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平成２３年度版「交通環境対策アクションプラン」の発行にあたり

平成２３年３月１１日１４時４６分、三陸沖を震源とするマグニチュード の大地震9.0
が発生し、東日本の太平洋岸が大津波に見舞われました。この地震と大津波は太平洋側

の沿岸部に住む多くの人の命と生活の場を奪うなど、世界的にも未曾有の大惨事となり

ました。

、 「 」東北運輸局では 地震発生直後に局長を本部長とする 東北運輸局災害対策推進本部

を設置し、各モードごとの被災状況の把握に努めるとともに、鉄道の被災・運休に伴う

代替輸送の確保、職員派遣による被災地調査の実施や物流専門家の派遣による円滑な緊

急物資輸送の確保、さらには、新幹線を始めとする鉄道やバス、離島航路等公共交通ネ

ットワークの復旧に向けて災害復旧支援への取り組みを全職員一丸となって進めてきま

した。

地震発生後１ヶ月半を経て、東北新幹線の一部区間の運転再開を始めとしたＪＲの復

旧、高速バスの運行再開、東北の大動脈である東北自動車道等の高速道路網の通行制限

の解除など、地域住民の生活に一部明るさを届けるニュースもあり、また、一部地域に

おいては仮設住宅の建築が始まるなど復興への足音も聞こえつつあります。しかし、そ

の一方で住み慣れた土地から遠く離れた地域への集団避難を余儀なくされるなど、津波

による被害が甚大であった沿岸部の被災者の方々や福島第一原発事故により集団避難し

ている被災者の方々を取り巻く生活環境はまだまだ厳しい状況にあります。

私たちも、多くの被災者の生活ができるだけ早く安定することを目指し、手を休めるこ

、 。となく 被災地域の復興に向けた支援を継続していくことが必要であると考えています

このような状況の中、２２年末から２回の幹事会開催を経て、平成２３年度の「交通

環境対策アクションプラン」の発行準備を進めてきましたが、第３回幹事会（３月３０

日開催）において、今、東北運輸局として取り組むべきは、被災した地域の皆様の復旧

・復興を全力を挙げて支援する事であるとの判断に至りました。このため、平成２３年

度においては、交通環境の改善向上も念頭に置きつつ、今後の復旧・復興対策に取り組

んで行きたいと考えております。

、 「 」 、従いまして 平成２３年度の本書 交通環境対策アクションプラン におきましては

具体的な事業実施計画は明示・明定せず、平成２２年度の実施状況を報告するにとどめ

ることとしましたのでご理解をお願い致します。

今回の大惨事を受け 『貧弱な想像力を懸命に働かせて、被災地の人たちを思い続けた、

い。そうすることでつながっていたい。今はただ、そう思っています 』という山田洋次。

監督の言葉が新聞で紹介されていました （平成２３年３月１９日付 朝日新聞）。

私たちも、この厳しい現実から目を背けることなく、想像力を懸命に働かせてこの大

震災を乗り越えるエネルギーを共有しながら復興支援に努めていきたいと思います。

平成２３年４月

東北運輸局環境対策推進本部
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― 序 章 ―

１ 「交通環境対策アクションプラン」について．

地球温暖化防止のため、東北運輸局では低公害車の普及、公共交通の利用促進、物流の効率化等

様々な交通環境対策に取り組んでおり、平成１４年度から局長を本部長とする東北運輸局環境対策

推進本部において各年度における具体的な取組を明らかにするため作成・公表しているものです。

２．世界と日本を取りまく現状について

我が国は「京都議定書」の第一約束期間である２００８年から２０１２年の間に、温室効果ガス

排出量を１９９０年比６％削減することを目標とし、また、２００９年１２月に開催された気候変

動枠組条約第１５回締約国会議（ＣＯＰ１５）及び京都議定書第５回締約国会合（ＣＭＰ５）のコ

ペンハーゲン合意を受けて、２０２０年に１９９０年比で温室効果ガスの２５％を削減するという

削減目標を提出しました。さらに、２０１０年１１月に開催された「ＣＯＰ１６／ＣＭＰ６」で決

議された「カンクン合意」では、第二約束期間の削減目標の合意に向け、コペンハーゲン合意に基

づき先進国が提出した排出削減目標をＣＭＰとして留意することとなりました。

、 。 ．我が国全体では２００７年度時点で 約１３億トンのＣＯ２を排出しています 東北ではその６

６％の約８，６２０万トンを排出しています。また、運輸部門からのＣＯ２の排出量は全国の約２

億４５００万トンに対し、東北はその７．８％の約１９１８万トンを排出しています 「図１」。

また、２００９年度（※速報値）においては、国全体で約１１億４５００万トン、運輸部門から

は２億２９００万トンのＣＯ２を排出しています 「図２」。

単位：千トン

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 合計
全国

東北の比率

県全体（1990年度・年） 12,492 12,878 15,349 7,172 7,092 15,065 70,048 1,144,130 6.1%

県全体（2005年度・年） 15,524 13,662 20,491 9,989 9,658 20,668 89,992 1,285,966 7.0%

県全体（2007年度・年） 14,511 12,995 19,483 9,210 9,167 20,834 86,200 1,300,575 6.6%

1990年比 116.2% 100.9% 126.9% 128.4% 129.3% 138.3% 123.1% 113.7%

運輸部門（1990年度・年） 1,997 2,654 4,533 1,955 1,864 3,872 16,875 217,371 7.8%

運輸部門（2005年度・年） 2,512 2,967 5,963 2,337 2,282 4,327 20,388 254,186 8.0%

運輸部門（2007年度・年） 2,264 2,817 5,213 2,362 2,047 4,480 19,183 245,373 7.8%

1990年比 113.4% 106.1% 115.0% 120.8% 109.8% 115.7% 113.7% 112.9%
※東北の排出量は各県ＨＰ，環境白書から集計

東北６県が各県独自に公表している二酸化炭素排出量（２００７年度）

図 １

図 ２
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平成２２年度計画の達成状況及び評価

地球温暖化防止対策に関する取組Ⅰ．

１．自動車交通対策

[交通環境部、自動車交通部、自動車技術安全部]（１）低公害車の普及促進

① 啓発活動等による低公害車の普及促進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 低公害車の普及促進に向けた国の税制等について情報収集を図り広報に努める。

☆ 管内の低公害車普及状況等をＨＰに掲載し、また、適宜プレス発表を行うなど広報に努める。

☆ 交通環境対策をテーマとした出前講座等を活用して低公害車の普及促進を図る。また、環境マイ

スターを活用した低公害車普及方策についての検討を行う。

、 。☆ 低公害車等普及促進対策補助支援制度により 事業用低公害トラックの導入促進を引き続き行う

なお、低公害車等普及促進対策補助支援制度は、平成１５年度から補助対象地域を自動車ＮＯＸ・

ＰＭ法による対象地域(三大都市圏）の外にも拡大される等の制度拡充がなされ、低公害トラック

を導入する事業者に対し、地方公共団体等と協調して、当該車両の購入費の一部を補助する。

【達成状況】

低公害車の普及促進に向け 「環境対応車への買い換え・購入補助制度」並びに「低公害車等普、

及促進対策費補助制度」といった低公害車導入支援制度の周知と併せ、低公害車等の導入に係る補

助金の効率的な利用を促すための広報を運輸局ＨＰ上にて実施、特に９月末で「環境対応車への買

い換え・購入補助制度」の終了が予定されていたことから、終了直前の申請受付状況等を公表する

ため７月、８月と連続してＨＰ情報を更新した。

また、平成２２年１１月２６日成立の２２年度補正予算において、事業用自動車向けの低公害車

導入支援が追加措置され平成２３年３月末日までの追加申請の受付を行うこととなったので、これ

についても迅速にＨＰ情報を更新した。

※ 低公害車普及促進対策費補助金の申請に対する平成２２年度の申請件数、交付決定の状況は次の

とおりである。

タクシーＨＶ車 ： 交付決定は１６１両で交付決定額１，６１０万円

タクシーＥＶ車 ： 交付決定は ３両で交付決定額 ２３４万３千円

事業用低公害トラック： 交付決定は ４０両で交付決定額２，９０６万６千円

なお、事業用バスについては補助申請が行われなかった。

山形県自動車販売店協会主催により１０月７日（山形市）及び１０月２１日（鶴岡市）の日程で

開催された「環境マイスター認定研修会」において、山形県内の自動車販売店に勤務する販売従事

者１０５名に対し 『東北運輸局が取組む「交通環境対策アクションプラン」について』と題した、

講演を行い、その中で低公害車普及のための取組について説明を行った。

また、いわき市立高坂小学校５年生等１００名に対し福島運輸支局が「環境に優しい自動車につ

いて」をテーマに出前講座を行い、環境対策の重要性等について周知を行った。
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【評 価】

