス事業者、運行管理者などの遵守事項の強化
　○法令違反の早期是正、不適格者の排除など
　○監査などの実効性の向上など

１．適正化事業開始のためのプロジェクトチーム（PT）の発足
　平成28年12月の道路運送法の改正を見据え、関東運輸局内自動車3部（自動車交
通部・自動車技術安全部・自動車監査指導部）による、「関東運輸局貸切バス適正化推
進PT」を発足（平成29年9月）した。同PTでの取組・検討状況等について、国土交通省
本省と情報の共有及び意見交換を実施した。
　・平成28年10月　3日：第1回PT
　・平成28年10月31日：第2回PT

２．法令違反の早期是正、不適格者の排除、監査などの実効性の向上
　貸切バス事業に関する「監査方針」、「行政処分基準」の改正にあたり、監査方針・行政
処分基準等改正検討会において意見集約を図るとともに、国土交通省本省の監査業務
改善PTに参画し、現場の意見が反映されるよう努めた。
　（参考）改正後の「監査方針」、「行政処分基準」のポイント
　　・許可取消しの範囲拡大
　　・輸送の安全確保命令、全事業用自動車の使用停止命令
　　・30日以内の是正確認監査の実施
　　・個々の違反項目に対する処分量定の引き上げ
　　・処分車両（使用停止車両数）割合の引き上げ

３．改正道路運送法の制度周知
　改正道路運送法の制度内容及び上記の監査方針、行政処分基準の周知徹底図るた
め、関東管内全都県にて事業者向けの説明会を行った。
　・平成28年11月～12月

４．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
　〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
　・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

５．「事業用自動車総合安全プラン2009」の目標達成に向けた取組
　「事業用自動車総合安全プラン2009」（以下「安全プラン2009」という。）の目標達成の
ため「平成28年度関東地域事業用自動車安全施策実施目標」（以下「平成28年度安
全施策目標」という。）を策定した。（平成28年9月9日公表）
　同実施目標に、運行管理者等の遵守事項の強化への対応等を掲げ、事業用自動車
の事故防止対策を実施した。

ⅰ) 「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」及び改
正道路運送法を踏まえた対策の実施（※）

・　2016年6月にとりまとめられた「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」及び同年12月の改正道路運送法の施行を踏まえ
て、以下の対策を実施する。
○　貸切バス事業における事業許可の更新制の円滑な導入
   a　改正道路運送法の施行により、2017年4月から、貸切バス事業におい
て、事業許可の更新制が導入されることから、全事業者に対する更新期限
の通知や説明会等による制度周知を行う。
    b　更新申請の審査に当たっては、各事業者が、必要な法令知識を有し
ているかを確認するため法令試験を実施するとともに、迅速かつ厳格な申請
処理を行う。
○　民間指定機関による巡回指導等の適切な実施
    a　改正道路運送法に基づき、貸切バス事業者に対する巡回指導等を
行う適正化機関の指定を適切に行い、2017年8月を目途に巡回指導及び
負担金徴収等が開始されるよう取り組む。
    b　上記の指定機関による巡回指導の実効性を確保するため、指導マ
ニュアルの作成、研修等の支援、事業者に対する制度周知等を行うととも
に、指定機関から関東運輸局に対する通報の仕組を構築する。
○　貸切バス事業への監査については、2016年11月に改正（12月施行）し
た監査方針及び行政処分基準に基づき、法令違反の是正を図るとともに、
同方針等の厳格な運用により実効性を確保する。また、街頭監査について
は、効果的な実施場所、時間帯等を選定し、実施する。
○　中小規模の貸切バス事業者に対する運輸安全マネジメント評価を優先
的に実施する。
○　ドライブレコーダーの記録を活用した指導監督の実施等の貸切バス事業
者、運行管理者の遵守事項の徹底等を図る。

P10
～

P57～
P66

■事故防止対策の推進

①自動車関係
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30 P33

・整備の充実・強化
　　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故など社会的影響の大きい事故の再
発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、街頭検
査、整備管理者研修などを実施する。

１．自動車点検整備推進運動の実地
　点検整備推進強化月間（平成28年9月～10月）に以下の取組等を実施した。
・「自動車点検整備推進デー」を設定し、運輸支局やショッピングモール等の10会場にて点検・
整備を推進するためのイベントを開催（マスメディア等を通じて事前の広報活動をしたことなどに
より、約26,300名の来場者を得た）。
・車検受検の事業用自動車及び大型貨物自動車のうち、前検査を選択した自動車ユーザーに
対し、直近3ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求める実施状況調査を行った。3ヶ月定期点検
整備が未実施と想定される車両341台に対して点検整備推進運動のチラシを配布、指導。
・大型自動車（車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車）を保有している1,373
事業者について、定期点検の実施の際、重点点検項目を定めて特に留意して点検するよう注意
喚起。

