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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

(１)東アジアとの地理的近接性を活かした一層の交流促進 

①「九州」の認知度向上 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

国内各地のみならずアジアをはじめとした海外に対し「九州」をＰＲし、認知度を向上させる

ことが必要である。 

このため「九州はひとつ」という理念を改めて再認識し、より一層、県境に関わらず九州が一

体となってプロモーション・ＰＲ・誘客促進を徹底していくことが必要である。 

特に、九州は北海道や沖縄と比べイメージしにくいという指摘も受けているところであり「九州」

のイメージづくりを行うことが必要である。 

また、関西～九州というルートを外国人観光客の西側の観光ゴールデンルートとして形成すべ

く、関西・中国地方との連携強化等を検討することが必要である。 

これらの取組みを行うに当たっては、相互交流によりお互いを知ることや、訪問先を調査するこ

となどにより、外国人旅行者にとって魅力的な観光資源は何か、旅行ニーズを的確に捉えた上で

ＰＲ・誘客促進を行うことが必要である。 

さらに、ＭＩＣＥ（Meeting, Incentive, Convention, Event / Exhibition）全般の振興は、

海外や日本国内各地から来訪者が集まることで、経済効果、地域の国際化・活性化等に大きな意

味を持つ。 

九州は、都市別国際会議開催件数で福岡市が全国 2位の 206件の開催（2009 年）、「ゴールデ

ンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル福岡」の開催も予定されていることから、

ＭＩＣＥ開催地としての受入環境整備と魅力発信を行っていくことが必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

地理的近接性を活かした東アジアへの誘客に加え、多様性とバランスのとれた訪日外国人旅行

者の促進を図るため、九州観光推進機構や各県自治体などと連携し「日・ＡＳＥＡＮ友好協力40

周年」となるＡＳＥＡＮ諸国や、福岡空港への直行便が就航した欧州に対しても各種プロモーシ

ョンを展開することにより通年を通して「九州」の認知度向上に取り組んだ。 

 今後も、引き続き訪日客の伸びが期待できる市場への積極的なプロモーションを実施する。 

広域連携による事業としては、10月に近畿運輸局及び中国・四国運輸局等と連携し、大型クル

ーズ船の寄港による地域活性化の効果等について再認識を促すため、各地方自治体を対象とした

「瀬戸内クルーズセミナー」及び「おもてなし実地研修」を実施した。 
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 ＭＩＣＥについては、日本のＭＩＣＥ（国際会議等）誘致力を強化するために、4月24日誘致

のポテンシャル等が高い都市を｢グローバルＭＩＣＥ戦略都市｣として選定する公募を行い、6月

28日福岡市が他の4自治体（東京都・横浜市・京都市・神戸市）ともに選定され、国として集中

的な支援を行うとともに、都市の自立的な取組を促すこととされた。今後、福岡市を牽引役とし

て海外競合国に対する日本及び九州全体のＭＩＣＥ誘致競争力の強化や受入環境整備と魅力発

信に取り組む。 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

(１)東アジアとの地理的近接性を活かした一層の交流促進 

②外国人が一人でも旅行できる環境の整備（外国人向けバリアフリー） 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

外国人観光客のさらなる誘致のためには、外国人観光客が一人でも、安心して、かつ快適に旅

行できる受入環境整備が必要不可欠である。 

このため 

・入国手続の迅速化 

・バスのカラーラッピングや駅ナンバリングの導入など外国人にも識別しやすい交通機関を整 

備していくこと 

・主要観光地への行き方や乗り場案内等公共交通に関する情報を掲載した外国人にとって使い 

やすい交通マップの作成、統一したピクトグラム（※文字に代わって何らかの情報を伝える 

ために作られる抽象化・単純化された絵で、視覚言語（絵文字）の一つ。）などのサイン類 

による案内、バスをはじめとする公共交通の利用方法や外国語の対応が可能な飲食店等の情 

報提供など、交通機関、宿泊施設、飲食店等の情報を多言語で提供していくこと 

 ・来訪者にとって手軽なＩＣカードの購入容易化、外国人旅行者向けの公共交通フリーパスな 

ど商品充実の検討 

など、様々な取組みによる外国人旅行者の受入環境整備を図っていくことが必要である。 

これらの方策については、現在、九州の玄関口である福岡において、外国人旅行者の受け入れ

環境整備のための「地域関係者会議」を立ち上げ、バスのカラーリングや電子看板による情報提

供等の社会実験実施や、外国人向け公共交通マップ作成等を行っているところであり、こうした

検討結果を踏まえ各地域で適切に対応していくことが必要である。 

特に情報提供に関しては、昨今のスマートフォンの普及や Wi-Fi 環境の整備が進んでいることに

鑑み、これらの情報通信機能を活用した情報提供についても、積極的に活用していくことが必要

である。 

加えて、受入環境整備に当たってニーズの高い分野として、通訳ガイドの充実がある。「ご当

地ガイド」育成のニーズやアジア言語ガイドのニーズは全国的にも高いが、特にアジアからの入

国者が約 9 割を占める九州では特に強いニーズがある。現在、総合特区の区域内において、研修

等を経た通訳案内士以外の者による有償ガイド行為を可能とすることを盛り込んだ総合特別区域

法案を国会提出中であり、法案が成立した暁には積極的に活用していくことが必要である。 
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コミュニケーション環境の整備と実践的な情報の提供による丌安の解消【長崎】

既存のコールセンター機能を活用してコミュニケーション環境を整え、外国人個人旅行者向けマップ等を作成して実
践的情報を容易に入手できる環境を整えることで、外国人旅行者の滞在中の不安を解消する

【あじさいコールを活用したコミュニケーション環境整備】

長崎市街地の外国人旅行者に対して、観光地の情報、行き方、料金な
どの問い合わせに多言語で対応

◎WEBによるコミュニケーション環境の整備

◎外国人専用ダイヤルによるサービス

【外国人個人旅行者向けマップの作成】

対象言語

コンテンツ

提供方法

英語・韓国語・中国語（繁体字・簡体字）

外国人個人旅行者が、長崎市街地を回遊するときに必要となる目的地
や公共交通の情報などをコンテンツとした携帯用マップを作成

◎市街地回遊に必要な情報を掲載した多言語マップ

対象言語

コンテンツ

提供方法

英語・韓国語・中国語（繁体字・簡体字）

Wi-Fiエリア、海外発行のクレジットカードに対応できるATM、コンビニエン
スストアの位置、公共交通利用方法など、市街地回遊に必要となる情報

・旅行者が聞きたいこと、知りたいことをFAQに充実して多言語で情報提供
・PCのサイトを多言語化するとともに、知りたい情報をFAQで探しやすいようにプログ
ラム化。さらに病気やパスポートの紛失など、緊急時も含めてFAQでサポート。
・Wi-Fi環境下ではスマートフォンに対応。さらに、現在地から目的地への公共交通利
用による行き方案内をサービス

＜外国人専用ダイヤルよるコミュニケーション環境イメージ＞

・これまでも、外国語対応スタッフがいても、外国人旅行者から連絡が入ることはほと
んどなかった
・外国人専用のダイヤル回線を設置するとともに、外国語対応スタッフが電話に出るこ
とで、外国人旅行者の安心感が高まることで相談しやすいようになった

観光情報、公共交通の利用方法、緊急時の連絡先など

チラシなどの利用に向けた広報活動、WEBは無償Wi-Fiエリアで利用可能 市内の駅、港、観光案内所、ホテルなど

・主要な観光情報はもとより、外国人旅行者が、長崎市の中心市街地を一人で回遊す
る場合でも不安にならないように、観光案内所、両替所、公共交通利用方法など、一
つで利便性が高いマップを作成
・さらに、無償Wi-Fiエリアや「あじさいコール」のサービスについても案内するなど、情
報量の拡充による安心感が高い情報マップを作成

多言語マップ（現時点のイメージ）

NAGASAKI
CITY MAP

英語、韓国語、中国語（簡体字、繁
体字）の４言語ごとにマップを作成

マップの施設名などは、日本語を併
記して、外国人旅行者から尋ねられ
た日本人が、ある程度マップを通し
てコミュニケーション可能なものを目
指す

相談しにくい

国内外共通
１回線のダイヤル

安心して相談
外国人専用の
ダイヤルを設置

オペレーター

オペレーター

外国人旅行者

外国人旅行者

もしもし、
何かご用で
しょうか？

Hello, what 

do you do?

言葉が通
じるのか
不安

これ
まで

外国人専用
ダイヤル
の開始

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【訪日外国人旅行者の受入環境整備事業】 

訪日外国人旅行者 2，000 万人の高み

を目指すため、訪日外国人旅行者が安

心して快適に、移動・滞在・観光する

ことができる環境を提供することが重

要であることから、既に多数の外国人

旅行者が訪れている地域を戦略拠点、

今後外国人旅行者の訪問の増加が見込

まれる地域を地方拠点として、受入環

境の向上のための事業「訪日外国人旅

行者の受入環境整備事業」を実施して

いる。 

 

【福岡ツーリスト・シティ・パス】 

平成 25 年度においては、九州では戦略拠点として福岡市、地方拠点として長崎市、別府市、

鹿児島市が選定されている。また、福岡市内では、外国人観光客を対象とした公共交通を自由

に利用できる共通フリー切符の社会実験を実施し、公共交通の利便性を向上させ、訪日外国人

旅行者の受入環境整備を図った。 

 

【受入環境整備サポーター派遣事業】 

受入環境整備サポーター派遣事業につい

て、平成 25 年度は、九州在住の留学生 30

名を受入環境整備サポーターとして、九州の

観光地へ派遣し、地域の観光資源を発掘する

とともに、受入環境整備が遅れている部分を

外国人の目線で明確にし、外国人旅行者の増

加に向けた改善策の提案や情報発信を行う

など、訪日外国人旅行者の受入環境整備を促

進している。 

 

【通訳ガイドの充実】 

通訳ガイドの充実については、平成 25 年 2 月に九州各県及び九州観光推進機構が、九州の通

訳ガイド制度創設などを盛り込んだ国の地域活性化総合特区の指定を受け、現在九州各県におい 

て、中国語・韓国語の特区ガイド育成研修を実施しているところである。 

今後も「訪日外国人旅行者の受入環境整備事業」等を活用しながら、訪日外国人旅行者との一

層の交流促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

地方拠点(長崎) 

