
機密性２情報

〈プログラム〉 ◯ウェルカムメッセージ（北上市長）
◯トークセッションwith東北仕事人～将来の北上市について～
（福島大学、北上市、NPOくちない、NPO－ＮＥＴサポート、都タクシー、東北仕事人等）
◯ポスターセッション（出展25団体）
１ミニッツＰＲ､コアタイム､仕事人の講評

○エクスカーション（北上市口内地域・北上ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ）（60人参加）

おでかけ交通博の開催

◆東北地方における地域公共交通の活性化に向けた取組の促進を図るための啓発イベントとして、平成26年度より、東北運輸局
と福島大学の共催による「おでかけ交通博」を開催。（開催地：福島市、弘前市、山形市、北上市（共催））

◆開催地の北上市と東北仕事人等の有識者による交通計画における課題や将来のビジョンについて、トークセッションを実施
◆東北地方を中心に、地域公共交通の確保・維持・改善や交通まちづくりなどに取り組む方々が集い、ポスターセッション等を
通じ相互に取組内容を発表し、成果や悩みを共有することにより、人的なネットワークの構築を促進するとともに、聴講された
方の地域における「おでかけの足」のあり方を考えるきっかけとしている。

コアタイムの状況；
宮城県大崎市のブース

●第4回おでかけ交通博2017nきたかみ（平成29年11月17日） 開催地：北上市

○出展団体：２5団体・２６ブース ○参加者：約214名

出展団体

【地方公共団体・協議会等】
■岩手県
■岩手県盛岡市
■岩手県北上市
■北上線沿線協議会
■岩手県大槌町
■岩手県岩手町
■八戸市・(有)イニシオ
■弘前市地域公共交通会議・

弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会
■秋田県由利本荘市・由利高原鉄道
■山形市・山交バス
■大郷明治交通サービス運営協議会
■鶴岡市地域公共交通活性化協議会
■金川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会
■千葉県南房総市

【交通事業者】
■岩手県交通(株)
■三陸鉄道(株)
■岩手県北自動車(株)
■秋田内陸縦貫鉄道(株)
■郡山観光交通(株)
■ (有)フタバタクシー

【NPO団体等】
■宮城インバウンドＤＭＯ
■バスと自転車の共存プロジェクト
■バス停検索
■いわて地域づくり支援センター
■福島大学経済経営学類 吉田ゼミ
■東北運輸局交通企画課

１７日午前の部：トークセッションwith東北仕事人

１７日午後の部：ポスターセッション

ウェルカムメッセージ（北上市長）

１８日：エクスカーション



機密性２情報

●第2回おでかけ交通博2015in弘前（平成27年11月27日） 開催地：青森県弘前市
出展団体・主な出展テーマ

■北海道新幹線函館開業対策推進機構
【新幹線開業に向けた二次交通充実化の取組み】

■青森県【公共交通利用促進の取組み】
■秋田県【公共交通人材育成の取組み】
■青森県三沢市【コミュニティバス利用促進の取組み】
■八戸市地域公共交通会議 【公共交通利用促進の取組み】
■八戸五戸路線バス利用促進協議会

【路線バスを活用した地域活性化の取組み】
■弘前市弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会）

【行政と交通事業者が連携した利用促進の取組み】
■宮城県大崎市 【地域公共交通利用促進の取組み】
■山形県鶴岡市地域公共交通活性化協議会

【地域公共交通利用促進の取組み】

■青い森ウェブ工房【バス検索システム開発】
■ITS アライアンス【バス接近情報提供システム｢あしあとランプ｣説明】
■小田原機器･JR東日本メカトロニクス
■弘前大学学生団体H･O･T Managers

【学生サークルにおける地域住民を巻き込んだ公共交通活性化の取組み】
■まちもびデザイン

【バスパック：移動の“目的”を演出・創造する利用促進】
■いわて地域づくり支援センター

【中山間部、被災地の地域公共交通の利用促進等】
■津軽鉄道【ローカル鉄道の活性化について】
■大鰐交通【デマンド交通活用の取組み】
■フタバタクシー【子育て応援タクシー、介護タクシーの取組み】
■福島大学経済経営学類吉田ゼミ【大学生による地域活性化の提案】

コアタイムの状況；
福島大学 吉田ゼミのブース

おでかけ交通博の開催

■青森県八戸市【地域公共交通の戦略的ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ】
■青森県三沢市【ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの利用促進】
■秋田県横手市【市内循環ﾊﾞｽ・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ交通の利用促進】
■宮城県仙台市【地下鉄東西線、市ﾊﾞｽ再編等の取組み】
■山形県小国町【中山間部の公共交通再編に向けた取組み】
■栃木県大田原市 【事業者路線と自家用有償運送の一体的再構築】
■栃木県足利市 【市内路線網の再編で利用者増に繋げる取組み】
■フタバタクシー【子育て応援ﾀｸｼｰ、介護ﾀｸｼｰ】
■ＩＴＳアライアンス【ﾊﾞｽ接近ｼｽﾃﾑ「あしあとランプ」】

