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震災からの復興 ① 観光の復興
2016年を
「東北観光復興元年」
とし、
2020年に東北6県の外国人延べ宿泊者数を
150万人泊
（2015年の3倍）
とする目標を掲げています。
訪日外国人旅行者数は、
震災前の水準まで回復してきましたが、
絶対数が少なく、
さら
なる取組が必要です。
東北ならではの地域資源を活用し、地域と連携・協働した滞在プログラムの充実 /
地域間が広域に連携した効果的なプロモーション、受入環境整備の強化 / 地域の
関係者が連携するDMO等の取組体制の強化を推進していきます。

訪日外国人旅行者数の現状と観光ビジョン目標
外国人延べ宿泊者数
東北

945,560人泊（平成29年）
46％増加

県
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648,430人泊（平成28年）
参考
全国

6,407万人泊

12％増加

（平成28年）

7,180万人泊
（平成29年）

東北観光復興対策交付金
東北の復興の加速化に向けて、地域の発案に基づく施策を支援
（平成29年度予算額：約32.6億円、交付先：6県85市町村）

取組体制の強化
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滞在コンテンツの充実化

受入環境の整備

仙台・松島復興観光拠点

東北太平洋沿岸等における受入整備事業（太平洋側

レンタカーを活用したドラ

都市圏DMO創設事業（宮城

4県、
仙台市）
広域語り部ガイドの育成、
教育旅行の受入体

イブ周遊観光促進事業（東

県、
仙台市他8市町村）
シンポ

制整備、災害発生時に

北6県連携）旅行会社と連携

ジウムを行うことにより地域

おける訪日外国人の対

し、
ドライブ観光周遊ルート

住民・関係者の機運醸成を促

応などを実施しました。

の作成、訪日外国人向けのフ

します。
これにより、DMOを

また、
東北の復興状況や

リーマガジンの発行、海外旅

創設し、仙台・松島復興拠点

魅力を発信し、
風評被害

行博でのPRなどを実施しま

都市圏形成を推進しました。

の払拭を図っています。

した。

観光関係イベント・会議の開催
観光ビジョン推進東北ブロック戦略会議
外国人旅行者を受入れるにあたっての、観光資源の魅力向上のあり方や受入環境課題等に関する今後の基本的方針
などを議論しました。
第1回会議/平成29年6月9日

第2回会議/平成29年12月18日

東北6県知事等によるトップセールス（香港）
年間延べ宿泊者数が震災前水準に回復していない香港市場における風評被害
の払拭のため、東北6県知事や仙台市長、(一社)東北観光推進機構会長、(一社)
東北経済連合会会長等によるトップセールスを実施しました。
香港・日本東北交流懇談会2017/平成29年7月21日
香港トップセールス

東北6県感謝祭（台湾）
日本政府観光局（JNTO）
と日本東北六県感謝祭実行委員会（東北運輸局・東北
6県・東北観光推進機構・日本観光振興協会東北支部）が連携し、台湾台北市にお
いて、
「日本東北遊楽日2017だいすきとうほく」
（平成29年12月8日～10日）を開
催し、東北の旅行情報や旅行商品等のプロモーションを実施しました。
（ 来場者
数：3日間合計12万4千人）

東北6県感謝祭
（台湾）

外航クルーズ船の受入促進
東北地域のクルーズ船の寄港回数等の伸び率は全国に比して小幅に留まっ

青森港

ている状況にあることから、東北運輸局と東北地方整備局が事務局となり、
2017年3月に東北ブロックの官民連携による
「東北クルーズ振興連携会議」を
創設しました。
東北地域へのクルーズ船の マー ケ ット拡大に向けた取組やハード・ソフト
両面による受入環境整備等の 取組 を強化しており、
ビジット・ジャパン地方連
携事業を活用したクルーズ船社招請事業を実施しました。
他にも、有識者等を招いての基調講演、パネルトーク、勉強会、検討部会を実

青森ねぶた囃子の演奏
仙台塩釜港 仙台港区

施しています。
平成29年度

実施期間：平成29年10月23日～31日

外航クルーズ船

視察者：ウインドスター・クルーズ
（本社：アメリカ シアトル市）

誘致促進事業

視察先：秋田港、青森港、
宮古港、
大船渡港＋周辺観光施設
伊達武将隊によるお見送り
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震災からの復興 ② 被災地の足の確保・
東日本大震災で被災した鉄道は、
順次、
復旧が進んでおり、
平成29年度末時点で運休
中の路線は2路線
（76.2km）
となっています。
※震災発生10日後時点では25路線
（2,530km）
が運休