(チケット売り場で中国語のパンフレットを確認) 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(１)東アジアとの地理的近接性を活かした一層の交流促進 

③国際物流機能の強化、効率的な物流体系構築 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

国際物流に関しては、特に北部九州における貨物量の増大や物流コストの低減の実現を目指

し、国際物流機能の強化、シャーシ（※コンテナ積載用の台車）の相互通行推進やパレット（品

を荷役・輸送・保管するための荷役台）サイズの標準化など、東アジア地域とのシームレスな物

流ネットワークの形成や、12フィートコンテナの普及可能性検討などの多頻度・小ロット輸送を

効率化する取組みを進める等、効率的な物流体系を構築することが必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【シームレス物流システムの実現】 

 （シャーシの相互通行） 

  平成 24 年 7 月、韓国において開催された第４回日中韓物流大臣会合での合意に基づき、日

韓両国のシャーシの相互通行に係るパイロットプロジェクトの取組が進められ、平成 24 年

10 月から日本製シャーシの韓国国内通行が、平成 25 年 3 月からは韓国製シャーシの日本国

内通行が開始された。現在、日本製 20 台、韓国製 4 台のシャーシが両国で走行している。 

 

（パイロットプロジェクトの概要）  

・釜山～下関航路を経由し、釜山のルノー・サムソ

ン自動車の製造拠点から日産自動車九州㈱の製

造拠点に向けて、韓国製自動車部品を両国のャー

シを用いて、韓国から日本に輸送  

・事業者 日本側：日本通運㈱、 

韓国側：天一定期貨物自動車㈱ 

・日韓両国のシャーシの相手国国内通行については 

 相手国の関係法令をそれぞれ適用 

 

（シャーシの相互通行イメージ） 

 

 

日韓ダブルライセンス車開通記念行事 

H25.3.27 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

(２)各地域の魅力を活かした地域づくり 

①地域の多様な関係者の連携による地域独自の魅力を活かした滞在型観光の促進 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

国内外の多様な観光ニーズに対応した観光振興を目指し、地域独自の魅力を活かした旅行商品

の開発、観光案内・情報提供の高度化、観光資源の保護・活用などの様々な取組みを行っていく

ためには、狭義の観光関係者だけにとどまらず、農林水産業、地場産業、流通加工業などの従事

者やまちづくり関係者、行政、ＮＰＯ、地域住民など地域に係る関係者が広く参加した中間支援

組織、もしくは事業主体（観光地域づくりプラットフォーム）を設け、多様な関係者が連携して

取り組むことを支援・促進していくことが必要である。 

また、旅行者の行動範囲の拡大や旅行ニーズの多様化に応じた観光を可能とし、広域観光推進

を通じて圏域内での滞在時間を増やすことで地域全体の経済波及効果を高めるため、県境にかか

わらず広域連携による 2泊 3日以上滞在可能な「観光圏」の形成を支援・促進していくことが必

要である。 

このような滞在型観光を促進するには、地域の関係者自身が主体となってその地域固有の観光

資源を知り、これを活かし、地域独自の魅力を活かした観光地とすること、来訪者にとって魅力

的なものは何か、旅行ニーズを把握した上で地域の魅力向上を図り、来訪者の満足度を高め、さ

らにはリピーターにつなげることが必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【観光圏整備事業】 

観光圏の整備については、観光立国の基本理念である「住んでよし、訪れてよし」の観光

地域づくり実現に向けた取組の基盤強化のため、地域のブランド化、圏域の適正化、中核と

なる人材からなる観光地域づくりプラットフォームによるマネジメント実施の担保等を図る

ため、観光圏整備法の基本方針が平成２４年１２月２７日に改正された。 

 この新たな基本方針に基づき、平成２５年４月１日に全国６地域の観光圏が認定された。

九州運輸局管内では、このう

ち『阿蘇くじゅう観光圏』、

『「海風の国」佐世保・小値

賀観光圏』が認定され、観光

地域ブランド確立支援事業

として支援している。 

また、観光圏のマネジメン

ト、地域のブランド戦略策定

、ブランド戦略に基づく取組

実施を行う観光地域づくり

マネージャーを育成するた

めの研修を実施しており、平

成２５年度は九州運輸局管

内から『「海風の国」佐世保

・小値賀観光圏』、『豊の国千年ロマン観光圏』の人材が研修を受講した。 
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【観光地域ブランド確立支援事業】 

国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域の取

組段階に応じ、地域独自の「ブランド」の確立を通じた日本の顔となる観光地域の創出に向け

た取組みを支援。 

具体的には、地域の取組段階に応じて、以下の取組みを支援。 

（１）目指すべき地域の将来像の策定、マーケティングの実施等を通じたブランド戦略の構築。 

（２）ブランド戦略に基づき、来訪者の豊かな旅行を支える応接環境の整備、地域資源の価値

を最大限に活かした空間の形成、取組みの恒常的実施・改善を通じたブランド管理等の実

施。 

また、観光地域ブランド確立支援事業の取組効果を最大限に発揮するため、補助事業に

ついて、第三者委員会による事前・事後評価等を実施。 

 

補助対象経費

○観光地域ブランド確立に
係るブランド戦略策定
支援に関する経費
○定額補助（上限500万円）

補助対象経費

○主たる滞在促進地区を起
点とする滞在ブログラムの

実施するに当たっての
課題を解決するために必要
な事業に関する経費等ブラ
ンド確立のために必要な事
業に関する経費
○定率補助：事業費の4割

地域の取組段階に応じた観光地域づくり（イメージ）

観光地域ブランド確立支援事業

○ 観光地域づくりを基盤とする滞在交流型観光の実現、地域独自の「ブランド」の確立を通じた日本の顔となる観光地
域の創出に向け、観光圏に係る認定要件を厳格化するとともに、他地域との差別化の徹底を図るブランド戦略の策定・
取組の実施など地域の取組段階に応じた支援等を関係省庁と連携の上、効果的に実施

ブランド
観光地域

（仮称）評
価

地域独自の価値を活かした
「ブランド」が確立された
「日本の顔」となる地域を
登録観光地域

新観光圏従来の
観光圏等

厳格な評価を通じ、観光地域
づくりを進めるための体制等
が整備された地域を認定 評

価

観光地域づくりを基盤とする

滞在交流型観光の実現 地域独自の「ブランド」の確立

【ステージ１】

ブランド戦略の策定支援

【ステージ２】

ブランド戦略に基づく事業
実施の支援

ブランド観光地域（仮称）

の登録

評
価

新観光圏認定に必要な事項
○適切な圏域の設定
（自然・文化・歴史、生活圏としての密接な関係、２泊
３日以上の滞在可能性、主たる滞在促進地区からの動線、
中長期的な一体性の確保等が必要）

○観光地域づくりプラットフォーム
の構築

（知識・経験があり研修を修了した観光地域づくりマ
ネージャー複数名で構成されており、法人格が必要）

○主たる滞在促進地区を中心とし
た圏内の滞在・回遊の促進

（滞在促進地区が複数ある場合には、主たる滞在促進地
区を１つ明確にする必要）

○地域住民の参加促進
○官民連携の実施体制の構築
○ワンストップ窓口の構築

等

○観光地域づくりを基盤と
し、地域独自の「ブラン
ド」を確立した日本の顔と
なる地域の品質を担保し、
そのような地域のさらなる
形成を図るために、観光庁
が地域を登録する制度を創
設することを検討。

※ 現在、要件等を検討中

平成２５年～ 平成２５年～

観光圏の整備の促進

ブランド観光地域（仮称）

の形成

観光地域

ブランド化準備地域（対象：新観光圏）
評
価

●25年度採択
「海風の国」佐世保・小値賀観光圏 ●25年度採択

阿蘇くじゅう観光圏
（他４観光圏）

平成20年度～
４９地域が
観光圏として
取組を実施
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況(第 17回) 

 

(２)各地域の魅力を活かした地域づくり 

②来訪者にとって利用しやすい公共交通の実現や、充実する交通ネットワークを活かすことに 

よる九州全体の活性化 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

いよいよ平成 23年 3 月に九州新幹線鹿児島ルートが全線開業された。 

全線開業を契機として、九州が一体となって関西・中国方面、さらには東アジアを中心とした

海外に対するＰＲ・誘客促進を強化していくことが必要である。 

また、開業効果を九州全体へ波及させるための横軸となる交通アクセスの強化、新幹線駅から

観光地等までの交通アクセス向上や、九州の公共交通に関する情報の一元化や、例えば鉄道・バ

ス・旅客船等複数の輸送形態にまたがる経路の検索を可能にするなど、公共交通の利便性向上に

取り組むことが必要である。 

さらに、日南線観光特急「海幸山幸」とセットで導入された観光バス「にちなん号」や、有明

海のフェリー航路のかもめクルージングなど、乗ること自体が観光資源となる取組みも数多く取

り組まれてきている。 

九州新幹線鹿児島ルート全線開業を機に、新たな観光列車が導入されたところであり、こうし

た移動そのものを楽しませる工夫を行っていくことも必要である。 

また、東九州の基幹ネットワークである東九州自動車道も各区間ごとの供用目標に向けて整備

が推進されているところであり、こうしたネットワークを活かした地域間交流・活性化を図るこ

とも必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【九州新幹線(鹿児島ルート)関係】 

平成23年3月12日から鹿児島ルートが全線開業し、関西までの相互直通運転が始まり、利用者

利便に大きく貢献している。 

横軸への交通アクセスについては、新鳥栖駅、久留米駅、熊本駅で1時間当たり1本～4本停車

することにより、長崎本線、久大本線、豊肥本線と連絡し、佐賀、長崎、大分の各方面への利便

性を確保している。 

なお、宮崎方面には新八代駅で高速バス

に乗り換えができる「Ｂ＆Ｓみやざき」が

1日16往復運行しており、利用者の利便を

図っている。 

 

 

【博多駅と福岡空港国際線を結ぶバス路線】 

 増加傾向にあるインバウンド旅行客の利便性向上のため、

西日本鉄道㈱が福岡空港国際線ターミナルと博多駅、福岡市

中心部を乗り換えなしで結ぶバス路線を運行開始。 

 平成24年5月から運行を開始した「空港国際線～博多駅」

線を天神まで延伸し、大幅増便したもの。 

 

 

 

 