低公害車普及啓発活動と低公害車普及導入支援制度の活用により、平成２２年９月までの１年間

で低公害車の保有が大きく増加しており、同じ期間の電気自動車、ハイブリッド車を中心とする次

世代型自動車の保有台数をみると、約５２，６００台から約８９，０００台と約６９％の伸びとな

っている。

また、小学生に対する出前講座や自動車を買い求めるユーザーが最初に接することとなる販売従

事者に対する環境マイスター認定研修は、子供から大人までの幅広い皆様に正しい知識や情報を伝

えることができる機会であり、将来にわたり、低公害車普及や省エネ運転を推進するうえで効果が

あったものと思われる。

ＨＶタクシー車は平成２１年度に引き続き補助対象となったこともあり確実に普及促進が図られ

てきている一方で、平成２２年度に初めて補助対象となったＥＶタクシー車については今後の普及

が期待される。

、 、 、 、また トラックについては 補正予算が組まれたこともあって 補助対象の台数が増加しており

こちらも今後の普及が期待されるところである。

【課 題】

平成２１年度からの継続施策であった「環境対応車への買い換え・購入補助制度」が８月（事業

用）及び９月（自家用）に終了し、下期に入ってから低公害車普及率が伸び悩んでいる中、平成２

２年度補正予算成立による「事業用車にかかる低公害車等普及促進対策費補助制度」が１２月から

再開されたため、運送事業者に対して、引き続き支援制度の活用を呼びかけ、低公害車の普及促進

を図る必要がある。

特に、航続距離、充電施設等の制約を受けるＥＶ車ではあるが、限定されたエリア内での運行形

態であるタクシーには導入適正があり、導入コストの低減が図られればＥＶタクシー車の普及が飛

躍的に進むことが期待される。このため、引き続き、ＥＶ車の購入補助や電動バス向けの充電施設

の導入補助等の支援を行っていくことが必要であり、併せて、自家用車を普及促進させるための施

策の導入が必要である。

また、自動車部門における環境マイスター制度を活用している地域は、全国にさきがけて導入し

ている山形県をはじめ、東京都・神奈川県・和歌山県の４都県だけであることから、管内でも未実

施の５県に対する制度のＰＲと導入促進の働きかけをしていくことが必要である。

② 電気自動車等次世代自動車普及への取組

【平成２２年度の実施計画】

☆ 電気自動車などの次世代自動車導入に向けた取組を行う自治体との課題の共有、情報交換などを

行い協力関係の構築を図る。

【達成状況】

宮城県における電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車普及を目的に設立された「せんだ

い・みやぎＥＶ／ＰＨＶ普及研究会」に参画、計４回の会議においてＥＶ／ＰＨＶ普及支援・充電

インフラの整備のあり方等の検討を重ね、消費者の懸念事項解消のために取り組む宮城県の平成２

３年度事業案の策定に協力することができた。

青森県及び青森市が取り組む「環境対応車を活かしたまちづくり」事業の大きな柱である電動バ

ス運行に関する実証実験について、両自治体との適時な情報交換のほか、実証実験中の電動バスへ

の試乗を通じ寒冷地におけるプラグイン方式の車両性能を確認した。

また、青森県七戸町における次世代自動車の導入・普及による観光振興を目的に設立された「七



- 4 -

戸十和田地域次世代自動車リーディング協議会」に青森運輸支局が参画し普及に向けた取組を支援

している。七戸町では、１２月に電動バスを導入し当面町民バスとして利用した後、事業用自動車

として使用することを検討中である。

秋田県では、田沢湖エリアの観光地において、自然条件が厳しい積雪・山間地域での電気自動車

の利用と充電器の設置等に関する課題を抽出するための実証試験を計画しており、その検討会議に

秋田運輸支局が参画している。

【評 価】

東北管内の各地の自治体で電気自動車の普及に向けた取組や検討が行われており、宮城、青森、

秋田の各県及び一部市町との関係では、運輸局、青森・秋田両運輸支局が協議会等に参画し、課題

の共有、情報交換等の協力関係の構築が順調に進んできている。

【課 題】

電気自動車等次世代自動車の普及に向けた取組みは各地で進んできてはいるものの 「電気自動、

」 、車の購入を考える一般ユーザーのニーズや不安に誰がどこまで応えることが必要なのか といった

新たに発生してくるサービス体制の構築などとも相まって、普及までのロードマップの構築が不可

欠であると考える。今後は、各自治体などが取っている施策の情報収集に加え、現在進行中の寒冷

地での実証実験の結果等を踏まえ、取組を行う自治体との課題の共有、情報交換などの協力関係の

構築を図っていくことが必要である。

（２）エコドライブの推進

[交通環境部]① エコドライブの普及促進

【平成２２年度の実施計画】

☆ エコドライブの普及促進を図るため、エコドライブ推進の冊子・チラシを各県・団体等に配布す

るなど広報に努めるとともに、関係団体と連携しエコドライブ講習会を実施する。

【達成状況】

交通環境部で作成したエコドライブ手引き用冊子「エコドライブ１０のすすめ」を９月１８日

（土）に仙台市勾当台公園で開催された「みやぎバスまつり」会場と１０月１４日（木）～１６日

（土）に仙台市夢メッセで開催された環境イベント「エコプロダクツ東北２０１０」で来場者に配

布した。

「エコプロダクツ東北２０１０」では東北運輸局のブースを出展し、環境保護のパネル展示、ビデ

オ放映、自動車用エコ部品の展示などエコドライブの実践に向けた啓発を行ったほか、一般ユーザ

ーのエコドライブの実践を含めた自動車交通分野における環境対策の必要性に関する意識について

来場者を対象にアンケート方式で調査した。その結果、運転時に取り組んでいる対策として約４０

％の人が「エコドライブの実践」を挙げたほか、運輸部門のＣＯ２削減に効果的と思われる方策と

して約３８％の人が「低公害車の普及」が重要と回答している。

また、１０月２３日（土）と１１月２０日（土）の日程で、福島県運転免許センターと宮城県運

転免許センターを会場に、エコドライブの実践方法の習熟と燃費向上を体験してもらうためにＪＡ

Ｆとの共催による「エコドライブ講習会」を開催し、両会場合わせて４０名の参加を得ることがで

きた。
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【評 価】

「エコドライブ１０のすすめ」を配布するなどの広報は、環境イベントへの出展と併せ一般の方

に広くエコドライブへの意識付けを行うための手段として効果的な啓発活動であったと考える。

また 「エコドライブ講習会」では、限られた開催回数・参加人数のなかでより多くの人にエコ、

ドライブを理解してもらうため、運送事業者等の指導担当者を中心に参加者を募った結果、４０名

中、半数にあたる２０名が運行管理業務に携わる者であったことから、参加者だけでなく参加者が

所属する会社の従業員に対しての普及効果も見込まれる。

【課 題】

エコドライブの更なる普及を図るため、エコドライブ推進の冊子の配付による啓発活動方法やエ

コドライブ講習会の対象者の選定方のほか、管内に幅広く周知する方法について、引き続き検討し

ていく必要がある。

[自動車技術安全部]② エコドライブ管理システム【ＥＭＳ】の普及促進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 計画的かつ継続的なエコドライブ実施と運行状況についての客観的評価や指導を一体的に行う取

組（ＥＭＳ)については、ＮＥＤＯ(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)のエネル

ギー使用合理化事業者支援事業の補助制度が活用されることから、平成２２年度においてもＥＭＳ

による効果及び導入支援制度の啓発活動を行う。

【達成状況】

バス・タクシー・トラック事業者に対し、省エネ対策の取り組みを一層推進するため、ＮＥＤＯ

(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)のエネルギー使用合理化事業者支援事業の

補助事業を活用して、先端的ＥＭＳ用機器の導入補助事業の周知啓発を図り、導入後のエコドライ

ブによる燃費向上により二酸化炭素（ＣＯ２ 、窒素酸化物（ＮＯＸ）及び粒子状物質（ＰＭ）等）

、 。有害物質の排出量を削減し 自動車交通分野における地球温暖化対策及び環境対策の推進を図った

【評 価】

運輸低公害車普及機構（ＬＥＶＯ）が開催する平成２２年度先端的ＥＭＳ普及事業講習会に参加

し、先端的ＥＭＳ機器の導入促進の周知を図るとともに、タクシー事業者から申請のあった１１３

台について認定を行うことが出来た。

【課 題】

今後も先端的ＥＭＳ機器の導入促進を図るための効果的周知啓蒙方法を検討し、先端的で効果の

ある機器の検証を行い、燃費改善率の高い機器の導入促進を進める。

[鉄道部]（３）交通流体策〔踏切道改良の推進〕

【平成２２年度の実施計画】

☆ 東北地方踏切道調整連絡会議等の活用により、鉄道事業者及び道路管理者との調整を図りながら

立体交差化等踏切道の改良による道路交通の円滑化を図る。
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】【達成状況

状況調査を２回実施（本年は８月、１１月 。また、東北地方整備局、鉄道事業者との情報交換）

を継続して実施。

２月１０日に東北地方整備局と共同で東北地方踏切道調整連絡会議を開催し、鉄道事業者及び道

路管理者との調整を図りつつ、情報共有をすることにより、道路交通の円滑化を図った。

【評 価】

会議の開催等により、さまざまな事例の把握、対応方策を共有することができ、道路交通の円滑

化に資することができたと考えられる。

【課 題】

今後とも継続的に会議等を活用し、情報共有、調整等を図っていく必要がある。

２．物流のグリーン化

（１）グリーン物流パートナーシップ推進事業

[鉄道部、交通環境部、自動車交通部、海事振興部]