復興事業や避難指示解除等により変化する被災地の移動ニーズに柔軟に対応する
ため、
バス交通や乗合タクシー等の運行支援を継続して実施しています。
津波により壊滅的な被害を受けた造船所の復旧のため、
平成25年度に
「造船業等復興
支援事業費補助金」
制度を創設し支援をしています。

鉄道の復旧状況
ＪＲ山田線（宮古～釜石間） 55.4km

※三陸鉄道へ運営移管予定

ＪＲ東日本で平成30年度末の完成を目指して復旧工事中です。
ＪＲ常磐線（小高～浪江間） 8.9km
平成29年4月1日 運転再開しました。
ＪＲ常磐線（浪江～富岡間） 20.8km
平成31年度末までの開通を目指しています。
ＪＲ常磐線（富岡～竜田間） 6.9km
平成29年10月21日 運転再開しました。

富岡駅開業

浪江駅開業

ＪＲ山田線の復旧工事状況
倒壊した橋脚の復旧、
盛土、
線路の補修・移設、
まくら木・砕石交換、
駅新築等により復旧工事中です。
桁架設
（陸上部）

駅新築

のり面･路盤の除染
（除草）

のり面等の除染
（モリタル吹付、
被覆工）

ＪＲ常磐線の復旧工事状況
常磐線の空間線量率の高い区間の安全対策として、
用地内の除草
や表土の削り取り、
マクラギ交換などの除染・復旧工事を実施中です。
区間全体の約7割で除染完了しています。
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造船業の復興
被災地における生活交通の確保
「地域公共交通確保維持改善事業」※による柔軟な措置（被災
地特例）を活用し、仮設住宅と公的施設、病院、商店等を結ぶ路
線バス等の運行を支援しています。※ｐ5、6参照
【地域間輸送】

【地域内輸送】

被災地域地域間幹線系統
確保維持事業

特定被災地域
公共交通調査事業

67系統／3県47市町村／
456百万円

171系統／3県22市町村／
693百万円
（平成29年度）

造船業等復興支援事業費補助金
東北地方の造船所は東日本大震災により壊滅的な被害を受けており、地盤沈下による施設の水没、防潮堤建設に伴う
移転等を余儀なくされている事業者に、本格的な復興に向けた取組を支援するため、平成25年度に造船業等復興支援事
業費補助金を創設しました。
気仙沼市、石巻市、大船渡市及び南三陸町の造船事業者及び造船関連事業者全19社の集約等による本格的な復興を
図ろうとする 取組8件を支援しています。
（補助金総額約113億円、事業総額約170億円）
これまでに、
みらい造船（気仙沼市）
を除く7件の補助事業が完了しており、本格操業を開始しています。

みらい造船
（気仙沼市）

鈴木造船所
（石巻市）

大船渡ドック
（大船渡市）

佐藤・及川造船所
（石巻市）

南三陸造船所
（南三陸町）

参考文献
●東日本大震災後の東北運輸局活動記録

～復興への歩み～ （H24.3）

●東日本大震災後の東北運輸局活動記録【続編】 ～復興への歩み～ （H25.3）
●東日本大震災

～震災から3年間の活動記録～ （H26.3）

東日本大震災後、復旧・復興のため東北運輸局が取り組んできた対応、支援策等を活動記録としてとりまとめました。復興の
進捗状況をお伝えするとともに、今後の震災に対する備えの一助としていただけるよう、作成したものです。
〈URL〉http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/saigai110311.html
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地域公共交通の活性化
モータリゼーションの進展や人口減少、少子高齢化が急速に進み、地域公共交通を
取り巻く状況は厳しさを増しています。
しかし、地域公共交通は日常生活に必要不可欠であるとともに、
まちづくり、観光と
いった様々な分野において重要な存在です。
このため、東北運輸局では、地域の関係者による
「生活の足」
を守るための取組や
地域公共交通に係る人材育成を支援しています。