西日本鉄道㈱の空港国際線バス 

Ｂ＆Ｓみやざき 
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ななつ星 in 九州 おれんじ食堂 

【新たな観光列車の導入による活性化】 

移動手段のための列車ではなく、列車に乗ることを目的とする観光列車が新たに運行を開始し

た。 

平成25年3月に肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」が運行開始、海岸沿いの景色を眺めなが

ら沿線の特産品をふんだんに使用した料理を楽しむちょっと贅沢な旅を提案している。 

平成25年10月にＪＲ九州のクルーズトレイン「ななつ星in九州」ＪＲ九州の観光列車の集大成

ともいわれる豪華寝台列車の運行開始。新たな人生にめぐり逢う旅をコンセプトに自然、食、温

泉、歴史、文化などの和の魅力にあふれた九州をめぐる3泊4日と1泊2日の旅を提案している。 

九州の魅力を日本全国、海外まで発信することにより交流人口が増え地域の活性化にも繫がる

ものと期待される。 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(２)各地域の魅力を活かした地域づくり 

③旅行しやすい環境づくり 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

現在、観光庁では旅行需要の創出・平準化を目指して、休暇取得・分散化の促進をはじめとす

る休暇改革に取り組んでいる。休暇の取得を促進し、旅行需要の喚起をすることは、観光を通じ

た交流人口の拡大による地域の活性化に資するものである。 

一方、休暇の分散化は、国民生活に密着したテーマであり、経済・社会・地域に与える影響を

考慮する必要があることから、産業・労働・教育など幅広い観点から意見交換を行いながら、休

暇改革に関して国民的コンセンサスを形成するとともに、休暇取得の促進・分散化に向けた国民

運動を推進していくことが必要である。さらに、携帯電話を活用したスタンプラリーゲームと旅

行商品の連携などの取組みも出てきている。このような新しい手段についても、必要に応じて活

用していくことで旅行しようという動機付け・きっかけにつなげていくなど、旅行しやすい環境

づくりを進めることが必要である。 

また、観光客の目線に立った観光地づくりとして、子連れ観光客が受け入れ可能な施設や授乳

室の場所等、子連れに必要な設備に係る必要な情報を分かりやすく提供し、幼い子供連れでも安

心して観光できる環境整備を進めるなど、誰もが気軽に観光できる環境づくりを進めることも必

要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【休暇取得の分散化】 

－ポジティブ・オフ運動の取り組み－ 

東日本大震災とその後の電力不足・節電の取組を機にライフスタイルを見直す気運が高まって

いることを捉え、休暇を取得して外出や旅行を楽しむことを積極的に促進し、休暇（オフ）を前

向き（ポジティブ）にとらえて楽しも

うという「ポジティブ・オフ」運動を

平成 23年 7月から推進。 

平成 26年 1月 15日現在で東芝、ア

サヒビール、ＪＲ九州など 374 の企

業・団体が運動に賛同している。 

 

 

【ポジティブ・オフ運動】 

「ポジティブ・オフ」運動とは、休暇を取得して外出や旅行を楽しむことを積極的に促進し、休暇（オフ）

を前向き（ポジティブ）にとらえて楽しもうという運動です。休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気をととの

えていくこと、それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること、長期的にワークライフ・

バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ライフスタイル・イノベーション」につなげていくこ

とを目的として、内閣府、厚生労働省、経済産業省と共同して提唱・推進しています。 

<観光庁ホームページより>  

 

 

〈ポジティブオフ運動ロゴマーク：観光庁ホームページより〉 
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【家族の時間づくりプロジェクト】（休暇取得・分散化促進普及拡大事業：平成 25 年度～） 

地域ぐるみの「家族の時間づくり」を目的として、各地域の協力のもと、大人（企業）と子ど

も（学校）の休みのマッチングを行う事業を実施。 

実証事業は、平成22年度は福岡市（小学校：1）を含む全国9地域で実施し、平成23年度は引き

続き福岡市（小学校：1、中学校：1）を含む10地域で実施。平成24年度は3年目の福岡市（小学

校1、中学校1）、人吉市（市内全小学校6、市内全中学校3）、奄美市（幼稚園1、小学校1、中学校

1）を含む全国15地域で実施。平成25年度は人吉市（市内全小学校6、市内全中学校3）、奄美市（

幼稚園1、小学校1、中学校1）を含む全国11地域で実施。10月に土日を含む4～5日の連続した学

休日を設けたケースでは、休み中に実施できたこととして、家族で地域行事への参加、家での子

供との触れ合い、国内宿泊旅行、日帰り旅行、実家・親戚へのお出かけなどが挙げられている。 

保護者が、学校の休みに合わせて有給休暇の取得や勤務日・勤務時間の調整を行っていること

から、学校を休みにすることが保護者の休暇取得を促進し、地域行事への参加、家族での旅行等

を誘発していると推察される。 

 

「家族の時間づくりプロジェクト」

○各地域で、大人（企業）と子ども（学校）の休みのマッチングを行う事業。
○学校休業日の設定により、３日以上の連続した休日等を創設し、休業日設定可能な小中学校を決定
○学校休業日を柔軟に設定することにより子どもの連休をつくり、親が当該連休に合わせて休むことを促

進する。

：市

１０月２日（日）に実施した運動
会を振り替え、４連休を創設

H23 10地域
東京都杉並区、三重県亀山市、新潟県妙高市、
山口県山口市、京都府京都市、静岡県静岡市、
静岡県島田市、静岡県川根本町、福岡県福岡
市、埼玉県行田市

H24 15地域
千葉県いすみ市、埼玉県行田市、東京都杉並
区、新潟県妙高市、静岡県静岡市、静岡県島
田市、静岡県川根本町、三重県亀山市、奈良
県葛城市、京都府京都市、広島県東広島市、
島根県津和野町、福岡県福岡市、熊本県人吉
市、鹿児島県奄美市

〈実施地域一覧〉

地域の自治体（市区町村）

・チラシ等に
よる周知

・幼稚園、学
校の休業日
の調整

・有給休暇取得
の働きかけ
・地元経済団体
へ協力要請

家庭
幼稚園
小学校
中学校

企業
経済団体

家
族
の
時
間
を
創
出
す
る
た
め
に
、

学
校
休
業
日
を
柔
軟
に
設
定

家族の時間づくりプロジェクト

実施の
働きかけ

認定

認定申請

＜学校休業日の柔軟な設定（例）＞

・観光庁
・地方運輸局等

H25 11地域
北海道登別市、岩手県平泉町、茨城県日立市、
千葉県いすみ市、静岡県静岡市、静岡県島田
市、静岡県川根本町、三重県亀山市、京都府
京都市、熊本県人吉市、鹿児島県奄美市
（平成25年6月2８日現在）
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(３)人口減尐・尐子高齢化社会に対応した交通体系の構築 

①多様な関係者の連携による、地域の実態に合った公共交通の実現 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」や取組みの立ち上げ段階を支援する「地域公共

交通活性化・再生総合事業」等により、市町村によるコミュニティバス・乗合タクシー等の導入

が着実に進んでいる。 

これらについて、地域の実態に合った公共交通として定着させていくため、また増加が予想さ

れる高齢者等の移動手段を適切に確保させていくためには、関係者が多岐にわたる地域公共交通

問題を検討するに当たって、必要な関係者からなる検討体制を構築することが必要である。 

その上で、当該地域の置かれている公共交通の現状把握・検討する関係者間での情報共有、主

目的やターゲットとする利用者の明確化とそれに対応した地域住民ニーズの的確な把握、事業実

施段階における継続的なフォローアップとこれを踏まえた必要な見直しを行うことで地域の実

態に合った公共交通を実現することが必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

地域公共交通に係る検討体制構築、現状・ニーズを把握した上での計画策定 

平成24年度に、福岡県田川市他19市町において地域公共交通確保維持に関する協議会が設置さ

れ地域公共交通調査事業を活用した、コミュニティバス等の導入に向けたアンケートやニーズ調

査等が実施された。 

その結果、福岡県田川市、熊本県荒尾市、玉名市、宮崎県高鍋町、鹿児島県中種子町において

は、地域公共交通総合連携計画が策定された。また、協議の結果、11市町において平成25年10月

以降に64系統の新設・系統再編が行われた。 

 

【福岡県広川町】 

統計資料を基に既存の公共交通の問題点を整理したうえで、地域住民を対象としたアンケート

調査等を実施し、その結果を踏まえ６回の協議会において検討が行われ、新たな交通手段として

、平成25年10月より町内３区域においてデマンド型乗合タクシーの運行が開始された。 

 

 

〈広川町デマンド型乗合タクシーパンフレット〉 
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【熊本県菊陽町】 

住民意見交換会、施設利用者ヒアリング、体験乗車会及び、前年度に実施した全世帯アンケー

トの結果に基づき、３回の協議会において検討が行われ、既存の町内循環バスを全面的に見直し

、４つの循環線を含む１３ルートに新たに再編を行った。 

 

 

〈菊陽町町内循環バス路線図〉 

 

【鹿児島県中種子町】 

公共交通体系の現状分析、既存の路線バスやコミュニティバスの利用実態調査、住民ニーズの

把握、病院や商店等の意向調査を実施し、５回の協議会において検討が行われ、既存のコミュニ

ティバスの路線再編と、交通空白地域（５区域）においてデマンド型乗合タクシーが運行される

こととなった。 

 

 

〈中種子町コミュニティバス路線図〉        〈中種子町乗合タクシー運行区域図〉 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

(３)人口減尐・尐子高齢化社会に対応した交通体系の構築 

②利用者自身が「乗って支える」ことをはじめとした地域全体で支え、持続可能な公共交通体

系の構築 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

公共交通利用促進策を展開することにより、利用者自身がマイレール・マイバス・マイシッ意 

識を持ち「乗って支える」という意識を啓発することが必要である。 

このため、まずは公共交通を題材としたフォトコンテストや友の会制度創設等公共交通に親し

みを持ってもらう、利用してもらうきっかけづくりをすること、公共交通に関するダイヤ・ルー

トなど各種情報を提供し「知ってもらう」ことが必要である。 

さらに、例えば市民全員があと年○回乗車すれば維持可能・○万円収支改善、といったように

公共交通の利用状況や運行（運航）コスト、経営状況等の実態について、分かりやすい形で情報

提供（見える化）するなど、公共交通の実態を利用者も含めて共有しながら地域全体で公共交通

を支えることが必要である。場合によっては、地域住民自身が主体的に公共交通の運行に携わっ

たり、一定額を協賛金等として地域が負担したりすることなども考えていくことが必要である。 

また、持続可能な公共交通体系を構築するに当たっては、ニーズやサービス水準を踏まえた運

行（運航）とすることや、通勤用専用バスやスクールバスをはじめとする既存の交通資源を活用

することによる運行（運航）の効率化を図ることが必要である。 

加えて、鉄道車両の貸し切り利用によるツアー客誘致や離島航路の実証運航と併せたモニターツ

アーの実施など、観光利用の促進による利用者層の拡大や広告収入等の副収入確保などにより収

入確保を工夫することも必要である。 

 