■青い森WEB工房【ﾊﾞｽ検索ｼｽﾃﾑの開発】
■いわて地域づくり支援センター【地域公共交通ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの取組み】
■ＤＭＶ推進協議会【DMV導入を目指す山形県内の取組み】
■大郷明治交通サービス運営協議会 【地元住民･NPOと事業者･行政の連携】
■金川町・田園町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ運営協議会【地域住民･事業者・行政の連携】
■弘前大学H･O･Tmanagers【大学生による弘前の公共交通情報発信】
■福島大学経済経営学類吉田ゼミ【ふくしまﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（H27.4～

6月）を見据え、福島県内の温泉地に関わる着地型旅行やｲﾍﾞﾝﾄ、企画乗車
券、まちあるきﾂｰﾙを学生の目線で提案（6ﾁｰﾑ）】

●第１回おでかけ交通博2015in福島（平成27年2月20日） 開催地：福島市
出展団体・主な出展テーマ

コアタイムの状況；
福島大学 吉田ゼミのブース

○出展団体：１６団体・２２ブース
○参加者：約１５０名

○出展団体：１９団体・ ２０ブース
○参加者：約１２０名

東北運輸局

○出展団体：２３団体・２３ブース
○参加者：約１６０名

■山形県
■大郷明治交通サービス運営協議会・山形市・中山町
■鶴岡市地域公共交通活性化協議会
■NPO法人かみのやま福祉輸送サービス
■フラワー長井線利用拡大協議会
■山交バス
■弘前市弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会
■八戸市都市政策課交通政策グループ
■八戸公共交通アテンダント「はちこ」
■青い森ウェブ工房

出展団体

■弘前大学 大野悠貴
■岩手県北上市
■宮城県大崎市
■フタバタクシー
■仙台国際空港
■福島県福島市・福島交通
■福島県郡山市
■福島県会津若松市
■金川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会
■ナビタイムジャパン

■らくもび
■福島大学経済経営学類吉田ゼミ

■東北運輸局交通企画課

●第３回おでかけ交通博2016inやまがた（平成28年11月11日） 開催地：山形市



機密性２情報

○多くの地方自治体が抱える課題
交通担当職員の絶対数の不足＋地域公共交通に関するノウハウ蓄積・継続性の不足

☆東北運輸局：これらの人材と連携しながら、引き続き東北地方全体の地域公共交通の
活性化に向けて取り組んでいく。

☆自治体等：この制度を積極的に活用し、地域が有する課題の解決に向けて、住民等と
協働しながら地域全体で取り組んでいくことが期待される。

地域公共交通を確保・維持・改善するためには、各地域において、自治
体、国、交通事業者、ＮＰＯ、住民に、学識経験者を加えた関係者が、連
携・協働の下、知見を高め、互いに知恵を出し合うことが不可欠。

地域公共交通に対する熱意とノウハウを有した学識者、ＮＰＯ、自治体職員等の人材
のネットワークをつくり、それぞれがアイディアを出し合い、お互いの情報を共有する
とともに、広く地域に発信する

「地域公共交通東北仕事人」制度（H26年3月創設）の概要 Ｈ29年１１月現在

【「地域公共交通東北仕事人」制度】

お名前 所属 専門分野

元田 良孝 岩手県立大学 名誉教授 自転車交通

北原 啓司 弘前大学大学院 地域社会研究科研究科長 教授 都市計画

奥村 誠 東北大学 災害科学国際研究所 副所長 教授 都市間交通

徳永 幸之 宮城大学 事業構想学群 教授 交通計画

堀井 雅史 日本大学 工学部（郡山市） 教授 道路管理計画

芥川 一則 福島工業高等専門学校 教授 都市経済

吉田 樹 福島大学 人文社会学群経済経営学類 准教授 交通計画

宇佐美 誠史 岩手県立大学 総合政策学部 講師 バス交通

日野 智 秋田大学大学院 理工学研究科 准教授 土木計画

熊井 大
公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団

交通環境対策部 課長
交通環境

若菜 千穂
特定非営利活動法人

いわて地域づくり支援センター 常務理事
農村交通

伊地知 恭右
特定非営利活動法人

まちもびデザイン 事務局長
交通計画

鈴木 文彦 交通ジャーナリスト 地域交通

八戸市 都市整備部 都市政策課 交通政策グループ 公共交通

工藤 光幸 岩手県 田野畑村 政策推進課 課長 公共交通

生田 康征 弘南バス 株式会社 取締役乗合部長 地域交通

奥山 武信 株式会社ミヤコーバス 業務部 業務部長 地域交通

及川 孝 有限会社フタバタクシー 代表取締役 タクシー

大野 悠貴 弘前大学 大学院生 モビリティマネ

ジメント

地域公共交通東北仕事人リスト目 的

①人材のデータベース構築（人材バンク機能）
・連絡先、専門とする分野、取り組み事例等をデータベース化し、

東北運輸局ＨＰで公表
②人材間の情報共有

・年１～２回、全仕事人が一堂に会する意見交換会を開催
（各種取り組みについて意見交換、基調報告・事例紹介等を予定）
・各仕事人のメーリングリストを作成し、国の施策の最新情報

や各地域における公共交通活性化の取り組み情報等を提供
③各事例と仕事人とのマッチング・人材派遣、情報発信

・自治体やNPO等のセミナーで積極的に講師として活用
・自治体職員等向けの相談会・交流会の開催
・情報発信（メールマガジン）に各仕事人のコラムを記載

役割・活動内容

東北運輸局