地域公共交通ネットワークの再構築
平成26年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正され、地方公共団体が中心となって持続可能な地
域公共交通ネットワークを形成するための枠組みが新たに設けられました。以降、地域にとって望ましい公共交通網の姿
を明らかにするマスタープランである
「地域公共交通網形成計画」の策定が各地で進められています。

地域公共交通網形成計画のポイント

①地方公共団体（県、市町村）が中心となり
②まちづくりなど関連施策と連携し
③地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの方向性を検討

東北運輸局では、東北地方における地方公共団体や交通事業者をはじめとする地域の関係者による持続可能な地域公
共交通 ネットワークの実現に向けた取組を後押しするため、地域公共交通網形成計画等の策定における助言・指導等を
行っています。
東北地方における地域公共交通網形成計画の策定状況：62件（平成29年度末）

青森県地域公共交通網形成計画

郡山市地域公共交通網形成計画

青森県地域公共交通網形成計画では複数

まちづくりや観光振興等

市町村に跨がるバス路線などの全県的な広域

との連携といった視点を導

交通ネットワークに関する事項を定めておりま

入しつつ、地域公共交通マ

す。
それを踏まえ、
各市町村の地域公共交通網

スタープランとして、郡山市

形成計画では市町村内で完結する路線の確保

地域公共交通網形成計画を

について位置づけることを期待するとされてお

策定しました。

り、
県と市町村との役割分担を図った上で地域
公共交通の確保に取り組んでいます。

コンパクトシティ形成に向
けて策定する「立地適正化
計画」
とも連携することによ
り、
「コンパクト＆ネットワーク」
を目指すこととしています。
また、中心市街地だけではなく、郊外部についても地域の実情に応じた
交通手段の導入を検討することで、
「すべての人が安心して円滑に移動で
きるまち」
の実現を目指しています。
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地域をつなぐ足の確保
東北運輸局では、
「地域公共交通確保維持改善事業」
を通じて、
「生活の足」
を守るための地域の取組を支援しています。

地域の特性に応じた生活交通の確保維持
幹線バス交通
地域内交通
離島航路・航空路

地域間交通ネットワークを形成する
幹線バス交通の運行や車両購入を支援
過疎地域等において、
コミュニティバス、デマンド
タクシー等の地域内交通の運行や車両購入等を支援
離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である
離島航路・航空路の運行等を支援

快適で安全な公共交通の構築

地域公共交通ネットワーク形成に向けた計画策定の後押し

･ノンステップバスの導入、鉄道駅における
内方 線付点状ブロックの整備等
･地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

･地域公共交通網形成計画等の策定に係る調査
･地域公共交通網形成計画等に基づく利用促進・事業評価

地域公共交通東北仕事人制度
持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に取り組むにあたり、多くの地方公共団体においては、交通担当職員の絶
対数不足＋地域公共交通に関するノウハウ蓄積・継続性などの課題を抱えています。
地域公共交通ネットワークの実現のためには、地方公共団体、交通事業者、学識経験者及び地元住民といった 地域の関
係者が協力し、互いに知恵を出し合うことが必要不可欠です。
そのため東北運輸局では、悩みを抱える地方公共団体をサポートするため、学識経験者、NPO、地方公共団体職員等から
なる
「地域公共交通東北仕事人」制度を創設しました。
（平成26年3月）
仕事人は、地方公共団体やNPO等の地域の関係者に対して経験に基づくアイデアを示すなどによって地方公共団体等を
支援しています。
〈仕事人はこちら〉http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/ks/newpage/ks-sub06-03.html

おでかけ交通博の開催
東北運輸局では、福島大学と共同で「おでかけ交通博」
と題したイベントを
開催し、交通事業者、地方公共団体、学識経験者等が一堂に会し、
それぞれの
取組について紹介することで、東北各地における交通に関する取組を知るこ
とが可能となっています。
参加者に各地域の取組について学んでいただき、自らの取組にフィード
バックすることでレベルアップを図ってもらうことを目的としています。
平成29年には北上市において第4回を開催しました。地方公共団体、交通
事業者やNPOなど約200名が参加しました。