■中間時点の評価後１年間の進捗状況と現状 

継続的な公共交通利用促進による地域で支える公共交通の実現 

【長崎県佐世保市】 

バスや鉄道の体験試乗や、バス車両、鉄道車両基地の見学など、公共交通に身近に触れ 

合える参加型のイベント「させぼ公共交通ふれあいフェスタ」を開催 

 

  

  

 

 

 

 

 

〈バスの運転席を体験〉 

〈ふれあいフェスタチラシ〉 
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【大分県豊後大野市】 

バスサポーター制度の導入やバス停コンテストの実施など、地域との協働によるバス利用促進

運動を展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鹿児島県和泊町・知名町】 

ローカルヒーロー「オキバスファイブ」を活用 

したローカル番組によるバスの分かりやすいＰＲ。 

 

 

〈公共交通戦隊「オキバスファイブ」〉                             

 

【公共交通に関する各種情報の提供】 

・九州のバス時刻表 

 利用したい区間のバス停を指定するだけ 

で、バスの発着時刻・乗り継ぎ案内など 

を検索することができる九州の総合バス 

ルート・時刻検索サービスサイト。 

 パソコンをはじめ携帯電話からも検索可 

能となっている。 

 

■参加事業者（H26.3.1現在） 

  西日本鉄道㈱ 九州急行バス㈱ 北九州市交通局 ジェイアール九州バス㈱ 

 昭和自動車㈱ 祐徳バス㈱ 佐賀市交通局 長崎県交通局 島原鉄道㈱ 西肥自動車㈱ 

 佐世保市交通局 九州産交グループ 熊本市交通局 熊本電気鉄道㈱ 熊本都市バス㈱ 

 大分バス㈱ 大分交通㈱ 日田バス㈱ 亀の井バス㈱ 宮崎交通㈱ 南国交通㈱ 

 鹿児島市交通局 鹿児島交通㈱ いわさきバスネットワーク㈱  計 24 社 

 

 

 

〈出典:九州のバス時刻表ＨＰ〉 

〈取り組みに対する表彰〉  〈企業前に設置されたバス停〉 

 

<公共交通戦隊「オキバスファイ

ブ」> 

 〈バスマップ〉 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

(３)人口減尐・尐子高齢化社会に対応した交通体系の構築 

③国による支援の重点化、新制度（地域公共交通確保維持改善事業）の活用 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

今般、平成 23 年度予算において「地域公共交通確保維持改善事業」が新たに盛り込まれ、地

域公共交通に係る予算を統合した上で、公共交通が独立採算では確保できない地域等において地

域特性に応じ効率的に維持・確保されるために必要な支援を行うとともに、移動に当たってのバ

リアが解消されるために必要な支援等を一体的に行うこととしているところである。 

同事業は、特に存続が危機に瀕している生活交通のネットワークの維持・確保、バリアフリー

化をはじめとする移動に当たっての様々なバリアの解消等について、地域の多様な関係者による

議論を前提に重点的に支援するものである。同制度を活用する等により、多様な関係者の連携に

よる地域のニーズを踏まえた最適な公共交通を実現していくことが必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【地域公共交通確保維持改善事業】 

生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が

提供され、また、バリアフリー化やより制約の尐ないシステムの導入等移動に当たっての様々

な障害（バリア）の解消等がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援するもので

ある。 

〔内容〕公共交通が独立採算では確保できない地域等において、地域特性に応じ効率的に確保

・維持されるために必要な支援を行うとともに、移動に当たってのバリアがより解消される

ために必要な支援等を一体的に行うものとする。 

この支援にあたっては、国は地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関する計

画等に基づき実施される取組みを支援するとともに、モラルハザードを抑制した効率的・効

果的な支援を行うものとする。 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(３)人口減尐・尐子高齢化社会に対応した交通体系の構築 

④地域公共交通に係るノウハウ・情報の提供・共有、地方公共団体における人材育成等 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

地域公共交通に携わる関係者間でノウハウ・情報の共有、行政や交通事業者、有識者など多様

な関係者間のネットワーク形成を図ったり、担当者等の人材を育成したりすることが必要であ

る。特に、市町村の交通担当者は、専任者がいない市町村がほとんどであることに加え、人事異

動により担当者が変わることも多々あるため、セミナーや研修の実施、ノウハウ本の活用、市町

村間での意見交換等、様々な形でノウハウや情報が共有・継承される取組みを行うことが必要で

ある。 

また、人口減尐社会における効率的な都市運営のためには、集約型の都市・地域づくりを進め

ることも必要である。 

高齢化社会に適切に対応していくためには、福祉輸送等も地域の交通を考えるに当たっての重

要な要素の一つである。このため、地域で公共交通を検討するに当たっては、都市計画部局等ま

ちづくりの部局や福祉部局など、関連する各分野と連携することが重要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【地域公共交通のあり方を考えるシンポジウム】 

「地域公共交通のあり方を考えるシンポジウム 

２０１３in九州」を、平成２５年１１月２８日 

に３０３名の参加者（交通事業者４７名、行政、 

１９４名、その他一般６２名）を集め開催した。 

 

■開催趣旨 

 地域公共交通は、地域の経済社会活動の基盤 

であり、高齢者・通学者等の移動手段の確保を 

担うものとして、また、低炭素社会の実現に寄 

与する環境に優しい輸送機関として、需要な役 

割を担っていますが、地域公共交通を取り巻く 

環境は依然として厳しいものがあります。こう 

した状況の中で、地域公共交通の確、維持、改 

善を図るためには、まちづくりなどの交通以外 

の分野との連携を深めていくことがこれまで以 

上に求められており、地域の人々が一体となっ 

て地域公共交通を元気にすることで、人々が暮らすまちもまた元気になることが期待されます。 

今般のシンポジウムは、九州を含む全国の様々な先進的取組や、その背景にある考え方をご紹

介し、パネルディスカッションを通じた意見交換を行うことで、地域公共交通のあり方に関する

議論と理解を深め、それぞれの地域に相応しい地域公共交通の構築に向けた取組が一層進むこと

を期待し、地方公共団体。交通事業者、さらには利用者である一般市民の方々を含め、幅広い層

の方々を対象に「地域公共交通のあり方を考えるシンポジウム２０１３in九州」を開催しました。 
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■プログラム 

○貴重講演 

 「ふる里の暮らしを支える公共交通 ～八女市予約型乗合タクシーの取り組み～」 

 福岡県 八女市 総務部 地域支援課 参事補佐兼交通対策係長 松尾 一秋氏 

 

○全国の地域公共交通の活性化事例発表 

 「お客さま密着！で地域に貢献する十勝バスの取組み ～４０年ぶりの利用者増加の実例～」 

 十勝バス株式会社（北海道帯広市） 代表取締役社長 野村 文吾氏 

 「ローカル鉄道と地域の活性化」 

 由利高原鉄道株式会社（秋田県由利本荘市） 代表取締役社長 春田 啓郎氏 

 「人口減尐・高齢化社会に向けたスマートウエルネスの視点によるまちづくり」 

 新潟県 三条市 福祉保健部 福祉課 スマートウエルネス推進室 主任 池野 泰文氏 

 

○パネルディスカッション 

 コーディネーター 

  福岡大学 工学部 社会デザイン工学科 教授 辰巳 浩氏 

 パネリスト 

福岡県 八女市 総務部 地域支援課 参事補佐兼交通対策係長 松尾 一秋氏 

十勝バス株式会社（北海道帯広市） 代表取締役社長 野村 文吾氏 

由利高新潟県 三条市 福祉保健部 福祉課 スマートウエルネス推進室 主任 池野 泰文氏 

原鉄道株式会社（秋田県由利本荘市） 代表取締役社長 春田 啓郎氏 

大分大学 経済学部 経営システム学科 准教授 大井 尚司氏 
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【平成２５年度地域公共交通研修】 

九州管内の地方公共団体職員で地域公共交通業務に携わっている方及び九州運輸局職員を対象

に、地域公共交通の確保・維持等に取り組む地域において、地域公共交通に係る取組みの推進に

必要となる人材育成や情報提供を図るとともに、地域が抱える課題について、その解決に向けた

お手伝いをするため、地域の幅広い参加者を募り、新しい制度や先進的な取組みを紹介し、意識

の啓発に留まらず、次のアクションの喚起を図るプログラム構成とし研修を開催した。 

■開催名 

 地域公共交通活性化セミナー2013in福岡 

■開催日・場所 

平成 25年 11月 29日(金) 福岡合同庁舎 新館３階 共用大会議室ＡＢＣ 

■プログラム 

○基調講演 

「モビリティ・マネジメントによる利用促進策について」 

（東海大学 工学部 土木工学科 准教授 梶田 佳孝氏） 

○事例発表 

  「荒尾市における公共交通の再編と協働推進事業の取り組みについて」 

（熊本県 荒尾市 総務部 政策企画課 政策経営室 参事 原口 富美氏） 

  「豊後大野市の公共交通について」 

（大分県 豊後大野市 まちづくり推進課 地域振興係 副主幹 古庄 英之氏） 

  ○質疑応答 

 

        ＜会場全体の様子＞              ＜基調講演＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事例発表＞ 
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【都市・地域総合交通戦略推進勉強会】 

徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担を図り、都市・地域の魅力ある将来像と安全で円

滑な交通を実現するためには、「総合的な都市交通の戦略」（以下、「戦略」）を策定し、戦

略に基づく計画的に実行することが必要。一方で、戦略策定・実行のためには多くの関係者と

の調整、複数施策との連携など特殊なノウハウが必要であり、他都市の事例、協議会の設置・

運営方法、戦略実現のための効果的な手法等の相談、情報提供に関する地方公共団体のニーズ

が高まっている。このため、地方公共団体・地方整備局間で戦略に関するノウハウの共有、意

見交換、施策実行の課題等に関する情報・意見交換の場を設け、都市・地域における安全で円

滑な交通を実現することを目的とした情報交換会に講師として参加。 

 