【平成２２年度の実施計画】

、 。☆ 特に荷主業者を中心にヒアリング等を実施し モーダルシフトなどのグリーン物流の推進を図る

【達成状況】

グリーン物流パートナーシップ推進事業の普及のため、荷主企業の主催する出前講座等に出向い

たほか、東北経済産業局と共催で「物流効率化セミナー」を開催し、推進事業の制度・採択事例等

について説明、グリーン物流の普及・啓発を行った。

また、推進事業の募集時期には、運輸局のホームページ、メールマガジンで募集案内を掲載した

ほか、管内の物流関係団体及び経済団体に対し、募集の案内文を送付し、会員各位への周知を図っ

た。その結果、平成２２年度は、グリーン物流パートナーシップ推進事業の認定申請が２件あり、

中央会議へ推薦した。

【評 価】

物流事業者からの相談件数が前年度より増えたほか、グリーン物流パートナーシップ推進事業の

認定申請が２件あり、中央会議へ推薦できたことは、これまでの周知活動により、推進事業の制度

について、理解されてきているものと考えられる。

【課 題】

今年度、認定申請があったもののＮＥＤＯの補助金交付を受けられなかったことから、今後は、

補助金交付に結びつくようなサポートが必要である。また、物流関係事業者のほか、特に荷主企業

に対して、セミナーやヒアリングなどを通じて啓発活動を図る必要である。

[交通環境部]（２）流通業務総合効率化事業の推進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 各種会議や講習会等を通じ、事業経営者や関係団体へ物流総合効率化法の啓発を図る。
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【達成状況】

ホームページへの概要掲載のほか、荷主企業の主催する出前講座や倉庫管理主任者講習会で、制

度等の周知を図った。また、２月に東北経済産業局と開催した「物流効率化セミナー」で啓発を行

った。その結果、認定申請につながる物流事業者等からの相談や問い合わせが増え、申請のあった

２件の内、１件が認定された。

【評 価】

認定申請につながる相談が増え、認定まで及んだことは、これまでの啓発活動が効果をあげたも

のと評価している。

【課 題】

制度について、徐々に浸透してきているものと考えるが、中小事業者が多い東北地方など地方都

市では利用しにくい要件となっているとの声が多いことから、地方都市でも利用しやすいように制

度の改正などの機会を捉え、要件等の緩和等について、本省とも協議していく必要がある。

[交通環境部]（３）物流連携効率化の推進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 多様な関係者の連携により、物流の輻輳している都市商店街や港湾・空港等の物流拠点周辺にお

いて、貨物自動車の集中、荷さばきスペースの不足等による交通渋滞による効率的な物流の阻害、

地球温暖化対策の必要性から鉄道・海運へのモーダルシフトを推進する。

【達成状況】

平成２１年度からはじまった物流連携効率化推進事業について、制度の概要をホームページに掲

載したほか、東北各県等担当者への情報提供を行うとともに、荷主企業の主催する出前講座等で周

知を図ったが申請はなかった。

【評 価】

募集にあたり、地方自治体や物流関係事業者、荷主企業に対し、十分な啓発活動が出来なかった

ことから、申請につながる案件がなかったものと思われる。

【課 題】

物流連携効率化推進事業は平成２２年度で終了し、平成２３年度からは、モーダルシフト等推進

事業が新たな制度として始まるため、事前に地方自治体を訪問し、制度の概要を説明するとともに

地域の実情を把握することが必要である。また、物流関係事業者や荷主企業についても制度概要を

周知するとともに、ヒアリングなどを通じてモーダルシフトに向けた可能性についての把握をして

おくことも必要である。

[交通環境部]（４）物流施設における省エネの推進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 物流施設における地球温暖化防止と省エネ対策のため、営業倉庫及びトラックターミナル等にお

ける高効率省エネ機器設置の導入を促進する。
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【達成状況】

荷主企業の主催する出前講座や倉庫管理主任者講習会、営業倉庫の監査の際など機会があるごと

に、制度概要について周知を図った。平成２２年度は、管内の貨物運送事業者１社がバッテリー式

フォークリフトの導入（リース）でＮＥＤＯの交付決定を受けている。

【評 価】

長引く不況の影響と従来複数回あった募集が１回に減ったことから、申請件数が１件と少なかっ

たものと思われる。

【課 題】

設備更新を考えている事業者が制度を有効に活用することができるように、周知の時期を考慮し

ながら、引き続き啓発活動を行っていく必要がある。

３．公共交通機関の利用促進

[企画観光部、鉄道部、自動車交通部、海事振興部]（１）地域公共交通活性化･再生

① 地域公共交通活性化・再生総合事業への支援

【平成２２年度の実施計画】

☆ 公共交通にかかる地域の多様なニーズに対応するため、地域公共交通活性化・再生総合事業を活

用し、創意工夫のもと、鉄道、コミュニティバス、乗合タクシー、旅客船等の事業に主体的に取組

む地域に対し、計画策定や実証運行(航)等に必要な経費の一部を補助するとともに、適切な助言等

により取組の成果が上がるよう支援を行う。

【達成状況】

＜鉄道部＞

鉄道モードを主とする７協議会に対し、補助金交付決定を行い交付決定額は４８，０２８万円と

なった。

また、２月８日に管内各鉄道事業者及び各沿線自治体等関係者出席のもと「地域鉄道活性化フォ

ーラム」を開催し、各協議会より鉄道の利用促進をテーマとした取り組み状況の事例発表及び二次

評価を実施した。

＜自交部＞

平成２２年度の地域公共交通活性化・再生総合事業を実施する２４協議会（自動車部扱い）に対

し、４月１日付けで事業認定を行った他、前年度からの継続事業を実施する協議会も含め、１２月

末までに２３協議会に対し補助金交付決定が行われた。

補助金交付申請が行われていない１協議会について、年度内の交付申請と交付決定を予定していた

が、当該協議会が、今年度の計画事業実施を見送ったことから補助金交付申請に至らず、最終的に

は２３協議会に対し補助金交付決定が行われ、自動車モードの交付決定額は１億６，５７１万円と

なった。

＜企画観光部＞

３８の地域に対し、地域公共交通活性化・再生総合事業による補助金等の支援を行うとともに、

１２月中に一部の県（４県）の法定協議会連絡会議を実施し、各県内のそれぞれの地域で取り組ん

でいる事業内容の情報交換等を行うことにより、各地域の事業の向上に努めた。

また、１月までにすべての県の法定協議会連絡会議を実施するとともに、一部協議会に対して取
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り組みについてのヒアリングを実施し、各協議会における取組みに対するアドバイスを行った。ま

た、３月１日に法定協議会に対する事後評価を行い、各協議会の評価を実施、今後のあり方等につ

いて検討を行った。

【評 価】

＜鉄道部＞

「地域鉄道活性化フォーラム」に参加した鉄道事業者や沿線自治体の担当者の間で、地方鉄道の

利用促進に関する成功例や課題等について、情報の共有が図られた。また、各協議会の地域公共交

通の活性化等の取組に対し、適切な支援や助言を実施できたものと考えている。

＜自交部＞

管内で地域公共交通活性化・再生総合事業を実施するほとんどの協議会において乗合タクシーの

実証運行事業が実施され東北運輸局として支援している。これらの実証運行事業は、乗合バス路線

の廃止により交通空白となった地域で公共交通を確保すること、あるいは、自家用自動車が日常の

交通手段になっている地域等で公共交通として運行することにより、高齢者や交通手段を持たない

人の移動手段となっているほか、自家用自動車による移動から公共交通利用へ誘導することでＣＯ

２排出量の削減等の環境問題へも貢献できるものと考える。

＜企画観光部＞

地域公共交通活性化・再生総合事業によって、法定協議会が存する地域の公共交通の活性化が図

られ、また、法定協議会連絡会議及びヒアリングにより、自治体にノウハウの展開が行われ、より

一層の活性化が図られた。

【課 題】

＜鉄道部＞

地域公共交通活性化・再生総合事業による支援は廃止となったが、経過措置として平成２３年度

も継続して事業実施する協議会に対し引き続き、適切な助言等により取組の成果が上がるような支

援を行う必要がある。

＜自交部＞

地域公共交通活性化・再生総合事業による支援はいったん廃止となるが、平成２３年度から予算

化される公共交通確保維持改善事業において、公共交通利用促進の取り組みに対して引き続き支援

を継続していく。

＜企画観光部＞

地域公共交通活性化・再生総合事業が今年度で終了することから、法定協議会に対する継続的な

支援ができなくなるが、平成２３年度より開始される地域公共交通確保維持改善事業においても、

地域公共交通活性化・再生総合事業において培ったノウハウを生かしていく必要がある。

② 公共交通活性化セミナー等の開催

【平成２２年度の実施計画】

☆ 地域公共交通の活性化を推進するため、地域住民や交通事業者への意識喚起等を図ることを目的

としたシンポジウムや、東北各県の自治体担当者を対象に、実務的知識の向上等を図ることを目的

とした研修を開催する。
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【達成状況】

９月１５日に山形県において、地域公共交通活性化シンポジウムin 山形を開催し、山形県内の

自治体、事業者、一般市民等約１００名に対して地域公共交通の活性化の意義・方策等についての

啓発を行った。

また、２月１７日に福島市において、福島県内の自治体関係者約６０名に対して地域公共交通活

性化セミナーを開催し、地域公共交通活性化のための姿勢の強化及び実務的知識の向上を図った。

【評 価】

シンポジウム及びセミナーの参加者からは、出席して大変役立ったという意見が多く出されてお

、 。 、 。り 目的は十分達成されたものと考えられる 今後も引き続き 同様の取り組みを続けていきたい

【課 題】

、 、 、 、シンポジウム等の参加者は 自治体 事業者及びその関係者が多く 広く一般市民に対して啓発

普及活動を行っているとまでは言えないことから、一般市民にも深く浸透するような施策を進めて

いく必要がある。

[鉄道部]（２）鉄道利用の推進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 鉄道の日(１０月１４日）を中心にイベント等を実施して、環境負荷が小さく安全・安定な公共