２．街頭検査の実施
　各運輸支局において、警察及び道路管理者等と調整のうえで街頭監査を実施した（街
頭検査件数129回うち、大型車に特化した街頭検査は13回）。

P11

ⅲ) 整備の充実・強化
・　大型車の車輪脱落事故、車両火災事故等の社会的影響の大きい事故
の再発防止を図るため、特に大型車について、自動車点検整備推進運動、
街頭検査、整備管理者研修等を実施する。

31 P33

・監査の適確な実施
　　重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施
する。街頭監査については、効果的な実施場所、時間帯などを選定し、実施す
る。

１．重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対する集中的な監査の実施
　継続的に監視すべき事業者リストの見直し・充実を図り、特に貸切バス事業者に対し集
中的な監査を実施した。
〈運送事業者に対する監査及び処分件数（平成28年４月～平成28年12月末現在）〉
・旅客（バス、タクシー）監査実施件数：384件、行政処分等件数：193件
・貨物　監査実施件数：516件、行政処分等件数：318件

２．効果的な場所、時間帯などを選定した街頭監査の実施【再掲】
　貸切バス事業者を対象にツアーバスの発地となる主要な駅、空港のほか、観光地の駐
車場などを選定し、抜き打ちで街頭監査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・実施回数8回、監査車両数77両、指摘車両数20両　※貸切バスのみ

P11
ⅳ) 監査の適確な実施
・　トラック運送事業等に係る民間指定機関と連携しつつ、重大かつ悪質な
法令違反の疑いのある事業者に対して集中的な監査を実施する。

32 P33
・運輸安全マネジメント評価の適確な実施
　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

１．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に鉄道事業者を7者選定し、評価を実施した。
　(実施結果(平成28年4月～平成29年2月末現在))
・鉄道事業者：7者

P11
～

ⅲ)運輸安全マネジメント評価の適確な実施
・　運輸安全マネジメント評価を引き続き計画的に実施していく。

33 P33
・事故情報、優良事例の共有
　　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策の他、輸送障害が発生した場合
の早期復旧策について、会議などを通じて共有を図る。

１．保安連絡会議の実施
　関東管内の全鉄軌道事業者を招集し、保安連絡会議を行った（平成28年10月7日）。
　過去の事故の原因等を分析し、今後の事故削減のための取組を要請するとともに、事
故後の早期運転再開に向けた取組などの優良事例等を紹介した。

P12
ⅳ) 事故情報、優良事例の共有
・　事故及び輸送障害の要因及び再発防止策のほか、輸送障害が発生した
場合の早期復旧策について、会議等を通じて共有を図る。

34 P33
・保安監査の適確な実施
　　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防止の
観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行う。

１．保安監査の実施
平成29年2月末時点で23事業者に対して保安監査を実施した。実施結果を踏まえ、9
事業者に対して、改善指示文書を発出した。

P12

ⅴ) 保安監査の適確な実施
・　事故防止の観点から施設の整備・維持管理状況について、輸送障害防
止の観点から再発防止策・早期復旧策について、それぞれ確認・指導を行
う。

35 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年度に相次いだ駅ホームからの転落事故などを踏まえ、速度制御機能付自動
列車停止装置、ホームドアの設置などを進める。その際、「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）で、国土交通省において進捗管
理し、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すると示されたことを踏
まえ、ハード・ソフト両面から鉄道事業者を指導する役割を担う必要がある。

P11

ⅰ) 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（※）【新規】
・　鉄道事業者が実施するハード面の進捗状況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の改善について指導する。
・　ホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、財政支援
を行う。

P67～
P72

②鉄道関係

10 
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36 － 記載なし

〈状況の変化〉
　平成28年の踏切道改良促進法の改正趣旨を踏まえ、同法に基づき「開かずの踏切」
等の改良を促進し、踏切交通の安全確保と円滑化を図るための取組を推進す必要があ
る。

P11

ⅱ) 踏切道における安全性向上に向けた対策の推進（※）【新規】
・　関東運輸局と鉄道事業者、道路管理者、関東地方整備局等で構成する
地方踏切道改良協議会を活用して、改良すべき踏切道について、地域の実
情に応じた幅広い対策の検討・実施を促進する。
・  踏切遮断機、踏切支障報知装置等の踏切保安設備の整備を促進する
ため、財政支援を行う。

P73～
P75

37 P34

・ヒューマンエラーの防止
　　安全総点検や小型船舶安全対策を運航労務監理官と船舶検査官が連携し
て、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検において、旅客船を中
心に100隻を目標として立入検査を実施する。また、事業者による自主的な船
員教育などを推進するため、安全総点検において、729事業者に対して自主点
検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