 ■開催日時・場所 

  平成25年11月7日（木）13:30～17:00 宮崎県庁 6号館 623号会議室 

 

 ■主催・共催 

  主催：国土交通省 九州地方整備局 

  運営：宮崎県 

 

 ■内容 

  ○国からの報告事項、情報提供 

   各種制度、平成２５年度予算案、都市交通に関する情報提供等 

  ○地方公共団体、交通事業社による事例発表 

    宮崎駅西口整備事業について 

  ○都市交通計画における課題等 

  ○現地視察等 
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「答申(第 10 号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況（第 17回） 

 

 

(３)人口減尐・尐子高齢化社会に対応した交通体系の構築 

⑤離島をはじめとする過疎地域等における生活交通手段の確保 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

九州には数多くの離島、過疎地域が存在することに鑑み、こうした地域における生活交通につい

て、地域公共交通確保維持改善事業の活用等により地域のニーズを踏まえ利便性を向上させつ

つ、実態に合った適正なサービス水準とすることで効率的かつ持続可能な公共交通として維持・

確保していくことが極めて重要である。 

特に、九州においては、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の

保全等に重要な国家的役割を担っている離島が数多く存在しており、これらと本土等を結ぶ離島

航路・航空路の維持、確保が必要であるとともに、離島・本土間の交流人口拡大や離島住民をは

じめとする利用者利便向上のため、例えば離島に係る公共交通の運賃・料金負担の軽減など利用

しやすい公共交通とすることも併せて検討する必要がある。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【離島航路の維持・確保】 

離島航路は、離島住民の生活航路として、また、地域経済の振興・発展に欠くことができない

重要な役割を果たしているが、離島における過疎化・高齢化の進行による輸送需要の減尐、燃料

費等運航経費の増大等により航路経営が困難なところも多く、これまで、離島航路整備法に基づ

く離島航路補助制度により航路の維持・改善が図られてきたところであるが、平成 23 年度から

新たに「地域公共交通確保維持改善事業」（以下「新制度」という。）として、陸・海・空の交

通モード全般の総合的な支援制度へ転換された。 

平成 25年度においては、離島航路運営費補助として 40事業者 47航路に対して約 28.6億円を、

また離島航路構造改革補助として 11 事業者に対して約 3.0 億円を、それぞれ支援する予定とし

ている。さらに地域公共交通確保維持改善事業となって新たに創設された島民割引運賃の導入に

対する補助については、11事業者 12航路が活用を行っているものである。 

平成25年度は、地域公共交通確保維持改善事業に基づき、国の立場から関係自治体や航路事業

者に対して適切な支援、助言等を行なってきたことで、島民割引運賃の導入や効率化船舶への代

替が図られているところであるが、平成26年度以降においても、運営費補助事業、構造改革補助

事業のほか、交通バリア解消促進事業等の適切な運用により離島航路の確保維持、活性化に努め

るとともに、国の立場から関係自治体や航路事業者に対して、引き続き適切な支援、助言等を行

なっていくこととしている。 
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地方公共団体（都道府県・市町村）、交通事業者、国（地方運輸
局）、住民や利用者代表等で構成する「地域協議会」において策
定した「生活交通ネットワーク計画（離島航路確保維持計画） 」に
基づき、航路運営経費の１／２以内を補助する。

離島航路運営費補助

〔離島住民運賃割引補助〕

離島航路の運営に関する支援（離島航路運営費補助）や離島航路の構造改善の促進に関する支援（離島航路構造改革補助）を行なうもの

島民を対象とした運賃の割引を行なう場合には、割引対象航路が
存する地域で運行されている陸上公共交通（バス）等の運賃水準
との差を目安として、一定額を補助する。

航路改善に係る調査（航路診断、経営診断）や欠損抑制を図るため
の構造改革に関する経費の一定額を補助する。（船舶の公設民営
化、省エネ・小型化船への代替建造の費用など）

①離島航路構造改革事業に係る調査事業

②補助対象航路で使用する船舶について、航路事業者に代わり地
方公共団体が代替建造を行う事業

③補助対象航路に就航している船舶を地方公共団体が買取を行う
事業
④航路事業者が効率化船舶への代替建造を行う事業

地域公共交通確保維持改善事業（離島航路補助）の概要

離島航路は、離島住民の生活航路として重要な役割を果たしているが、離島における過疎化や高齢化の進行による
輸送需要の減尐等で航路を取り巻く環境は厳しい現状にある。

・九州管内の一般旅客定期航路（１３３航路）の約７割が離島航路（８７航路） ※25.4現在

・離島航路（８７航路）の約５割が「地域公共交通確保維持改善事業（離島航路補助）」の認定航路（４７航路） ※24.9現在

※山口県については九州運輸局管内分のみ計上(総計:１１事業者１４航路)

離島航路構造改革補助

地域公共交通確保維持事業（離島航路補助）

全国計 ６，１５５百万円

九州 計 ２，８５８百万円

対全国比 ４６．７％

全国計 九州計 山口 福岡 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島

事業者数 109 40 1 4 4 20 4 1 6
航路数 120 47 2 6 4 24 4 1 6
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

(３)人口減尐・尐子高齢化社会に対応した交通体系の構築 

⑥尐子高齢化社会に対応したユニバーサルデザインの実現等 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

尐子高齢化社会に対応し利用しやすい公共交通を実現するため、交通施設や乗り物のバリアフ

リー化をはじめユニバーサルデザインの実現を図ること、乗り場近接化などによる乗継円滑化、

病院へのバスの乗入れなど目的地と停留所の近接化、公共交通マップや交通ナビ等による情報提

供の充実を図ることなどが必要である。特に、バリアフリー化に関しては、平成 22 年末で目標

期限を迎え、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」が平成 23 年 3 月末に改正され新たなバ

リアフリー化の目標が設定されたところであり、この目標達成に向けて引き続き着実に取り組ん

でいくことが必要である。 

また、尐子高齢化による労働力人口の減尐が進む中で、女性をはじめとする多様な人材を活用

することは、我が国の経済社会の活性化にとって必要不可欠である。実際に共働き世帯は増加傾

向にあり、平成 9年以降は共働き世帯数は片働き世帯数を上回っているところである。 

以上の状況に鑑み、働く女性が移動する場面で利用する交通について、例えば子供を保育園に預

けた上で通勤する移動経路を助けるパークアンドライド（※最寄りの公共交通機関周辺の駐車場

に車を止め、公共交通機関に乗り換えて目的地へ向かうこと）の推進など、生活における移動を

より便利にすることも必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【交通施設等のバリアフリー化】 

九州におけるバリアフリー施策の増進について、有識者、高齢者、障害者団体、施設設置管理者

等の関係者と行政が協働して、バリアフリー化に向けた取り組みの現状や課題について、新たな

施策や措置へと段階的・継続的な発展につなげるための意見交換を行う九州バリアフリー等連絡

会議を九州地方整備局との共催により第３回を平成２５年２月に開催し、第４回を平成２６年２

月に開催した。 

 

（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均的 段差の 割合 視覚障害者 割合 トイレの 身体障害者用 割合

利用者数 解消施設数 （％） 誘導用 （％） 設置施設数 トイレの （％）

3,000人／日 ブロック 設置施設数

以上の の敷設施設数

施設数

福岡県 143 129 90.2 129 90.2 136 75 55.1

佐賀県 6 6 100.0 4 66.7 5 2 40.0

長崎県 20 5 25.0 4 20.0 6 4 66.7

熊本県 18 12 66.7 12 66.7 11 7 63.6

大分県 7 3 42.9 3 42.9 7 3 42.9

宮崎県 2 1 50.0 1 50.0 2 0 0.0

鹿児島県 16 5 31.3 6 37.5 9 3 33.3

九州 212 161 75.9 159 75.0 176 94 53.4

全国 3,457 2,829 81.8 3,229 93.4 3,236 2,561 79.1

 ● 鉄軌道駅のバリアフリー化施設整備状況

都道府県
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都道府県 平均的 段差の 割合 視覚障害者 割合 トイレの 身体障害者用 割合

利用者数 解消施設数 （％） 誘導用 （％） 設置施設数 トイレの （％）

3,000人／日 ブロック 設置施設数

以上の の敷設施設数

福岡県 8 8 100.0 6 75.0 8 4 50.0

佐賀県

長崎県 4 2 50.0 4 100.0 4 4 100.0

熊本県 1 0 0.0 1 100.0 1 1 100.0

大分県

宮崎県

鹿児島県 2 1 50.0 1 50.0 2 1 50.0

九州 15 11 73.3 12 80.0 15 10 66.7

全国 52 43 82.7 44 84.6 41 26 63.4

 ● バスターミナルのバリアフリー化施設整備状況

施設数

 

（％）

九州 31.7
全国 55.829,385

795

車両等の総数

52,669

2,507

移動円滑化基準

適合数

割合

 ● 鉄軌道車両

都道府県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均的 段差の 割合 視覚障害者 割合 トイレの 身体障害者用 割合

利用者数 解消施設数 （％） 誘導用 （％） 設置施設数 トイレの （％）

3,000人／日 ブロック 設置施設数

以上の の敷設施設数

施設数

福岡県 4 4 100.0 4 100.0 4 4 100.0

佐賀県

長崎県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0

熊本県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0

大分県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0

宮崎県 1 0 0.0 1 100.0 1 1 100.0

鹿児島県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0

九州 9 8 88.9 9 100.0 9 9 100.0

全国 33 28 84.8 32 97.0 33 33 100.0

 ● 航空ターミナルのバリアフリー化施設整備状況

都道府県
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＊（　　　）内は軽自動車で、内数

652 13,856

(25) (4,916) (55) (144) (5,410)
全国

534 10,177 2,493

23 1,230

(1) (550) (1) (16) (568)
九州

52 975 180

8 165

(0) (76) (0) (4) (80)
鹿児島県

5 125 27

0 124

(0) (63) (0) (0) (63)
宮崎県

10 100 14

2 158

(0) (64) (1) (2) (67)
大分県

2 98 56

197

(0) (113) (0) (2) (115)
熊本県

3 176 15

21 6

3

166

(1) (90) (0) (5) (96)

