
事故等の発生を未然に防止し安全を確保するため、鉄道、
自動車、海事関係事業者に対して運輸安全マネジメント評価を
実施し、事業者の安全管理体制の構築や改善状況に対して評
価・助言を行っています。

［安全プラン 2025 ］
　依然として発生している自動
車運送事業者における飲酒運転
や健康起因事故等への対策とし
て、重傷者数や各業態の特徴的
な事故に対する削減目標を定
め、目標達成に向けた取組を実
施していきます。

 事業用自動車の安全確保

［検査］検査場では、保安基準への適合性を一定期間毎にチェック（車検）しています。
近年急速に開発・活用が進む自動ブレーキなど自動車の技術革新に対応するため、車載式故障診断装
置（OBD）を用いた検査についても 2024 年 10 月からの開始に向け準備を進めています。

［街頭検査］不正改造車や無車検、不正軽油の使用等を排除するため、警察等と連携して街頭検査を実
施しています。また、増加している車輪脱落事故を抑止するため、街頭での指導を計画しています。

［点検整備推進運動］自動車の使用者へ、点検整備の重要性について啓発しています。

検査、街頭検査、点検整備

＜街頭検査＞＜故障診断装置を用いた検査＞

事 故 の 削 減 目 標
[ 全 体 目 標 ]

　バス、タクシー、トラック運送事業者等に立ち入り監査や
街頭取締り等を実施し、法令違反が確認された場合は厳正な
行政処分を行う等、指導・監督に日々取り組んでいます。

自動車運送事業者の監査

過積載街頭取締

図柄入りナンバープレート 車検証閲覧アプリ

施設の完成検査

登録情報を管理することで自動車の保有実態の把握、犯罪
防止及び自動車取引の安全確保など、くるま社会を支える基
礎として機能しています。

地域の魅力を全国に発信する図柄入りナンバープレートを
交付し、観光振興の一助となることを目指します。

2023 年 1 月から、電子的な書き換えが出来る新たな車検
証（電子車検証）に、順次更新しています。

 自動車の登録

鉄道及び軌道について輸送の安全確保を図るため、施設、
車両の保守管理や運転取扱いに関する監査・指導、また、施
設完成時の検査のほか施設変更認可時の審査を実施していま
す。その他、管内の全鉄軌道事業者等を対象とした「保安連
絡会議」を開催するなど、管内事業者の安全意識の高揚と事
故等の情報の共有化を図り事故防止に努め、利用者に安全で
安心な運行を提供出来るよう事業者を指導しています。

運輸の安全・安心の確保

　船員手帳の交付や各種資格の認定等のほか、船員の雇入
時には船舶の運航に必要な資格や労働条件等を確認していま
す。
　また、海技士国家試験の実施、海技免状及び小型船舶操
縦免許証の交付、並びに水先人の国家試験実施、水先免状
の交付、水先人会の監督等を行っています。

船員の雇入、海技資格、水先人

　外国船舶の立入検査を実施し、国際基準に適合していない
船舶の排除に努めています。  
　日本船舶については、安全総点検、法令に基づく監査及び
運航管理者や乗組員を対象とした講習会を開催することによ
り、安全指導を行っています。
　小型船舶の操縦者へ法令遵守の励行や船舶検査受検など
の周知啓発を行っています。

立入検査・安全指導 船舶の検査

安全総点検

船員の雇入等の届出手続き

船舶の構造や設備についての検査を実施しています。　　
　海事に関する諸制度の基準として用いられる総トン数算出
のため、船舶を測度し、船舶の登録及び船舶国籍証書の交
付を行っています。

検査・測度・登録

「知床遊覧船事故対策検討委員会」において「旅客船の総
合的な安全・安心対策」として「事業者の安全管理体制の
強化」など７つの分野別対策が示されました。

安全対策をハード・ソフトの両面から強化し、安全・安心
な小型旅客船の実現に向けて、事故の防止と被害の軽減を
図るため、迅速かつ適切に取り組んでいます。

小型旅客船の安全対策

① 死者数 22 人以下、バス・
　 タクシーの乗客死者数ゼロ
② 重傷者数 217 人以下
③ 人身事故件数 2,020 件以下
④ 飲酒運転ゼロ

[ 各業態の個別目標 ]

【トラック】追突事故件数 360 件以下

【乗合バス】車内事故件数 20 件以下
【貸切バス】乗客負傷事故件数 3 件以下
【タクシー】出会い頭衝突事故件数 140 件以下

安全管理体制の点検

運輸安全マネジメント

自動車の安全確保

鉄道等の安全確保

船舶の安全確保
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《出典》観光庁「宿泊旅行統計調査」を基に九州運輸局作成