１．立入検査の実施
　以下の船舶に対し、ハード・ソフト両面からの訪船指導（立入検査）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・旅客船：立入隻数101、指導隻数9
・旅客フェリー：立入隻数5、指導隻数：なし
・国際航海日本船舶：立入隻数2、指導隻数：なし
・川下り船：立入隻数63、指導隻数：なし
・危険物運搬船：立入隻数2、指導隻数：なし

２．自主点検の促進
　夏季及び年末年始の期間に、事業者の経営層の強いリーダーシップの下での自主点
検を奨励することを目的に、事業者に自主点検表を送付して回収した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・夏期総点検（平成28年7月1日～8月31日）：旅客船運航事業者（620者のうち、回収301者）
・年末年始総点検（平成28年12月1日～1月10日）：旅客船運航事業者（382者のうち、回収
342者）

P12

ⅰ) ヒューマンエラーの防止
・　安全総点検や小型船舶安全対策について、運航労務監理官と船舶検査
官が連携して、ハード・ソフト両面からの安全指導を行う。安全総点検におい
て、旅客船を中心に100隻を目標として立入検査を実施する。
・　事業者による自主的な船員教育等を推進するため、夏季の安全総点検
において620事業者、年末年始の安全総点検において389事業者に対して
自主点検を実施するよう要請し、そのための自主点検票を配布・回収する。

ⅱ) 船舶の運航管理の充実等による安全確保
・　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
   ○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
   ○運輸安全マネジメント評価等の推進
   ○PSCの推進によるサブスタンダード船の排除
   ○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の
基準適合性の確保
   ○船員の資質確保のための、STCW条約に基づく海技免状や締約国資
格受有承認証の交付
   ○船内の労務管理等の不備等に起因する海難を防止するための、船員
災害防止基本計画の確実な実施

38 P34

・船舶の運航管理の充実などによる安全確保
　　船舶の安全な運航を確保するため、以下の施策を実施する。
○運航労務監理官による監査、事故の再発防止策の指導・徹底
○運輸安全マネジメント評価などの推進
○PSC の推進によるサブスタンダード船 の排除
○日本船舶に対する関係法令に基づく確実な検査の実施による船舶の基準適
合性の確保
○船員の資質確保のための、STCW条約 に基づく海技免状や締約国資格受有
承認証の交付
○船内の労務管理などの不備などに起因する海難を防止するための、船員災
害防止基本計画の確実な実施

１．監査、事故の再発防止策の指導・徹底
　関東管内監査の目標である船舶505隻、事業場77者を計画的に実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・船員労務監査：船舶監査：449隻、事業場監査：59者
・運航管理監査：318隻
・特別監査：4隻・5者

２．運輸安全マネジメント評価の実施
　平成28年度に内航海運事業者を新たに33者選定し、評価を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・内航海運事業者：33者

３．PSCの実施
　サブスタンダード船を排除するため、外国船舶の立入検査（PSC）を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・検査隻数1,123隻（欠陥指摘率58.0％、拘留率1.8％）

４．法令に基づく確実な検査の実施
　日本船舶について船舶安全法等関係法令に基づく検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・日本船舶に対する法定検査：9,385件

５．STCW条約に基づく海技免状・締約国資格受有承認証の交付
　海技試験の申請、海技免状の交付申請、締約国資格受有証の交付申請に対応する
ことで、船員の資質の確保を図った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・海技試験申請：2,493名
・海技免状交付（大型）：3,461件
・小型船舶操縦免許証交付（小型）：72,174件
・外国人船員承認事務：5,291件

P12

③船舶関係

11 
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ⅲ) 小型船舶（プレジャーボート、漁船等）の安全対策
・　マリーナ、漁港等において、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施等遵守事項の徹底等を図るとともに、川下り船及び小型旅客船に対して、
ライフジャケットの着用、適切な備付け等について安全指導を実施する。
　特に、小型船舶におけるライフジャケットの着用義務の範囲が2018年2月
から拡大されることを踏まえ、制度改正についての周知徹底を図る。

39 P34

・小型船舶（プレジャーボート、漁船など）の安全対策
　　　マリーナ、漁港などにおいて、小型船舶操縦者に対して、発航前点検の実
施など遵守事項の徹底などを図るとともに、川下り船、小型旅客船に対して、ライ
フジャケットの着用、適切な備付けなどについて安全指導を実施する。

１．小型漁船・プレジャーボートに対する周知・啓発・指導の実施
　漁業及びマリーナ等において遵守すべき法令要件、発航前点検、海難防止のチェック
ポイント等について周知・啓発・指導を行った。
　また、小型漁船及びプレジャーボートに対して係留中の船舶を中心に船舶検査証書、
小型船舶操縦士免許の確認等によりパトロール指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・マリーナに対する安全啓蒙活動：34箇所
・漁業協同組合に対する安全啓蒙活動：13箇所
・船舶検査受検確認のパトロール：3,739隻
・小型船舶操縦免許所持者に対する安全啓蒙活動を講習機関等に依頼：16者
・船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正についての講習会並びに安全啓蒙活動の実施：
67名