2

長崎県
2 137

(123)

佐賀県
14 1 59

(0) (24) (0) (0) (24)

回転シート等 計

福岡県
28 297 33 3 361

(0) (3)

都道府県 寝台専用 車いす専用 兼用

(0) (120)

42

 ● タクシー車両（福祉タクシー）

（％）

九州 21.1

全国 24.5706 173

175 37

移動円滑化基準

適合数
都道府県 車両等の総数

割合

 ● 船舶

（％）

九州 100.0

全国 89.2537 479

割合

46 46

 ● 航空機

都道府県 車両等の総数
移動円滑化基準

適合数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

福岡県 55.2 2.2

佐賀県 34.4 11.4

長崎県 28.5 10.3

熊本県 22.3 13.8

大分県 18.8 3.6

宮崎県 26.8 13.1

鹿児島県 14.7 6.7

九州 34.3 7.0

全国 55.0 31.7

8,410 2,885 586

58,994 32,419 18,672

697 131

1,322 194 89

436 117

1,578 449

25

移動円滑化基準

適合数

割合

2,956 1,633

57

124

163

1,061 146

41

割合

237

360

低床バス ノンステップバス

65

 ● バス車両

車両等の総数 移動円滑化基準

適合数

都道府県
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【心のバリアフリー】 

小学生、公共交通機関の従業員等を対象に高齢者・身体障害者等への介助体験・疑似体験等を行

うことで、バリアフリーについての理解を深めるとともに、ボランティアの意識を醸成し、誰も

が高齢者・障害者等に対し、自然に快くサポートできる「心のバリアフリー社会」の実現を目的

としたバリアフリー教室を平成１４年より九州各地で年間１０回ほど開催している。 

 

（鉄道駅務員を対象としたバリアフリー講習会） （小学生を対象としたバリアフリー教室） 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(４)地球環境にやさしい交通・物流体系の構築 

①過度な自家用車利用から公共交通への誘導など公共交通の利用促進 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

環境にやさしい交通体系の構築のためには「歩いて暮らせるまちづくり」とするための公共交

通の充実とともに、公共交通マップによる情報提供充実や「大人 1人につき子供 3人無料」とい

った休日ファミリー割引制度などで利用しやすい公共交通を実現し、過度な自家用車利用から公

共交通へ誘導するモビリティ・マネジメントを推進するなど、公共交通利用促進を図っていくこ

とが必要である。 

例えば、福岡都市圏においては、福岡モビリティ・マネジメント推進連絡会が設置され定期的

に情報共有がなされているが、公共交通の利用促進に当たっては、行政、交通事業者、学識経験

者など多様な関係者が連携・情報共有を図りながら公共交通利用促進の各種取組みを進めていく

ことが必要である。また、こうした関係者間の連携に加え、公共交通の情報を、日頃は自家用車

を利用している者に対して効果的に届け、まずは公共交通を知ってもらい過度な自家用車利用か

ら公共交通への利用転換を促進していくなど、利用者へのさらなる意識啓発を図っていくことが

必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【福岡都心エリア公共交通ガイド】 

博多駅及び天神地区周辺は、九州新幹線の全線開業などにより来訪者が増加するなか、公共交 

通の利用しやすさが求められており、平成２３年度に、官民が協働して「博多駅公共交通マップ」及

び「天神公共交通マップ」を作成、市内の主要施設にて配布するなどして公共交通機関の利用促進

を図ってきました。 

平成２５年度には、博多駅と天神地区の公共交通マップを 1 つにまとめ、より利便性と分かりやす

さを追求した「福岡都心エリア公共交通ガイド」としてリニュアルしました。  

 来訪者や住民の方々にこのマップをご活用いただき、公共交通を上手にご利用いただくことで、都

心部の渋滞緩和、CO2の削減等環境負荷の低減にも繋がることを期待しています。 

  

■配布場所 

 主要鉄道駅（地下鉄・西鉄・ＪＲ） 

 西鉄天神バスセンター、博多バスターミナル 

 観光案内所（天神・博多駅） 

 福岡市情報プラザ、福岡市内主要ホテル 等 

 

■編集・協力 

 福岡市住宅都市局、福岡市交通局 

 西日本鉄道㈱、九州旅客鉄道㈱、 

西日本旅客鉄道（株）、国土交通省九州運輸局 

 

■制作 福岡都市圏交通対策協議会 
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【エコ通勤の推進】 

公共交通利用推進等マネジメント協議会は、エコ通勤の取組みを自主的に、また積極的に取組

む事業所を認証・登録し、その事例を広く周知することにより、エコ通勤の普及促進を図ってい

る。九州運輸局管内においては32事業所（九州運輸局下関海事事務所を加えると33事業所）が認

証を受けており、今後も幅広くエコ通勤優良事業所認証制度の普及促進に努める必要がある。 

各自治体においては、地域におけるノーマイカーデーやノーマイカーウィーク運動の中で、職

員を対象とした取組みを実施しているところがあり、本認証の要件を満たしていると思料される

ことから、機会をとらえて各県主要都市の交通、環境部署に対し、認証を取得して地域のエコ通

勤の取組みの広告塔を担って貰うべく要請を行った。また、九州運輸局も「官用車ノーカーデー

」及び、「ノーマイカーデー」の設定、「官用車エコドライブ」の実施を柱とする「九州運輸局

の環境対策の取組み」を策定し、ノーマイカーデーのとりくみにおいて、本局・全支局・全事務

所で「エコ通勤優良事業所認証制度」を取得した。 

 

【交通エコロジー教室の開催】 

 交通に係る環境対策を推進するためには環境教育が必要であることから、小学校高学年生に対

し、地球温暖化の現状と身近な地球温暖化対策のひとつとして、過度なマイカーの利用から公共

交通機関への利用転換が必要であることを呼びかける内容の出前教室を、２５年度に福岡、熊本

、大分、長崎、鹿児島県下の１１校において開催した。特に、長崎・鹿児島県では初めての開催

となった。教室では、児童の関心を高めるため、座学のみではなく自治体と連携して保有するＥ

Ｖ車等の見学を取り入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公共交通情報の発信】 

①「九州のりものｉｎｆｏ．ｃｏｍ」（災害時交通機関別運行(航)情報提供システム） 

・現在、参加事業者は124事業者。・テレビ局等への情報配信については、テレビ西日本(TNC)

・サガテレビ(STS)との提携により地デジやワンセグ携帯へ引き続き配信している。 

   ・ユーザビリティの向上を図るため、利用者からのアンケートによる提案・意見等を反映さ

せている。 

・さらなる利用者利便のため、九州内事業者のみならず九州内に乗り入れる九州外事業者の

参加要請を行っている。 

 

 

 

職員による鹿児島市立牟礼岡小学校の授業 福岡大学・浅野教授による福岡市立曰佐小学校

の授業  
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今まで、公共交通機関の運行（航）情報は報道機関・自社ホームページ・電話応対などで事業者毎に様々な手段で情報配信を行っていたが、
「のりものinfo.com」では、事業者がパソコンや携帯電話から「のりものinfo.com」へ直接登録することで、パソコン・携帯電話・地上波デジタル放
送を通じてリアルタイムに利用者へ情報提供。
また、九州管内交通事業者の運行状況が一目でわかる（運行（航）情報のポータルサイト）。

交通の情報化の推進

利用者

PC

鉄道事業者

バス事業者

フェリー等事業者

Imode
等

運
行
情
報
入
力
（パ
ソ
コ
ン
携
帯
電
話
か
ら
の
入
力
）

利用

者

地上波デジタル放送

運
行
情
報
提
供
（メ
ー
ル
に
よ
る
情
報
配
信
サ
ー
ビ
ス
）

公共機関

九州のりもの
info.com

運用イメージ

Ｗｅｂサーバー
（西鉄情報システ
ムに設置）

本システムは、平成１４年度国土交通省総合政策局の「ＩＴを活用した災害時等における公共交通機関別運行（航）情報
提供の高度化実証実験」で構築したシステム。平成１５年４月より運用開始。 平成１７年７月に九州鉄道協会、九州バ
ス協会、九州旅客船協会連合会の３者で「九州のりものinfo.com運営協議会」を設立し、共同で運営を行っている（事務
局 九州バス協会）。 九州運輸局は協力。システムの保持運営は、サーバ管理も含め西鉄情報システム㈱に委託。

災害時等公共交通機関別運行（航）情報システム（九州のりものinfo.com)

九州のりものinfo.com運営協議会

九州鉄道協会

九州バス協会

九州旅客船協会連合会

各バス事業者

各鉄道事業者

各船舶事業者

協力

九州運輸局

支援（運用サポート）

西鉄情報システム

-1-
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(４)地球環境にやさしい交通・物流体系の構築 

②環境にやさしい物流体系の構築 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

物流に関しては、引き続き内航海運や鉄道等へのモーダルシフトを進めるとともに、物流結節

点の集約や集配効率化などによる物流効率化を図ることが必要である。 

このためには、物流事業者のみならずユーザーである荷主も低炭素型の物流サービスを積極的

に選択するなど、関係者が連携・協働して取り組むことが必要である。 

特に、鉄道貨物輸送に関しては、平成 23 年 3 月には東アジアの玄関口でもある北九州貨物タ

ーミナル駅－福岡貨物ターミナル駅間の輸送力増強に係る事業が完成し、26両編成のコンテナ列

車の走行が可能となり、これら鉄道貨物輸送の活用、さらには鉄道と内航海運を組み合わせたシ

ー＆レール輸送の推進等を推進していくことが必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成25年度の進捗状況と現状 

【省エネフォーラムの開催】 

平成１８年に施行された改正省エネ法により、運輸部門においても、全事業者に対して原単位

の年平均１％以上の低減を目標とした省エネ対策を実施するよう努力義務が課せられ、さらに、

一定規模以上の事業者は、特定輸送事業者の指定を受け、中長期省エネ計画の策定及びエネルギ

ー使用量等の定期報告を提出することが義務づけられた。 

平成２５年度においても約６割の特定輸送事業者が５ヶ年の平均原単位の低減を達成し、そ

のうちの約４割の特定輸送事業者が 1％以上の５ヶ年平均原単位の低減を達成した。 

九州運輸局は、毎年１０社程度の特定輸送事業者に対して実態調査を実施し、具体的な省エ

ネ対策の取り組みについてヒアリングを行うとともに、運輸部門の省エネ対策に関する情報共

有の場として、毎年１２月頃に「省エネ促進フォーラム」を開催し、学識経験者の基調講演や

事業者の取り組み事例の発表などを通じて、省エネ対策の推進を図っている。 

 