《出典》法務省「出入国管理統計」

観光による地域振興

九州観光の動向

新型コロナウイルス感染症の長期化により深刻な影響を受けている観光地・観光関連産業の存続の
ため、全国旅行支援等の観光需要喚起策に加え、宿泊施設のリニューアルや景観を損ねている廃屋の
撤去等による魅力ある観光地への再生・高付加価値化、デジタル技術の活用による観光関連産業の変革・
生産性向上、観光施設のバリアフリー化、ユニバーサルツーリズム等に取り組んでいます。

地域経済を支える観光関連産業への支援

九州は大陸に近いという地理的優位性や温泉・食・自然・文化・歴史など豊かな観光資源に恵まれ、
我が国有数の観光地域としての地位を築いてきました。観光は、人口減少・少子高齢化が進むなか、
我が国の成長戦略の柱、地方創生への切り札であり、九州の強みを活かした観光地域づくりを通じ、国
内外からの観光客誘致や地域活性化に大きな期待が集まっています。

近年、訪日外国人（インバウンド）の増加が九州観光の推進力となっていました。新型コロナウイル
ス感染症の拡大以降、訪日外国人は大幅に減少しましたが、水際対策緩和により回復が期待されます。

一方、九州で宿泊する日本人旅行者について
みると、コロナ禍以前の 2019 年は九州域内と
九州域外でほぼ半々でしたが、コロナ禍では九
州域内の割合が高まりました。2022 年は、まん
延防止等重点措置等による行動制限が全国的に
解除、全国旅行支援が開始され九州域外の割合
に回復がみられます。

今後は、コロナ禍で活力が失われてしまった地
域の活性化を図るため、全国旅行支援などにより
国内需要を喚起しつつ、地域に埋もれている観
光資源の発掘・磨き上げや、インバウンドの地方
誘客・消費拡大にむけた受入環境の整備等、必
要な取組を推進していきます。

2020 2021 2022

4040
0.60.6

404046 46 56 56 63 63 79 79 93 93 87 87 60 60 
100 100 

73 73 
115 115 126 126 

168168

283 283 

372 372 

494 494 
422422

512 512 

宿泊施設の改修や廃屋の撤去等による観光地としての魅力向上観光分野におけるDX促進
キャッシュレス化

空港・駅で車いす貸出（実証事業）による
ユニバーサルツーリズムの促進

2019年

50.9％ 49.1％ 43.6％ 56.4％ 37.0％ 63.0％

■九州域外　■九州域内　

2020年 2021年

４５.1％ 54.9％

2022年

今後 30 年以内に高い確率で発生すると予想されている南海トラフ地震や、近年、頻発化・激甚化す
る台風等の自然災害の発生を踏まえ、防災・減災に向けた取組の強化や、大規模災害に備えた対応の
さらなる迅速化に向け、地方公共団体や関係機関等と協力し防災体制の強化に取り組んでいます。

また、九州運輸局では災害発生時の応急対策、復旧の支援を行うための対策を推進しています。

災害対応（九州運輸局災害対策本部）

合同記者会見（令和4年台風第14号）

被災した施設の現地調査 観光を主体とした面的再生にかかる講演会

◆ 運輸防災マネジメント

被災した鉄道等の施設の早期復旧に向け関係者間で連携し技術的支援を行っています。
◆ 被災した施設の早期復旧に向けた技術的支援

風評被害払拭のための情報発信や観光の面的復興に関する支援を行っています。
◆ 観光地の風評被害払拭のための支援等

災害発生時には、被災自治体や交通事業者、観
光関係者等と連絡調整を行い、避難者への緊急支
援物資輸送や、被災した公共交通機関の代替輸送
などの支援を行います。

また、船舶の旅客定員の臨時増加等の関係法令
の弾力的な運用等、輸送に関する協力も行ってい
ます。

◆ 物資輸送、代替輸送への支援

国の各機関や地方公共団体、運輸関係団体等と
連携し、災害対応に備えた連絡体制の構築や、市
民や事業者等へ早めの情報発信、注意喚起を行う
ための合同記者会見を実施するなど被害を最小限
とするための取組を行っています。

◆ 関係機関との連携

 Twitter やホームページを活用し、災害に関す
る情報、訪日外国人旅行者に向けた注意喚起及び
災害時に役立つツール等の情報を発信しています。

◆ 情報発信

　2020 年に策定された「運輸防災マネジメント指
針」を踏まえ、事業者の防災や事業継続の取組に
対する評価・助言を行い改善を促すとともに、セミ
ナー・ワークショップを実施し、災害対応力の更な
る向上を図ります。

防災・減災

災害対応

災害からの復旧・復興

運輸の安全・安心の確保

「九州のりもの info.com」
九州内各モードの運行（航）情報を多言語で発信

防災・減災、災害対応 多様な国・地域の人々が訪れたくなる九州を目指して
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