２．川下り船の安全対策
　平成25年に策定した「川下り船の安全対策ガイドライン」に即し、ライフジャケットの着用
等の安全対策が講じられていることについて安全指導を行った。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・川下り船に対する安全確保指導：4者、63隻

３．小型旅客船の安全対策
　小型旅客船について立入検査を実施した。
〈実施結果（平成28年4月～平成29年2月末現在）〉
・小型旅客船の立入隻数：49隻

P12
～

12 



資料４－参考資料

関東交通観光戦略2016の数値目標の進捗状況について

■第２章第１節

－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－

○2020年（平成32年）までに

① 貸切バスによる道路混雑など東京が直面している社会問題をできるだ

け早期に解決する。

② 訪日外国人旅行者を東京だけで受け止める一極集中の現状から、関東

地方とその周辺地域をあわせた広域関東で受け入れるための広域的な観

光空間を実現する。

③ これらにより東京が訪日外国人旅行者の受け皿として機能し続けるだ

けでなく、広域関東の魅力が“Tokyo”の魅力の一部になり、その訴求力

（ブランド価値）が一層高まることを目指す。

【数値目標】

外国人延べ宿泊者数について、2020年（平成32年）に、東京圏と東京圏以

外の広域関東の比率が3:1となるよう、東京圏3,600万人泊、東京圏以外の広

域関東1,200万人泊を目指す。

＜現状（2015年（平成27年）＞

東京圏：東京圏以外の広域関東の比率 ＝ 8:1

東京圏2,359万人泊、東京圏以外の広域関東316万人泊

◎進捗状況

＜2017年（平成29年）2月末時点（平成28年速報値）＞

東京圏：東京圏以外の広域関東の比率＝7:1

東京圏2,394万人泊、東京圏以外の広域関東354万人泊



■第２章第２節 －超高齢社会に対応した地域公共交通の再編－

○2020年（平成32年）までに

① 超高齢社会に対応した公共交通ネットワークに再構築

② 公共交通を利用して主要な観光地にアクセスできる環境を整備

【数値目標】

①関係

・地域公共交通網形成計画の作成市町村数：104（北関東3県の市町村

の総数）

＜現状（2016年（平成28年）5月末現在 ：30件＞）

・北関東3県の公共交通利用者数：現状維持

＜現状（2012年（平成24年 ：352,592千人＞））

②関係

・主要な観光地における公共交通の整備率：100%

＜現状（2016年（平成28年）5月末現在）

： Tokyo & Around Tokyo”Guidebookに掲載されている観光地の公共交“

通の整備率：88.9%＞

◎進捗状況

①関係

・地域公共交通網形成計画の作成市町村数

＜2017年（平成29年）3月15日時点 35件＞

・北関東3県の公共交通利用者数：現状維持

＜現状（2013年（平成25年 ：355,189千人＞））

②関係

＜2017年（平成29年）2月末時点）

： Tokyo & Around Tokyo”Guidebookに掲載されている観光地の公共交“

通の整備率：90.3％＞



■第２章第３節

－ －労働力不足に対応し国際競争力を強化するための物流の効率化・高度化

○2020年（平成32年）までに

①労働力不足に対応した効率的な物流システムを構築

②京浜港の国際競争力強化のための広域集貨体制を構築

【数値目標】

①関係

・物流事業の就業者1人・1時間当たりの付加価値額2割程度向上

このため以下を実現する。

・物流効率化法に基づく認定物流施設数50施設（全国で150施設）

・地域内配送共同化の事業件数33件（全国で100件）

②関係

・2018年度（平成30年度）中に、国際戦略コンテナ港湾に寄港する欧州基幹

航路を週3便（2013年度（平成25年度 ：週2便）に増やすとともに、北米）

基幹航路のデイリー寄港（2013年度（平成25年度 ：京浜港週30便）を維）

持・拡大

◎進捗状況

①関係

＜2017年（平成29年）3月10日時点＞

物流効率化法に基づく認定物流施設数：1件

地域内配送共同化の事業件数：2件

②関係

＜2017年（平成29年）2月末時点＞

国際戦略コンテナ港湾に寄港する欧州基幹航路数：週2便

北米基幹航路のデイリー寄港数：週22便

（参考）

・2017年4月より「中遠海運集装箱運輸有限公司（COSCO ShippingLines

CO., LTD 」社による京浜港（横浜港）への北米基幹航路が新規開設さ）

れる予定。