交通機関である鉄道に対する関心を高め、その利用促進を図る。また、各地のイベント、フォーラ

ム等を通じて、鉄道の意義や役割について地域住民や自治体の理解を得るための取組を推進する。

【達成状況】

７月２４日に開催された「新幹線車両基地まつり」において東北新幹線全線開業特設ブースの設

置を支援した。

１０月３日にＪＲ貨物宮城野駅において「鉄道フェスティバルin 東北」を開催し、鉄道に対す

る関心を深めた（来場者１５千人 。）

ＪＲ東日本「東北ローカル線パス」に対する支援及び株式会社コロプラが運営する「コロニーな

」（ ） 。生活Plus 携帯電話の位置情報登録によるゲーム への東北の鉄道事業者の参加支援を実施した

【評 価】

各地のイベント等に関わることにより、鉄道の意義や役割について理解を深めることができたと

考えている。

【課 題】

今後とも引き続き積極的にイベントに参加する等により、鉄道の意義や役割について理解を得る

ための取組を推進する必要があると考えている。

（３）バリアフリー施策の推進

[交通環境部、鉄道部、自動車交通部、海事振興部]① 旅客施設、バス車両等のバリアフリー化

【平成２２年度の実施計画】

☆ ア）鉄道駅のバリアフリー化の促進

鉄道駅については、利用者数５千人/日以上の駅は原則として平成２２年度末までに段差解
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消を図ることになっている(平成２１年度末現在の東北運輸局管内達成率８２％)。本年が目標

年次となっていることから、補助制度の活用や整備困難駅への技術的検討などを通じ、鉄道駅

のバリアフリー化を一層促進する。

☆ イ）ノンステップバス等の導入促進

乗合バス車両のバリアフリー化について、ノンステップバス等の導入が円滑に促進されるよ

う関係自治体と連携し、公共交通移動円滑化設備整備費補助制度の活用など、乗合バス事業者

に対する支援を行う。

☆ ウ）旅客船等のバリアフリー化の促進

、 、旅客船等のバリアフリー化について 円滑に促進されるよう必要に応じ関係自治体と連携し

有効な財政支援制度の検討・斡旋など、関係船舶運航事業者に対する支援を行う。

【達成状況】

ア）鉄道駅のバリアフリー化の促進

３月末までに対象６６駅中５９駅（８９％）の段差解消が図られる予定であったが、平成２

３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、６６駅中５４駅（８２％）の

ままとなっている。

イ）ノンステップバス等の導入促進

交通環境部では、管内の主要乗合事業者２０者及び６県と仙台市に対して、乗合バスのバリ

アフリー化、今後のノンステップバス普及・拡大に向けてのアンケート調査を実施するととも

に、冬期間の運行における支障実態を把握するため、札幌市及び旭川市のノンステップの導入

率が高い乗合事業者４者に対してもアンケート調査等を実施した。

乗合バス事業者に対するアンケート調査及び現場でのヒアリング等による情報収集の結果、乗

合バス事業者は、関係自治体との協調補助ではなく国単独でも補助ができる仕組みにの確立と

赤字経営に対する国の積極的な補助を望んでいることが分かった。また、ノンステップバスは

、 、車内後部の段差による車内移動の制約 冬季の積雪による運行への支障等が懸念されるものの

事業者によっては、中古バスの購入ルートを独自で確立し計画的な導入を可能とする等今後の

安定供給が確立されつつあることが確認できた。

バス運行対策費補助金の交付申請の中で、車両減価償却費補助金の補助対象車両として山交

バス（株）中型ノンステップバス２両、庄内交通（株）中型ノンステップバス２両、福島交通

（株）中型ノンステップバス５両、計９両の導入申請があり、２月末に交付決定している。

また、公共交通移動円滑化設備整備費補助については、申請のあった仙台市交通局及び八戸

市交通部に対し平成２２年４月１６日、４，０８９万２千円の交付決定が行われ、八戸市交通

部において中型ノンステップバス１両、仙台市交通局において大型ノンステップバス１５両、

中型ノンステップバス２両を導入している。

ウ）旅客船等のバリアフリー化の促進

酒田－飛島航路に７月から就航している新造船「とびしま」について、国の「海上交通バリ

アフリー施設整備助成」と山形県の「離島航路新造船等バリアフリー化施設整備事業補助金」

を活用しバリアフリー設備を整備した。
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【評 価】

ア）鉄道駅のバリアフリー化の促進

駅のバリアフリー化については、残り１２駅のうち５駅が完成予定であったが、平成２３年

３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、達成率は８２％のままとなってい

る。

なお、予定どおり５駅の整備が完了していれば、残り７駅となっていましたが、この７駅の

未完成理由は、地形上の理由からエレベーターの設置場所が確保できない等、技術上の課題が

あるもの、連続立体交差事業などが進捗中であり、段差解消が２３年度以降になるもの、エレ

ベーターの扉にガラス窓がない等、バリアフリー基準に適合していないが、実質的に段差が解

消されている駅等である。

イ）ノンステップバス等の導入促進

ノンステップバスの導入台数は、バス運行対策費補助金の活用によるものが平成２１年度１

２両に対し平成２２年度９両、公共交通移動円滑化設備整備費補助金の活用によるものが平成

２１年度１３両に対し平成２２年度１８両となっている。

東北管内の乗合バス事業者は慢性的な赤字経営が続き、路線バスの代替えさえままならない状

況が続いていることに加え、２２年度はバス運行対策費補助金の中の車両購入費補助金が車両

減価償却費等補助金へ衣替えしたことから、事業者が新補助制度の活用について消極的になっ

ており申請台数が減少した。

公共交通移動円滑化設備整備費補助金を活用した申請は、バス事業者のほとんどが上記の経営

状況であるうえ補助率が低いことから、活用する事業者は実質的に公営交通事業者に限られて

いる。

ウ）旅客船等のバリアフリー化の促進

今年度は酒田－飛島航路に新造船が就航したため、国や自治体の補助を活用した新造船のバ

リアフリー化を実施することができた。

また、運輸局が主催する各種会議において国等の補助金の活用をＰＲしている。

【課 題】

ア）鉄道駅のバリアフリー化の促進

旧基本方針は、平成１８年に告示され、平成２２年末を目標としたことから、平成２３年３

月３１日、目標年次を平成３２年度末とし、対象駅の利用者数基準を「１日５千人以上」から

「１日３千人以上」に引き下げ、新たな基本方針として告示された。

これにより、東北管内のバリアフリー対象駅は６６駅から９９駅に増加（平成２２年３月３１

日現在で算定）することから、新基本方針改定の動きを踏まえつつ、新たに整備対象となる駅

に関連する自治体への情報提供及び鉄道事業者へのヒアリングを行っていく必要がある。

イ）ノンステップバス等の導入促進 ＜自交部＞

車両減価償却費等補助金及び公共交通移動円滑化設備整備費補助金については、平成２３年

度から公共交通確保維持改善事業の枠組みの中で支援を継続することとしている。

中古バスも含めて、今後、徐々にノンステップバスに淘汰されていくものと思われるが、雪道

も含めて事業者がノンステップバスに抱く不安材料（環境）を関係機関と連携し取り除くこと

が、今後の課題である。
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ウ）旅客船等のバリアフリー化の促進