                                             

  

省エネ促進フォーラム 2013in 北九州 
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【モーダルシフト等推進事業】 

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

二酸化炭素排出原単位の小さい輸送手段への転換を図るモーダルシフト等をより一層促進する必

要があり、平成25年度においても、事業費を補助する「モーダルシフト等推進事業」の活用に引

き続き取り組んだ。 

その結果、平成25年度は九州管内で２協議会より認定申請があり２件とも認定された。 

なお、概要は下表のとおりである。 

 

№運輸局 協議会名 協議会
構成

類型
事業概要

補助対象経費
（円）

交付申請額
（円）
【A】

Co2排出削減量

（ｔ－Co2/年）
【B】

費用対効果
（百万円）
【B/A】

平成２５年度「モーダルシフト等推進事業」認定及び交付決定対象事業一覧

鹿児島県志布志市から大阪南港までの豚肉の
輸送について、志布志港～大阪南港間をフェ
リー輸送する。

霧島エッグ（株）が製造販売する卵を鹿児島県
霧島市から兵庫県西宮市まで輸送するにあた
り、志布志港（鹿児島県）～大阪南港までフェ
リー輸送を開始する。

72.63

14 九州
都城霧島モーダル
シフト推進協議会

<輸送委託者>
・エスワイプロモーショ

ン（株）
<輸送事業者>
・R（株）

海上
新規

29,241,000

<輸送委託者>
・霧島エッグ（株）
<輸送事業者>
・後藤運送（有）

海上
転換

31,050,000 9,936,000 721.66

8,208,000 1,231.29 150.01

16 九州
霧島地区モーダル
シフト推進協議会
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(４)地球環境にやさしい交通・物流体系の構築 

③環境負荷の尐ない低公害車の普及促進 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

輸送手段そのものをより環境にやさしい交通体系としていくことと併せて、車両自体の環境負

荷を低減させることも重要な課題である。このため、低公害車の普及促進に取り組むことが必要

である。 

併せて、九州においては、長崎の五島列島で見られるように離島地域や歴史遺産周遊の交通手

段として電気自動車を導入・普及させようとする先進的取組みが行われつつある。こうした取組

みを促進することによる観光地等における公共交通グリーン化・「クリーンな観光地」という新

たな観光資源創出による観光振興を図っていくことも必要である。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【低公害車の普及促進】 

2011年度における我が国の温室効果ガス排出量は、京都議定書の規定による基準年から3.7％

増加しており、前年度からは4.0％増加しているが、これは発電に伴う二酸化炭素排出量が増加

したことなどによるものである。運輸部門からのＣＯ2排出量は減尐傾向にあるものの、依然我

が国のＣＯ2排出量の約20％を占めている。 

平成23年12月に開催された気候変動枠組み条約第17回締約国会議において、京都議定書を延長

し2020年に新たな法的枠組みを発効させることなどを盛り込んだダーバン合意が採択されたが、

我が国は議定書を延長した第２約束期間には参加せず、自主的対策に取り組むこととなり、この

我が国の立場は平成24年12月の第18回締結国会議(COP18)において成果文書として採択された。

平成25年11月に開催された第19回締結国会議(COP19)では、我が国の京都議定書第一約束期間の

削減実績は8.2％であり、6％削減目標を達成する見込みであること、2020年の自主的な削減目標

を2005年比3.8％減とすることを表明した。 

今後とも政府による地球温暖化対策の動向を見極めつつ、自動車交通の環境負荷の低減に努めて

いく必要がある。 

自動車単体施策としては、省エネ法に基づき車種ごとの燃費基準（H22、H27）を設定し、低公害

車の性能を向上させるとともに、自動車税のグリーン化税制やエコカー減税、低公害車の導入に

対する補助などにより、普及促進が図られている。九州においても平成21年度から実施されたエ

コカー減税及びエコカー補助金等の施策により急速に普及しつつあり、また、事業用車両に対す

る導入補助も継続して実施されている。 
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(５)安全・安心の確保や災害等非常時の適切な対応 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

安全確保が最も優先すべき事項であることは言うまでもない。答申後半においても、運輸の安

全の確保、利用者にとっての安心の確保のため、引き続き運輸安全マネジメント制度の活用、自

動車ユーザーの保守管理意識を高めるなど道路交通の安全確保、運行（運航）支障時の利用者に

対する適切な情報提供を着実に行うとともに、大規模自然災害が発生し物流ネットワーク・交通

ネットワークが切断される等不測の事態が発生した場合に備え、例えば緊急輸送体制・情報伝達

体制の確立手法の検討等、関係者間で十分な対応策を日頃から検討していくことが必要である。 

特に貸切バスについては、平成 22 年 9 月総務省より貸切バス事業における安全確保対策の徹

底等を内容とする「貸切バスの安全確保対策に関する行政・監査結果に基づく勧告」が出され、

平成 22年 12月これに対する対応及び都市間バス輸送に関する公平・健全な競争環境の整備など、

今後のバス事業のあり方について検討するため、学識経験者、関係業界等からなる検討会が自動

車交通局内に設置され検討されているところであり、本検討結果も踏まえ貸切バスの安全確保対

策を着実に実施することが必要である。 

また、船舶の安全指導については、平成 21年 4月の平戸市沖における漁船の転覆・沈没事故、

平成 21年 11月の三重県沖熊野灘におけるフェリーの座礁・横転事故など、大規模な事故を契機

に安全指導を強化してきたところであり、引き続き、船舶の安全確保徹底が必要である。 

さらに、昨今の口蹄疫や鳥インフルエンザの発生といった家畜伝染病や霧島山の新燃岳噴火と

いった災害の発生時には、九州運輸局に支援本部を設置（口蹄疫発生時は九州地方整備局と合同

で設置）したり、防災連絡会議を開催したりして、事業者団体に対する防疫措置の要請や情報収

集等を行ってきたところであるが、引き続きこれらの取組みや日進月歩の情報通信機器など多様

な手段の活用による災害に強い情報収集・伝達システムの構築等により災害に対する迅速な対

応、被害の最小化に向けた取組みを着実に行うことが必要である。 

加えて、災害等発生周辺地域においては、実際は危険性がない地域においても、宿泊やツアー

のキャンセルが発生するなど、風評被害を受けることもあるため、正確な情報を発信することで

風評被害を防止することや復興支援のための関係者が一丸となったＰＲ等を行うことも必要で

ある。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【総務部 安全防災・危機管理調整官】 

①交通運輸機関等の防災対応に関する実態調査を実施（平成25年7月） 

  自治体及び交通運輸機関を対象として、大規模自然災害時の防災対策についてアンケートを

実施した。 

 

②九州運輸局防災訓練の実施（平成25年9月） 

  大規模災害時を想定した緊急輸送体制、情報伝達体制等について、関係事業者・団体と連携

して訓練を実施し、防災意識の醸成と問題点の検証を行った。 
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③運輸安全マネジメントセミナーの開催（平成25年9月） 

  「事業者自らが自主的かつ積極的な輸送の安全の取組を推進し、輸送の安全性を向上させる

」という趣旨のもと、安全管理体制の構築・改善に向けた取組を進めることが出来るよう

運輸事業者を対象としてセミナーを開催した。 

 

④南海トラフ巨大地震を想定した宮崎県総合防災訓練に参加（平成25年12月） 

南海トラフ巨大地震対策九州ブロック協議会と宮崎県が合同で開催した総合防災訓練にお

いて、緊急物資輸送訓練に参加し、関係事業者・団体と連携した訓練を実施した。                                                                                                                                                                                                                                                            

 

⑤九州防災連絡会に参画（平成26年2月） 

  災害時等に関係行政・公共機関との連携を強化することにより、防災、被害拡大防止及び復

旧等について円滑な連携を行うことを目的とする九州防災連絡会に参加した。（国の機関、

自治体、自衛隊、公共機関等21機関で構成） 

 

⑥南海トラフ巨大地震九州地域対策計画の策定(中間とりまとめ）（平成26年3月予定） 

  平成25年8月22日に公表された「国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画」の中間とりまと

めを基本とし、九州地域の実情を踏まえた、より具体的かつ実践的な地域対策計画を、関係

地方支分部局と連携して策定した。 

  

【交通環境部物流課】 

南海トラフ等巨大地震等大規模災害に備えた官民連携による、支援物資物流システム構築の

ため、平成24年度に国、県、有識者、物流事業者、事業者団体からなる協議会を設置し、対応

策等の取りまとめを行い、これを踏まえ、平成25年度に以下の取り組みを実施。 

①支援物資物流システムの円滑かつ確実な運 

用に向け、平成25年12月15日、宮崎県実施の南 

海トラフ等巨大地震を想定した総合防災訓練 

と連動させ、宮崎県、物流事業者、事業者団体 

、九州運輸局の連携による緊急物資輸送に係る 

訓練を実施。 

  ②災害時に利用可能な民間物資拠点の提供や 

物流専門家の派遣について、県と事業者団体で 

の協力協定締結の促進を図っており、現在、協 

定締結に向け関係者間で検討中。 

 

 

【鉄道部】 

①九州運輸局と九州地方整備局を事務局として「踏切道調整連絡会議」を開催しており、本年

度は前年度に引き続き、踏切道整備の必要性の周知並びに整備箇所の増加を図ることを目的

に九州全県において、地方公共団体及び鉄軌道事業者の関係者等により踏切道の安全性の向

上について検討を行った。 

啓発活動については、毎年１０月のレイルマンスにおいて、福岡都市圏の鉄道事業者、鉄道

警察隊で構成される「福岡県鉄道連絡協議会」と連携し、鉄軌道安全対策イベントを実施し

ている。 

 

南海トラフ等巨大地震を想定した総合防災訓練 

（平成 25年 12月 15日：宮崎県庁） 
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  鉄道駅の転落防止柵（ホームドア等）については、九州新幹線、福岡市営地下鉄、北九州モ