※開催実績：福島市（第1回/平成26年）、
弘前市
（第2回/平成27年）、
山形市（第3回/平成28年）
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安全・安心の確保
2016年１月に発生した軽井沢スキーバス事故など、近時、国内外において鉄道や
バス、
船舶等における事故が相次いでおり、
交通の安全を徹底し、
安心で便利な交通
環境を確保することが重要な課題となっています。
第10次交通安全基本計画において、鉄道運転事故の3割を占める踏切事故を平成
32年までに平成27年と比較して1割削減することと目標を設定しています。
2017年6月、
国土交通省は
「事業用自動車総合安全プラン2020」
を策定し、
①平成
32年までに死者数235人、
②平成32年までに事故件数23,100件以下、
③飲酒運転
ゼロとの目標値を設定しています。

第10次交通安全基本計画において、
平成32年までに日本周辺で発生する船舶事故
隻数を2,000隻未満とするなどの目標を設定しています。

運輸安全マネジメント
運輸事業の安全確保のため導入された
「運輸安全マネジメント制度」
の浸透に
より、安全に関する体制が着実に整備されてきています。
しかし、2016年1月に発生した
「軽井沢スキーバス」
のような 重大事故 、人材
不足から生じる従業員の高齢化問題や健康に起因する事故等の環境変化によ
り、運輸事業者に対する安全性の確保の社会的要請が高まっています。
このような現状を踏まえ、
さらなる制度の実効性向上を図るとともに、
そのコ
ンセプトを全ての事業者へ普及することを目指し、
「 運輸安全マネジメントセミ
ナー」
の開催などにより、事業者の取組の一層の充実を促進してまいります。

自動車の安全
運輸支局・自動車検査登録事務所において、独立行政法人自動車技術総合機構と連携して、安全・環境基準への適合性
に関する自動車の検査や登録を実施しています。
また、
自動車ユーザーが整備工場を安心して利用できるように指導・監督を実施しています。
さらに、バス・タクシー・トラックの事故を防止するため「 事業用自動車総合安全
プラン2020」に基づき、
「 事故件数、死者数の削減及び飲酒運転ゼロ」等の目標に
向けて、関係者と連携して運行管理やドライバー指導に取り組んでいます。
平成29年6月に設立された（一財）貸切バス適正化機関においては、国が行う監
査を補完するため、管内の貸切バス事業者の巡回指導を実施しています。
これによ
り業界の自主的改善を促進し、貸切バス事業における事故防止を徹底し、業界全体
の安全意識の向上を図っています。
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鉄道の安全

海上交通の安全

踏切事故防止のため、法指定による踏切道の

船舶検査や立入検査等の実施により、船舶自体の安全性確認や

拡幅や保安設備整備について関係機関との連携

安 全 航 行の確 保を図るとともに、船員の労 働 条 件 等を監 査し、

を推進するとともに、踏切通行者への事故防止

船員の安 全についても確 保

啓発活動を積極的に展開しています。

しています。

老朽化が進む鉄道施設（橋りょうやトンネル

東日本大震災の経験を

等）の長寿命化に資する補強や改良に対する補

踏まえ、船 舶 運 航 事 業 者に

助制度を活用し、鉄道事業者が行う施設の維持

おける津波避難マニュアルに

管理や老朽化対策への支援を推進しています。

基づく津波避難訓練の実施
を支援・協力します。

旅行・宿泊の安全
旅行業者に対する立入検査等の実施により、業務の適正な運営
の確保と、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保
及び旅行者の利便の増進を図っています。
国際観光ホテル整備法に基づき登録された旅館・ホテルに対する
立入検査等の実施により、安心して一定のサービスを受けられるよ
うにすることで、訪日外国人旅行者を含む宿泊客の利便性の増進
を図っています。

心のバリアフリーの促進
急速な高齢社会の進展や障がい者の自立と社会参加の要請に対応した行動しやすい環境づくりの取組の一環として、
「心のバリアフリー」の育成・促進を目的としたバリアフリー教室を開催しています。
（平成29年度実績：32回）
誰もが健やかに安心して生活・移動できるユニバーサル社会の実現に向けた施策を推進するため、法律に基づく自治体
による
「バリアフリー基本構想」の策定を促進します。平成29年度は、宮城県松島町が観光の視点を加えた
「松島町バリア
フリー基本構想」
を策定しました。
（東北の市町村では12番目の策定）
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人材確保と生産性の向上
本格的な人口減少社会を迎え、
生産年齢人口がますます減少していく中で、
あらゆる
産業において労働力の不足が大きな課題となっています。
ヒト・モノの輸送を担っている運輸事業においても、
運転者不足、
船員不足や自動車整
備士の不足は極めて深刻な状況です。
今後も引き続き経済成長を確保するためには物流の生産性を向上させることが重要で
あることから、
国土交通省では、
2016年を
「生産性革命元年」
と位置づけ、
2020年
までに生産性を2割向上させることを目標としています。