既存船のバリアフリー化には船体の大規模な改造が必要であり、地方の旅客船事業者にとっ

ては、資金的に困難なことと併せ、バリアフリー化によって搭載旅客数が大幅に減少すること

などの課題を解消する必要がある。

[交通環境部]② 基本構想策定支援

【平成２２年度の実施計画】

☆ 基本構想策定支援セミナーの開催

市町村における基本構想策定の促進と支援を目的として、基本構想策定支援セミナーを青森県に

おいて開催する。北東北３県の自治体を主対象に参加を呼びかける。

【達成状況】

自治体による基本構想策定の促進･支援を目的として、７月２８日、青森市においてセミナーを

開催した。２２自治体、３交通事業者等６４名が参加。

また、１日の利用者数が５，０００人以上の駅が所在する管内の１２市とその他１２市町に対し

基本構想策定を支援するためのプロモーター派遣を行った。

【評 価】

基本構想の策定は、各自治体が作成することとなるが、バブル崩壊以降、駅前、中心市街地商店

街が立ち直れていない状況が感じられ、また、市町村の財政も同様の状況が伺われる。策定支援に

当たっては、街づくりの視点に立った説明等ができなかった。

【課 題】

基本構想策定を進めさせていくためには、街づくりを含めた財政支援が必要。また、プロモータ

ー派遣では、専門的な知見を有する学識経験者、バリアフリーリーダ等の参画の在り方を検討する

必要がある。

[交通環境部]③ バリアフリーに関する人的ネットワークの強化

【平成２２年度の実施計画】

☆ ア）バリアフリーリーダー事業

、 、管内各県から選定したバリアフリーリーダーとの連携・関係強化を図り バリアフリー教室

公共交通利便性向上・バリアフリー促進会議等への参画、協力を得る。また、意見・情報交換

を行うためバリアフリーリーダー連絡会議を開催する。

☆ イ）公共交通利便性向上・バリアフリー促進会議開催

公共交通の利便性向上とバリアフリー化の促進を目的に、バリアフリーリーダーや公共交通利

用者等から意見・提言を聴取し、施策に反映させるため、公共交通利便性向上・バリアフリー

促進会議を各県において開催する。

【達成状況】

ア）バリアフリーリーダー事業

バリアフリー施策の推進に協力をいただくバリアフリーリーダーとの連携、関係強化、ネット

ワーク化を図るため、バリアフリーリーダー連絡会議を開催（２月２３日）し、意見・情報交換

を実施した。
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心のバリアフリーを啓発するためのバリアフリー教室、地域の公共交通の利便性向上及びバリ

アフリー化の促進を目的とした各県で開催している「公共交通利便性向上・バリアフリー促進会

議」にバリアフリーリーダーの参画を得た。

イ）公共交通利便性向上・バリアフリー促進会議開催

秋田運輸支局(８月１８日)、岩手運輸支局（１０月５日 、山形運輸支局（１１月１６日 、） ）

青森運輸支局（２月９日 、宮城運輸支局（２月２４日 、福島運輸支局（３月８日）の各県で） ）

開催した。

【評 価】

ア）バリアフリーリーダー事業

従来のバリアフリーリーダー連絡会議は、行政中心の話題で実施してきたが、今回のバリアフ

リーリーダー連絡会議では、リーダー間の連携をテーマに展開し、リーダーが日頃取り組んでい

る事業等をリーダーから紹介することをきっかけに 「リーダー同士のネットワークづくり」及、

び「コミュニケーション」をより一層図ることに努めた。

イ）公共交通利便性向上・バリアフリー促進会議開催

平成２０年度まで、交通アドバイザー会議を開催していたが、平成２１年度から新たに公共交

通利便性向上・バリアフリー促進会議として開催し２年目となり、特に、バリアフリー施策に関

しての意見内容への展開を図った。

【課 題】

ア）バリアフリーリーダー事業

今後、連携の在り方を模索しながら、仙台以外の場所で連絡会議を開催するなど、より外に向

けた情報発信の検討が必要となる。

イ）公共交通利便性向上・バリアフリー促進会議開催

会議では、従前より行政相談・苦情のような個人的な意見が多く出されることが多く、また、

各アドバイザーからの意見については、フォローアップが必ずしも迅速に行われていない。主催

者である各支局と連携を図り効果的にアドバイザーの意見が建設的に対応されるよう検討する必

要がある。

［ ］④ バリアフリー情報提供システムの普及 交通環境部

【平成２２年度の実施計画】

☆ 自治体への普及活動

平成２１年度に行った「仙台圏公共交通バリアフリー情報提供プロジェクト」による地域のバリ

アフリー情報提供の仕組みについて、管内主要地域においても普及するよう自治体に働きかけを行

う。

【達成状況】

消費者行政･情報課が主管する各種会議やバリアフリープロモーター派遣の実施により、市町村

のバリアフリー担当部署に対し普及の取り組みを行った。併せて、ホームページ等の電子媒体を通

して情報提供による普及を図った。
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【評 価】

各種会議、バリアフリープロモーター派遣の実施等により、普及を図ることができたが、それに

伴い情報提供の構築を今後予定している自治体は、今年度は無かった。

【課 題】

自治体関係者を中心とする説明であったが、情報を必要とする障がい当事者及び障がい者団体か

らの働きかけなども含めて展開方法を工夫する必要がある。

［ ］⑤ 心のバリアフリーの推進 交通環境部

【平成２２年度の実施計画】

☆ バリアフリー教室の開催

「心のバリアフリー」の普及啓発を図るため、小学生や交通事業従事者等を対象に管内１０箇所

程度でバリアフリー教室を開催する。特に、ノンステップバスの導入促進など移動円滑化の目標達

成に役立つような企画を可能な限り工夫する。

【達成状況】

管内各県で小学生、一般及び交通事業者等を対象にしてバリアフリー教室を開催し 「心のバリ、

アフリー」の普及を図った。１２カ所で６３５名が参加。バリアフリー教室事業を開始した平成１

４年度からの累計は、開催８４回、参加者３，６８２名。

また、今年度は特に、バス祭り、鉄道フェスティバル等の各種イベントを活用し、来場者に対し

高齢者擬似体験によるバリアフリー教室を実施した。

【評 価】

今年度は、特に、交通関連のバス祭り、鉄道フェスティバル等の各種イベントを活用したことに

より、多数の来場者に「心のバリアフリー」の普及を図ることができたことは、一定の効果はあっ

たものの、交通関連施設以外の「道路 「公園 「公共施設」等の施設を活用したバリアフリー」、 」、

教室を実施出来なかった。

【課 題】

受講者の伸び悩み及び内容のマンネリ化が指摘されているところである。裾のを広げるために教

育者に対しての講習、さらに、道路関連施設等を活用したバリアフリー教室を開催するために、整

備局等との連携をより一層図る必要がある。

［交通環境部］（４）低炭素地域づくり面的対策推進事業の推進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 環境省との連携により、低炭素型の地域づくりを行う地域を公募し、自動車交通需要の抑制、公

共交通の利用促進等に必要な対策を面的に実施するためのＣＯ２削減のシミュレーションを通じ、

低炭素地域づくりを支援する。

【達成状況】

仙台市は、平成２１年度に実施地域としての選定を受け「学都仙台スマートキャンパス実施効果

調査 （大学新入生を対象に交通情報ツール作成、配布及び効果測定等）を実施した。」

平成２２年度は「公共交通空白地区におけるエコな生活交通検討調査」として、１０月に「公共交
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通空白地区（太白区青山地区）におけるバス運行実証実験」を実施したが、運輸局は、その実施機

関である「せんだいスマート低炭素地域づくり分科会」にオブザーバーとして参画の上、調査実施

に必要な助言等の支援をしている。第１回分科会を今年度８月に、第２回を２月に開催し、仙台市

における「低炭素地域づくり計画」を策定した。

なお、平成２２年度の公募にあたり、管内自治体交通部局への情報提供（環境部局へは環境事務

所より提供）をしたところ、管内の１町から「関係事業であるチャレンジ２５へ応募したが選定さ

れなかった 」との連絡を受けている。。

【評 価】

、 、 、運輸局では 仙台市が本事業実施地域として選定される以前から必要に応じ助言等実施し また

選定された以降においても分科会に参画する等、支援してきたところである。仙台市の本事業が計

画通り進展し、最終的に「低炭素地域づくり計画」の策定までこぎ着けたことは評価できる。

【課 題】

本事業は今年度で終了となるが、今後も低炭素型の地域づくりの推進のため継続して取り組む必

要がある。仙台市では本調査結果を踏まえ策定した「低炭素地域づくり計画」に基づき、次年度以

、 、 、降も新たに検討会等を立ち上げ 継続して取り組むこととしており 運輸局としても要請があれば

検討会に参画し助言等今後も支援していきたいと考えている。

［交通環境部］（５）エコ通勤の推進

① エコ通勤の促進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 通勤手段をマイカーから公共交通機関等の利用に転換することでＣＯ２の削減を図るため「エコ

通勤」に取組む。そのため、特にエコ通勤の対象となるべき工業団地等の情報を収集し、当該工業

団地等の所在する自治体に対し、エコ通勤への取組を促す。

【達成状況】

〔仙台北部中核工業団地におけるエコ通勤の推進〕

平成２１年度末、管内６県の担当部局に対し工業団地等におけるエコ通勤推進の積極的な取組に

ついて要請したところ、宮城県から 「仙台北部中核工業団地におけるエコ通勤推進について、今、

後、新たに立ち上げる「検討会」にその場を移すことはどうか」との発言があったため、当局主催

の「仙台北部中核工業団地エコ通勤推進協議会」を発展的に解散することとし、平成２２年９月３

０日に昨年度までの取組の整理とこれをもって解散することを主な議題とした第６回協議会を開催

した。

その後、宮城県主催の「検討会」を平成２３年３月に開催することで関係機関との調整が進み、

運輸局も「検討会」へ参画しながら今後も関係者連携・協力し当該地域のエコ通勤推進に取り組む

こととし、併せて、仙台北部工業団地内の個々の企業におけるエコ通勤推進のため、運輸局におい

て関係者間調整を図り 「意見交換会」を平成２２年１１月に開催した。、

また、北部工業団地への路線バスについては、平成２１年１０月に１年間の実験として運行が開

始されたが、平成２２年１０月からは本格運行に切り替え、運行が継続されている。運輸局として

は、運行当初から団地内の利用状況の調査を実施し協議会の場等において情報提供している。

※平成２３年３月に開催予定だった「検討会」については、東日本大震災の影響で延期となった。

（開催時期未定）
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〔福島県保原町工業団地におけるエコ通勤の推進〕