ノレールの全駅に設置されている。 

  国土交通省では、「ホームドアの整備促進等に関する検討会」の中間とりまとめ（平成23年8

月）で、利用者10万人以上の駅においては、ホームの状況を勘案しつつ、原則として、ホー

ムドア若しくは可動式ホーム柵又は内方線付きＪＩＳ規格化点状ブロックの整備による転落

防止対策を、ホームに応じ、優先して速やかに実施するよう努めるとされたところである。 

 

②鉄道モードにおける運輸安全マネジメント制度の取組みについては、管内事業者に対する１

回目の運輸安全マネジメント評価が終了したことにより制度への理解がある程度浸透してい

るものと思われ、２回目の評価実施にあたり、初回の評価結果を踏まえた輸送の安全に関す

る取組みがいかに構築・運用され、更なる向上が図られているかについて重点的に確認を行

い、評価及び助言を行った。 

 

【自動車交通部 旅客第一課】 

平成 24年 4月に発生した高速ツアーバスの事故を受け「バス事業のあり方検討会」において   

検討された結果を踏まえ策定された「高速・貸切バス安全・安心回復プラン」に盛り込まれた

措置を平成 25・26年度の 2カ年にわたり、迅速かつ着実に実施することにより、事故の再発防

止と事故により大きく揺らいだ高速バス及び貸切バスへの信頼の回復を図ることとしている。 

  具体的取組 

①新高速乗合バスへの移行・一本化（H25.7末完了） 

②貸切バスの安全性向上 

  ○参入時、参入後の安全性チェック 

  ○全ての事業者での安全優先経営の徹底 

  ○ビジネス環境の適性化、改善 

 

【自動車交通部 自動車監査官】 

運輸安全マネジメントは平成18年10月に導入され、一定規模以上（バス：200両、トラック：

300両、タクシー：300両）の安全管理規程義務付け事業者が対象となっていたが、平成21年10

月から安全管理規程義務付け外事業者のうち、 

①一般乗合バス事業者（100両以上） 

②高速バス事業者（乗合）及び高速ツアーバス事業者（貸切） 

③第一当事者となる死亡事故惹起者 

④危険物運搬車両による大量漏えい事故を惹起した貨物運送事業者 

についても評価を行うこととなった。また、平成24年4月に発生した高速ツアーバス事故を受    

けて、全ての貸切バス事業者についても平成25年10月から安全管理規定義務付け対象事業者と

なった。 

これにより平成24年度は、義務付け事業者４件、義務付け外事業者９件の評価を実施し、平

成25年度は11月末現在で、義務付け事業者３件の評価を実施した。 

なお、平成25年年12月以降においては、義務付け事業者４件、義務付け外事業者６件の評価

予定である。 

 

 



- 38 - 

 

【海上安全環境部 監理課】 

九州運輸局が実施した、ＳＯＬＡＳ条約に基づく国内法による船舶の保安に関する定期的な検

査以外の主なテロ対策。 

①夏季安全総点検（平成25年7月1日～10日） 

旅客航路事業者を対象として、テロ防止体制の整備状況及びテロ発生時の対応体制の整備状

況について事業者による自主点検及び九州運輸局による立入点検を実施。 

【立入件数：51事業者、65隻】 

 

②年末年始安全総点検（平成25年12月10日～平成26年1月10 

日）〔船舶への立入点検〕 

旅客航路事業者及び貨物船事業者を対象として、テロ防 

止体制の整備状況及びテロ発生時の対応体制の整備状況  

について事業者による自主点検及び九州運輸局による立   

入点検を実施。 

【立入件数：51事業者、59隻】 

※計画件数、実績は1月末で集計 

 

③夏期期間におけるテロ対策の徹底について、ナイジェリアのテロ事件、ボストンでの爆弾事

件等頻発しているので今後とも引き続き万全を期するよう、平成25年6月25日付けで関係団体

あて文書を発出。 

（参考事項） 

・博多港等の主要港湾の港湾保安委員会によるテロ対策合同訓練が実施された。（博多港は平 

成25年7月10日実施） 

 

九州運輸局が実施した主な感染症対策 

①旅客航路事業者及び貨物船運航事業者に対する年末年始安全総点検（平成25年12月10日～平 

成26年1月10日）において、新型インルエンザ対策の実施状況について、事業者による自主 

点検及び九州運輸局による立入点検を実施。 

②管内の外航旅客航路事業者に対し、適宜、新型インフルエンザ対策に関する情報を提供。 

 

（参考事項） 

・平成２４年５月１２日に制定された新型インフルエンザ等特別措置法が、平成２５年４月１

３日に施行され、運輸関係事業者の努力義務が求められている。さらに、医療、電気供給、輸

送等の指定公共機関、地方指定公共機関を定め、緊急時にその業務について対策を実施する責

務を持たせた。また、特別措置法の施行に伴い、国土交通省では、平成２５年６月２６日に新

型インフルエンザ等対策行動計画を改定して、未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感

染期、小康期の各段階に想定される状況に対処する行動計画をあらかじめ定めた。 

 

 

 

 

 



- 39 - 

 

 

 

 

【海上安全環境部 運航労務監理官】 

海事モードにおける運輸安全マネジメント評価の実施につ  

いては、旅客船事業者、内航海運事業者及び小規模・零細の 

海上タクシー事業者に対して平成24年度末までに1回目の評 

価を完了した。平成25年度から主要・中規模事業者に対して 

3年連続で評価をすることを基本方針として実施している。 

なお、小規模・零細の海上タクシー事業者は、安全講習会 

・安全指導の機会を活用した評価等を実施することとしてい 

る。                           〔海上タクシー安全講習会〕 
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〔川下り船事故に伴う安全対策について〕 
国土交通省
九州運輸局川下り船事故に伴う安全対策について

転 覆 事 故 発 生
（平成２３年８月１７日）

静岡県の天竜川において川下り船の運航を営む天竜浜名湖
鉄道（株）において転覆事故発生（５名死亡、５名負傷）

●国土交通省海事局通達発出（平成２３年８月１８日）

全国の川下り事業者（海上運送法の適用如何に関わらず）に
対して、安全運航の徹底に関する通達が発出

●管内の川下り事業者へ文書指導（平成２３年８月１９日）

九州運輸局管内の川下り事業者（海上運送法の許可事業者
８者、同法の届出事業者４２者、同法非適用事業者１４者）
及び業界団体に対し、慎重な操船の実施徹底や救命胴衣の
着用徹底等安全運航の徹底に関する文書指導を実施

●現地指導実施（即時対応）
（平成２３年８月２４日～１０月２０日及び平成24年度）

九州運輸局管内川下り船のうち、客室や転落防止措置のな
い船舶により運航している３０者に対し現地指導を実施した。

くま川下り（株）現地指導 くま川下り（株）報道対応

安全確保命令の発出
（平成２３年１０月１４日）

中部運輸局は、天竜浜名湖鉄道（株）に対し、海上運送法に
基づく安全確保命令を発出

平成25年度
◎「川下り船の安全対策ガイドライン」の策定、事業者への配布
◎川下り船の指導を含む「小型船舶の安全キャンペーン」設定
（平成25年4月15日～8月20日）

川下り船に対する
安全対策、安全指導
の実施
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「答申(第 10号)中間時点の評価と今後の方向性」の進捗状況と現況 

 

 

(６)交通体系全体に関わる制度や基盤 

 

■答申後半を見越した目指すべき方向性 

交通政策を巡っては、現在、国土交通省で交通政策審議会・社会資本整備審議会の下に「交通

基本法案検討小委員会」が設置され、平成 23 年 2 月に主要論点についてとりまとめられ、交通

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための交通基本法案が第 177回国会（常会）へ提出

されたところである。交通政策を推進するに当たっては、交通基本法案の検討を踏まえることが

必要である。 

また、九州の横軸の高速交通体系を形成する九州新幹線長崎ルートについては、武雄温泉―諫

早間について、認可（平成 20年 3月）から概ね 10 年程度で開通することを予定として現在建設

が進められており、予定通りの完成・開業を目指して着実に整備を進めることが必要である。 

未着工の区間については、整備新幹線問題検討会議等における検討結果を踏まえ適切に対応する

ことが必要である。さらに、北九州を起点に大分県、宮崎県を経て鹿児島県へ至る東九州地域の

基幹都市圏間を連結する東九州自動車道や、九州中部を横断し九州縦貫・東九州自動車道と一体

的に循環型の高速交通ネットワークを形成する九州横断自動車道延岡線をはじめ、高規格幹線道

路の必要な整備が推進されている。こうした交流を支える基幹となる交通ネットワークを活かし

た地域間交流・活性化を図ることも必要である。 

なお、高速道路料金については「生活対策」としての地方部における ETC利用者を対象とした高 

速道路料金土日祝日上限 1,000円とする割引施策や高速道路の一部区間での無料化社会実験が行 

われているところであり、これらの動向についても留意する必要がある。 

 

■中間時点の評価後 平成 25年度の進捗状況と現状 

【九州新幹線(長崎ルート)】 

長崎ルートについては、既に武雄温泉―諫早間において工事が進んでいるが、平成24年6月29

日に武雄温泉－長崎間を一体として工事実施計画が認可され、概ね10年後の完成を目指し工事が

進められている。 

フリーゲージトレインについては、これまでの走行試験に対して、平成23年10月に「軌間可変

技術評価委員会」において、「基本的な走行性能に関する技術は確立している」との評価を受け

、九州新幹線長崎ルートで使用することとなっている。ＪＲ四国の予讃線にて実施されていた耐

久走行試験も平成25年9月で終了し、平成24年度予算で更なる軽量化を図った新たな試験車両が

設計・製作され、平成25年度中に新八代周辺に車輪の幅を変える「軌間変換装置」が設置される

ことになっており、平成26年度から、新型車両を使った３モード耐久走行試験を、九州新幹線の

新八代～鹿児島中央間、軌間変換装置設置区間、在来線の熊本～八代間で実施する予定である。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

在来線 

(1,067mm) 

軌間変換装置 

新幹線 

(1,435mm) 
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【九州の高規格幹線道路】 

 九州の高規格幹線道路について、平成 25 年度は次の区間が開通（予定）した。 

○東九州自動車道 

 ・北浦－須美江 

   平成 26 年 3 月 8 日（予定） 

 ・日向－都農 

   平成 26 年 3 月 16 日（予定） 

・苅田北九州空港－行橋 

   平成 26 年 3 月 23 日（予定） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
（宮崎県高速道路対策局作成 「2013高速道路 

M 
Miyazaki Expressway Network」 より抜粋 
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