福島県保原町工業団地におけるエコ通勤推進のため、昨年度に続き再度、工業団地懇話会事務局

から団地内従業員に対するアンケート実施の協力依頼があり、運輸局においてアンケートを作成の

上、平成２２年９月、１０月に実施した。回収されたアンケートは、１１月に運輸局に返送され、

集計・分析の上、グラフ化し平成２３年１月末に、事務局及び協力企業あてフィードバックした。

平成２２年度第２回保原町工業団地職場交通マネジメント検討会議が、平成２３年３月に開催予

、 、 、 、定であり 会議の席上 アンケート結果を説明するとともに 今後の主体的な更なる取組について

県・懇話会等に要請することとしている。

「 」 、 。※平成２３年３月に開催予定だった 検討会議 については 東日本大震災の影響で延期となった

（開催時期未定）

【評 価】

エコ通勤の取組の更なる推進を目指し、エコ通勤の取組を管内全県に拡大するため、地域の実情

、 、 、 、を把握している各県に対し 今後の主体的な取組を要請したところ 宮城県だけではあるが 今後

主体的に取り組んでもらうこととなったことは評価できる。運輸局としても検討会に参画し、必要

な情報の提供等連携・協力しながらバックアップ的な支援に努めることとしている。

運輸局では、地域のエコ通勤への取組に対して積極的に支援しており、アンケートの作成から集

計・分析及びグラフ化等で協力した保原町工業団地では、既に、従業員に対する実施結果のフィー

ドバックも行われ、エコ通勤に取り組む従業員に対する動機付けが図られた結果、エコ通勤への転

換者の増加が期待される。

【課 題】

エコ通勤の取組の更なる推進のためには、その取組を管内全県に拡大する必要があり、今後も各

県との情報交換に努め、主体的な取組の要請が必要である。

なお、運輸局として、エコ通勤の推進への取組を、今後、どのように展開していくかについての

検討が必要である。

② エコ通勤優良事業所認証制度の普及促進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 「エコ通勤」に関する意識が高く 「エコ通勤」に関する取組を自主的かつ積極的に推進してい、

る事業所、自治体を「エコ通勤優良事業所」として認証し、登録するとともに取組事例を広く国民

に周知し、エコ通勤の普及促進を図る。

【達成状況】

東北管内の認証取得事業所は、平成２１年度では２事業所にとどまっていたが、今年度、工業団

地内各企業への周知や運輸局ホームページでの広報の結果、５事業所が認証を取得。管内合計７事

業所となった。

【評 価】

今年度、積極的な周知活動の結果、平成２１年度の倍以上の５事業所が認証を取得したことは評

価できる。



- 18 -

【課 題】

現在、７事業所の認証取得にとどまるため、今後、管内全県においてエコ通勤に取り組んでいる

事業所の情報収集を徹底し、周知・広報に努める必要がある。

４．環境に優しい事業活動等の推進

［ ］（ ）１ 交通エコロジー教室の開催 交通環境部

【平成２２年度の実施計画】

☆ 国民生活に身近な問題である交通と環境の問題を国民に情報提供し、環境負荷の小さい交通体系

を支える国民意識を育てるため交通エコロジー教室を開催する。

【達成状況】

１１月２日 いわき市立菊田小学校２年生７９名を対象に 新常磐交通 株 の協力のもと バ、 、 （ ） 、「

スの乗り方教室」と併せ、交通と環境との関係を考えてもらい、環境負荷の小さな交通体系を支え

る国民意識の醸成を図るため「交通エコロジー教室」を開催した。

「交通エコロジー教室」では、新常磐交通（株）から実際に路線バスに使用する車両を借り受け、

実車を使用した乗り方の学習を行うとともに移動中の車内では交通と環境に関する学習をクイズ形

式で行った。

また、小学校敷地内に駐車したバスを利用して大型バスの「死角」についても体験してもらい、

実際の運転席から見えない範囲を確認する等安全にバスを利用するための学習も併せて実施した。

【評 価】

、「 」「 」子供達からは バスの乗り方や危険な所が分かった ・ バスは環境にやさしいことが分かった

などの感想が寄せられ、子供達に公共交通機関であるバス利用の大切さを知ってもらうことができ

た。

【課 題】

平成２２年度は初めて仙台市以外の地域で開催することができたが、公共交通機関の利用が交通

環境と地域の公共交通を守るために大切であるという意識を更に広めるためにも、今後は、関係市

町村、バス事業者等の協力を得ながら管内各地での実施を進めることとし、開催地、開催回数等の

検討が必要である。

［交通環境部］（２）グリーン経営の普及促進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 運輸関係事業者の環境保全に向けた取組が継続的に行われるようグリーン経営(環境負荷の少な

い事業経営)の普及・促進を図る。そのため、東北運輸局はグリーン経営講習会を開催し、運輸関

係事業者に対するグリーン経営制度の周知と認証制度取得の促進を図るほか、ＨＰや環境関連のイ

ベント等を活用し制度のＰＲを行う。また、グリーン経営認証に関連する国の施策として「グリー

ン購入法」など、認証取得によるメリットの周知を図る。

【達成状況】

７月６日、７日の両日、交通エコロジー・モビリティ財団に講師を依頼し、グリーン経営普及の

重要性と認証取得に向けた制度説明を目的としたグリーン経営講習会を青森県内の自動車運送事業

者を対象に開催したところ、２日間で８６名の受講があった。
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東北運輸局管内の平成２３年３月末時点での認証取得事業所数はトラック４０１、バス１６、タ

クシー３、内航海運１、港湾運送２、倉庫１８の計４４１事業所となっており、これらの情報をＨ

Ｐで公表してＰＲを行った。

【評 価】

認証取得があまり進んでいなかった青森県で講習会を開催し、多くの参加者を得たことは評価で

きる。

なお、貨物自動車運送事業においては、各県トラック協会が認証取得に向けた講習会を独自に開

催するなど、会員向けの取得促進を図っておりその効果が出ている。

【課 題】

引き続き、グリーン経営の普及があまり進んでいない事業での認証取得を促進させるため、グリ

ーン経営講習会を開催するとともに、ＨＰや各種イベント等を活用し、制度のＰＲを行う必要があ

る。

［ ］（ ）「 」（ ）３ エネルギーの使用の合理化に関する法律 改正省エネ法 への対応 交通環境部

【平成２２年度の実施計画】

☆ 平成１８年４月に改正施行された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(改正省エネ法)に

より、特定輸送事業者に対し省エネ対策を働きかけるとともにエネルギー消費原単位を中長期的に

みて年平均１％以上低減させることを目標とした省エネへの取組等判断基準の適切な運用を図る。

改正省エネ法に基づく「中長期計画書」及び「定期報告書」の調査分析を基に、６事業者の実態調

査を行いエネルギー消費原単位の低減に向けた指導・監督を行う。

【達成状況】

今年度計画を上回るバス事業者４社、貨物事業者３社、自家輸送者１社の計８社に対して実態調

査を実施し、中長期報告書、定期報告書の内容を基に、エネルギー消費原単位の低減に向けた指導

を行った。また、先述した報告書と実態調査の結果を基に報告書を作成し本省への報告を行った。

【評 価】

今年度の当初計画を上回る数の実態調査を行い、その結果を踏まえての指導等を行ったことによ

り、エネルギー使用の効率的な運用が期待される。

【課 題】

、 。平成２３年度も引き続き特定輸送事業者への実態調査を行い 現状の把握と指導・監督に努める

［交通環境部］（４）排出量取引、カーボンオフセット等への対応

【平成２２年度の実施計画】

☆ 運輸部門における排出量取引、また、カーボンオフセット等の「温室効果ガスの見える化」を推

進するため事業者に対する啓発を行う。

【達成状況】

平成２２年６月２９日に交通エコロジー・モビリティ財団の主催により開催された「交通・観光

カーボンオフセット支援システム説明会（in 仙台 」を支援し、運輸事業者、旅館・ホテル事業）



- 20 -

者等に対する開催案内などの出席の働きかけを行ったところ関係団体・事業者約２０名の参加を得

た。

【評 価】

交通エコロジー・モビリティ財団が主催する事業への参加であったが、運輸事業者等のＣＯ２排

出削減への取組を効果的に支援するカーボンオフセット支援システムの重要性を説明するための説

明会を開催できたことは評価できると考える。

【課 題】

カーボンオフセットの取組は、東北地方ではまだなじみが薄いため、今後も関係機関等との連携

を図り推進する必要がある。

［自動車技術安全部］（５）エコ整備の推進について

【平成２２年度の実施計画】

☆ 自動車の点検整備に係るＣＯ２排出量の削減効果について調査・検討を行うため、国土交通省で

は平成２１年１０月に「自動車エコ整備に関する調査検討会」を設置し、自動車の点検整備につい

ても地球温暖化対策を進めており、検討会での議論を踏まえ、管内の整備事業者に対してもエコ整

備促進のための啓発を行う。

【達成状況】

平成２２年９月から１０月末までの２ヶ月間を点検整備推進運動強化月間として点検整備の重要

性を自動車ユーザーに対し周知する運動を展開し、その中でエコ整備（点検・整備によるＣＯ２排

出量の削減効果）について、幅広く広報した。

更に、運動の重点項目の１つとして「エコ整備の促進」を取り上げ、管内の整備事業者に対して

エコ整備についての認識を与え促進のための啓発を行った。

【評 価】

「エコ整備」に取り組む整備事業者が増加し、自動車ユーザー等に対するエコ整備（点検・整備

によるＣＯ２排出量の削減効果）をＰＲすることができた。

【課 題】

エコ整備の効果をより明確にする必要がある。
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大気汚染防止対策に関する取組Ⅱ．

１．自動車に関わる大気汚染防止

［自動車技術安全部］（１）自動車の点検整備

【平成２２年度の実施計画】

、 、 、☆ 自動車は適切に維持管理されることにより 有害な排出ガスや騒音を防止し 未然に事故を防ぎ

事故時に安全を確保するなど、その安全・環境性能を発揮できるようになっているため、９月及び

１０月を「自動車点検整備推進強化月間」として、点検・整備(日常点検、定期点検及びその結果

必要となる整備）の重要性を自動車ユーザーに対して周知を図り点検・整備促進のための啓発を行

う。

【達成状況】

「点検整備推進運動強化月間」においては、自動車ユーザーに対し点検・整備の重要性をＰＲす

るポスター２千２百枚を管内各市町村の公共機関等に掲示するとともに、チラシ４万枚、日常点検

の必要性及び実施方法等を明示する小冊子１万冊を街頭検査や各種イベント開催場所において配布

し、点検・整備促進のための啓発を行った。

また、各県の「点検整備推進協議会」が中心となり点検整備の重要性を呼びかけるための自動車

の無料点検、マイカへ点検教室等のイベントを各地で開催し、日常点検、定期点検及びその結果、

必要となる整備の重要性等をＰＲして啓発を行った。

【評 価】

自動車点検整備推進運動は、自動車関係業界等の協力を得ながら各種イベント及び運動を展開し

ており、自動車ユーザーのみならず一般の方にも広く点検・整備の重要性を周知する重要なものと

なっている。

【課 題】

日常点検及び定期点検整備実施率の向上を意識した更なる取り組みが必要である。

［自動車技術安全部］（２）使用過程車の黒煙対策及び不正軽油の排除の推進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 大気汚染への影響度が大きいディーゼル車の排出ガス対策の一層の推進が求められていることか

ら、警察、自動車検査独立行政法人等関係機関の協力を得て、６月及１０月を重点実施期間として

「ディーゼルクリーン・キャンペーン」を実施するとともに、不正軽油(規格外の燃料)使用の検査

を実施し啓発を行う。

【達成状況】

「ディーゼルクリーン・キャンペーン」を６月及び１０月を重点期間として、燃料噴射ポンプの

封印の取り外し、不正軽油の使用等による黒煙の悪化車両を排除させることを重点に運動を展開し

た。期間中、ポスター、チラシ、黒煙濃度チャート等の配布を行う等の啓発活動を行い、街頭検査

で６５６台の黒煙測定（不適合なし）を行った他、不正軽油の街頭検査を９回実施し、７３台の車

両（不適合なし）を検査した。

また、迷惑黒煙相談窓口に４件の通報を受けたことから、自動車ユーザーに自主点検等の指導を
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行った。

【評 価】

街頭検査、各種運動等を通じて、黒煙対策、不正軽油使用排除等の必要性の啓発を行うことがで

きた。

【課 題】

定期点検実施率の向上、エコドライブの推進及び環境対応車への買い換え促進対策等の取組が必

要である。

［自動車技術安全部］（３）不正改造車排除運動の実施

【平成２２年度の実施計画】

☆ 暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、

排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の原因となっていることから、警察、自動車検査独立

行政法人等関係機関の協力を得て、６月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間として、また

「ディーゼルクリーン・キャンペーン」と連携して様々な運動を実施し啓発を行う。

【達成状況】

「不正改造車を排除する運動」期間中、管内各地で２５回の街頭検査を実施し、４５００台余り

の車両の検査を行い、不良車両については改善の指導を行うとともに、特に悪質な不正改造車３８

台については、早急に車両を改善するよう整備命令を発令した。

なお、年間を通じ、視認性の低下を招く窓ガラスの着色フィルムの貼付、騒音の増大を招くマフ

ラーの不正改造等の情報提供があった場合は、警告はがきを送付し指導を行った。

【評 価】

警察、自動車検査独立行政法人等関係機関の協力を得て毎年実施しており、不正改造車の排除に

大きく貢献している。

【課 題】

特に危険で悪質な不正改造車の排除については、警察との連携を図りながら新たな対応を検討す

る必要がある。
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循環型社会の形成に向けた取組Ⅲ．

［自動車技術安全部］１．自動車リサイクルの推進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 自動車整備事業者等の環境問題への取組を一層推進するため、使用済み自動車の処理、自動車リ

サイクル部品の積極的な活用やカーエアコンからのフロン回収など環境対策に積極的に取組んでい

る事業者を顕彰し、公表を積極的に行う。

【達成状況】

使用済み自動車の適正処理、カーエアコン用フロンの回収・破壊等の環境保全対策に積極的に取

り組んでいる自動車関係事業場について、局長表彰３３事業場、支局長表彰９０事業場の表彰を行

い、運輸局のホームページに掲載し公表した。

【評 価】

環境対策に積極的に取組んでいる事業者を顕彰し、公表することにより、環境保全対策に積極的

に取り組む自動車関係事業者が増加している。

【課 題】

「自動車のリサイクルの促進 「自動車エコ整備の推進」等、自動車関係業界等の環境問題への」

取り組みをそれぞれ推進しているが、各種運動の連携を図り一層促進する取り組みが必要である。

２．船舶のリサイクルの推進

［海事振興部］（１）ＦＲＰ船のリサイクルの促進

【平成２２年度の実施計画】

☆ 平成２２年度は、ＦＲＰ船リサイクルの受付・搬入・解体期間などの情報をホームページに掲載

・周知及びプレスリリースを行う。また、解体作業のプレスリリースを行う。

【達成状況】

、 、平成２２年７月１２日 １４日及び平成２２年１１月１６日に解体期間のプレスリリースを行い

解体作業を報道機関に公開した。

平成２３年３月末に平成２３年度のＦＲＰ船リサイクル受付・搬入・解体期間の情報をホームペ

ージに掲載する。

（ 、 ） 。平成２２年度は２９隻 個人５隻 官公庁等２４隻 がＦＲＰ船リサイクルを利用し処理された

【評 価】

ＦＲＰ船リサイクルの解体作業を報道機関に公開し、新聞紙上に掲載され、ＦＲＰ船リサイクル

制度を周知した。

【課 題】

ＦＲＰ船リサイクルの制度の個人利用が少なく、循環型社会の形成に向け、周知啓蒙活動が必要

である。
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海洋汚染対策･プレジャーボート関係環境対策に関する取組Ⅳ．

［海上安全環境部］（１）海洋環境保全のための取組

① 外国船舶の監督（ＰＳＣ）の強力な実施

【平成２２年度の実施計画】

☆ 日本に入港した外国船舶に対し、船体の構造、海洋汚染防止設備等の保守点検や油排出の処理等

について、ＰＳＣを協力に実施し、サブスタンダード船による海難事故や違法な油の排出等による

我が国沿岸の海洋汚染の防止を図る。臨検目標隻数を５０５隻に設定し、ハイリスク船舶に重点を

置き、ＰＳＣを強力に実施する。

【達成状況】

ＰＳＣ臨検実績は５２５隻で、実施計画で設定した目標隻数５０５隻を超え、管内全般で１００

％以上の達成率となっている。

【評 価】

臨検隻数は目標を達成し、ハイリスク船舶を重点的に実施することができた。従って、２２年度

の外国船舶の監督（ＰＳＣ）は、実施計画のとおり強力に実施したものと言える。

【課 題】

特になし

② 外航船の船主責任保険（ＰＩ保険）への加入確認

【平成２２年度の実施計画】

☆ 保障契約情報の通報等に基づき、入港船舶等が有効な船舶油濁損害賠償保険への加入がなされて

いるかの確認に努める。

【達成状況】

平成２２年度中の保障契約情報の通報 １ ７５９件 及び一般船舶保障契約証明書交付申請 １（ ， ） （

８４件）の都度、当該船舶に十分な保障額となる船舶油濁損害賠償保険へ加入がされているかの確

認に努めた。一方、海外売船等により出港する船舶については通報義務を必要としないが、情報入

手の都度保険加入の必要性を呼びかけ、加入の確認に努めた。また、入出港する外国船に立入検査

を実施し、有効な保険に加入しているかどうかの確認に努めた結果、無保険の船舶は無かったが、

保障契約証明書等備置命令書２件の交付を行った。

【評 価】

無保険及び不十分な填補内容の油濁保障の保険に加入している船舶は無く、保障契約の締結義務

が、関係者に浸透している。

【課 題】

特になし
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③ 危険物運搬船への立入り検査の強化

【平成２２年度の実施計画】

☆ 危険物運搬船については、海難事故が発生した場合、積荷等の流出により重大な海洋汚染を引き

起こす危険性が高い。荷主等の協力を得て重点的に立入り検査を実施することにより事故の未然防

止と海洋環境の保全を図る。危険物運搬船への立入り検査目標隻数を２５隻とする。

【達成状況】

危険物運搬船等への立入り検査隻数２５隻実施、目標隻数を１００％達成した。

【評 価】

立入事業所との入港船舶の情報をより詳細に分析し、効率的に立入った事が達成に繋がった。

【課 題】

立入り船舶の船種選択に偏りがあった

（２）海洋汚染防止に関する周知・啓発

［海上安全環境部］① 海洋汚染防止設備に関する国民の理解増進、周知・啓発の強力な実施

【平成２２年度の実施計画】

☆ 海洋汚染防止法・省令改正等の周知徹底を図るため、問い合わせ、検査等の事前打ち合わせ、各

種説明会あるいは窓口での各種申請受付時に啓発用パンフレット配布や掲示板を利用して周知を図

る。

【達成状況】

窓口での各種申請時並びに相談に訪れた際に、パンフレットを配布するなどして啓発を図るとと

もに各種説明会を７回開催した。

また、３月に海洋汚染防止講習会を本省総合政策局海洋政策課との共催により開催し、周知を図

った。

【評 価】

船舶検査打合せ時や申請時における説明が有効であった。また、改正説明会（八戸・気仙沼・仙

台）及び講習会の開催により関係者に周知できたことも有効であった。

【課 題】

特になし

［ ］② 舟艇の適正な利用の推進 海事振興部

【平成２２年度の実施計画】

☆ 各種イベントを利用し、海洋レジャー・ 海の駅」の周知活動を支援する。東北地区舟艇利用振「

興対策連絡会議を開催し、国の取組を周知するとともに、プレジャーボートの利用振興策を支援す

る。
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【達成状況】

、 、平成２３年２月１７日に第１５回東北地区舟艇利用振興対策連絡会議を海事局 東北地方整備局

第二管区海上保安本部、日本舟艇工業会、東北各県の担当者の参加により開催した。

【評 価】

海事局、東北地方整備局、第二管区海上保安本部、日本舟艇工業会の担当者から舟艇利用振興施

、 、 、 、策 放置艇の保管整備施策 海難事故の現状 舟艇メーカーサイドの取り組みについて説明があり

地方自治体からは、放置艇対策及び舟艇利用振興策の取り組み状況の発表があり、昨年度より地方

自治体の取り組み状況が進んだ。

【課 題】

各県には放置艇が多数あること、保管場所の整備が必要であること、放置艇所有者の特定に時間

を要していること、利用振興の施策が少ないこと、事故防止の啓発活動が必要なことなどの課題が

明らかになり、それぞれの取り組みを継続または強化する必要性がある。
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東北運輸局ＥＣＯ推進プロジェクトに関する取組Ⅴ．

（１）紙の消費量削減の取組

【平成２２年度の実施計画】

☆ 両面印刷の推進＆使用済み用紙の裏面再利用をすすめる。

達成状況】【

管内の各事務所・部署ごとに「省エネチェックリスト」をつけることにより、毎月の取組状況に

ついて把握している。

【評 価】

管内の一部では実施され成果が出てきており、着実に取組への意識が浸透してきている。

【課 題】

両面印刷については、限られた時間での作業において非効率性が指摘されているところであり、

対象の範囲を明確化することも必要。

また、使用済み用紙の裏面の再利用についても、対象の範囲を明確化し、使用の際の躊躇を排除

することが必要。

（２）節電の取組

【平成２２年度の実施計画】

☆ 蛍光灯の節電（昼休み消灯、影響の少ない箇所の常時消灯等）に対する積極的な取組。

【達成状況】

管内の各事務所・部署ごとに「省エネチェックリスト」をつけることにより、毎月の取組状況に

ついて把握している。

【評 価】

管内の一部では実施され成果が出てきており、着実に取組への意識が浸透してきている。

【課 題】

職員に対するＥＣＯ意識の醸成が必要。

（３）自動車運転時の「エコドライブ」の取組

【平成２２年度の実施計画】

☆ 職員にエコドライブの手引きなどを配布してエコドライブの周知啓発を行う。

【達成状況】

エコドライブ運転の手引き「エコドライブ１０のすすめ」をＨＰに掲載し、取組の推進に向けた

啓発を行っている。
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【評 価】

継続した周知により、着実にエコドライブの意識が浸透してきているものと思われる。

【課 題】

エコドライブ推進のため、より効果的に意識啓発ができる周知方法について、引き続き検討して

いく必要がある。

（４）エコ通勤の取組

【平成２２年度の実施計画】

☆ マイカーから公共交通機関等への転換を推進する。

【達成状況】

プロジェクトチームにおいて、エコ通勤に取り組むに当たっての課題等について検討を行った。

【評 価】

東北管内においては、一部を除き、通勤経路における公共交通機関が整っていない地域が多いこ

とから、公共交通機関への転換が難しいということなどの課題を見いだすことができた。

【課 題】

全てのマイカー通勤者を公共交通機関等へ転換させることは難しいものの、可能な範囲で、公共

交通機関等への転換が進むような方策を検討する必要がある。
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写真で見る環境対策の取組

１ ．自動車交通対策

（１）低公害車の普及促進

①啓発活動等による低公害車の普及促進

②電気自動車等次世代自動車普及への取組

 

Ⅰ．地球温暖化防止対策に関する取組

実験運行ルート（青森駅⇔新青森駅）
電動バスイメージ図

【 「 」青森県・青森市が取り組んでいる 環境対応車を活用したまちづくり

における電動バス運行の実証実験 】
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診 断 票

１ ．自動車交通対策

（２）エコドライブの推進

①エコドライブの普及促進

３．公共交通機関の利用促進

（１）地域公共交通活性化・再生

②公共交通活性化セミナー等の開催

（２）鉄道利用の推進

走行後の個別アドバイスエコドライブ走行

エコドライブ講習会

（平成２２年１０月２３日 福島県運転免許センター）

平成２２年９月１５日、山形県

で開催された「地域公共交通活性

化シンポジウム 山形」in
県内の自治体、事業者、一般市

。民約１００名の参加がありました

平成２２年１０月３日にＪＲ貨物

宮城野駅（仙台市）で開催された、

「鉄道フェスティバル 東北」でin
は、１５千人もの来場者で賑わい

ました。
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３．公共交通機関の利用促進

（３）バリアフリー施策の推進

①旅客施設、バス車両等のバリアフリー化

⑤心のバリアフリーの推進（バリアフリー教室の開催）

４．環境に優しい事業活動等の推進

（１）交通エコロジー教室の開催

車いす体験 視覚障害者体験高齢者疑似体験

車いすや高齢者の疑似体験をすることにより 「心のバリアフリー」を啓発する、

とともに、ノンステップバス導入促進の必要性についての意識を高めました。

平成２２年７月１７日、

酒田市の酒田～飛島航路

に新造船（バリアフリー

対応船）が就航しました。

平成２２年１１月２日、

いわき市立菊田小学校２年

生を対象に 「バスの乗り、

方教室」と併せて交通と環

境との関係を考えてもらう

「交通エコロジー教室」を

実施しました。

死角確認体験乗車体験
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１．自動車に関わる大気汚染防止

（３）不正改造車排除運動の実施

２．船舶のリサイクルの推進

（１）ＦＲＰ船のリサイクルの促進

（１ ．海洋環境保全のための取組）

①外国船舶の監督（ＰＳＣ）の強力な実施

ＦＲＰ船解体作業

Ⅱ．大気汚染防止対策に関する取組

Ⅲ．循環型社会の形成に向けた取組

Ⅳ．海洋汚染対策・プレジャーボート関係環境対策に関する取組

座礁した外国船

サブスタンダード船による海難事故や違法な油の排出等による

海洋汚染の防止を図っています。

不正改造車からの排気ガスによる

大気汚染や騒音等による環境悪化防

止のため、街頭検査を実施し、不正

改造車に対し、改善の指導等を行い

ました。

街頭検査

外国船への監督実施の様子

ＦＲＰ船の不法投棄を防止し、

リサイクルを促進するため、報道

機関にプレスリリースし、解体作

業の様子を公開しています。

プレスリリース
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【   編  集   】   東北運輸局環境対策推進本部 

【問い合わせ先】   東北運輸局 交通環境部 環境課 

TEL 022-791-7509 

FAX 022-791-7539 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/index3.htm 