運転者・整備士確保対策

船員の確保･雇用対策

運輸支局長が高等学校の校長等を訪問し、
自動車整備

船員未経験者向けの求人については、ハローワークとも

士やドライバーの社会的重要性、将来性について説明し、
進路指導の中で、仕事の選択肢として取り上げていただく
よう依頼しています。
小・中学生が、車に興味を持てるように、整備業界と連
携して自動車整備工場での職場体験等を推進しています。

連携し求人情報の掲示等を依頼しています。
企業と学生等・求職者が一堂に会する企業説明会・就職
面接会「めざせ！海技者セミナー」
を開催しました。
水産系高校生や小中学生を対象とした出前講座、海事
施設見学会、乗船体験等を実施しています。

観光分野における人材確保
大学の観光業による地方創生、観光業経営人材の育成を図ることなどを目的とした講座において、観光の現状や施策等に
ついて講演を実施しました。
（平成29年10月11日山形大学で実施）
若者が旅を通じて今まで知らなかった世界と触れ合うことで視野を広げ、生きる力を伸張させていくための第一歩となる
「旅に出たい、
出よう」
という気持ちへの働きかけを行うべく、若者旅行振興に向けた取組や東北のパスポート取得率向上に
向けて、東北においては初めての
「若旅★授業」
を実施しました。
（29年12月12日 宮城学院女子大学で実施）
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貨客混載の拡大
高齢化や過疎化が進む山間地域の住民にとって、通院や買い物等に利用する路線バスは
重要な交通手段ですが、収益性が悪く路線維持が困難な状況です。一方、
トラック事業者に
おいては、
ドライバー不足から物流網の維持が困難という課題を抱えています。
このような状況を解消する手段のひとつとして、路線バス事業者とトラック事業者の相互
連携による
「貨客混載」
を実施する地域が増えてきています。専用の車両に改修せず、
バスの
座席の一部を利用して荷物を運搬する実証実験が東北においても行われています。
秋田県内における
貨客混載実証実験

■にかほ市象潟駅～由利本荘市
（バス事業者：羽後交通
（株）
、
トラック事業者：日本郵便）
■男鹿市内
（男鹿みなと市民病院 ～ 湯本駐在所）
（バス事業者：秋田中央交通
（株）
、
トラック事業者：ヤマト運輸
（株）
、
佐川急便
（株）
）

生産性の向上
トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会
トラック運送事業は、
総労働時間が長く、
荷主等の都合により荷役時間が長時間化して
いるなど、
運送事業者のみの努力では改善が困難であると指摘されています。
このため、
平
成27年に関係者が一体となって長時間労働の抑制に向けた環境整備を進めることを目的
に
「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」
を中央及び各県に設置しました。
平成30年度は、
青森県及び秋田県においてコンサルティング事業を行うとともに、
パイ
ロット事業※で得た成果を活用し、
長時間労働改善ガイドラインを策定し、
その普及を通じ
トラック輸送における長時間労働改善策の定着を図っていきます。
取引環境の改善に向けては、
各県協会が開催する荷主懇談会等への支援や荷主協力要

※平成28年度から2年にわたる荷主と運
送事業者による集荷・配送先の集約に
よる荷待ち時間の削減やパレット輸送
による荷役作業等の効率化など長時間
労働の短縮等に向けた実証実験。

請書の積極的な発出に取り組んでいきます。

物流総合効率化計画認定の促進
東北運輸局では改正物流総合効率化法に基づ
き、輸送網の集約、
モーダルシフト、配送の共同化等
の輸送の合理化により流通業務を効率化する取組
を定めた物流総合効率化計画を認定しています。
認定により、税制特例やモーダルシフト等推進事
業費補助金などを受けられるようにすることで、輸
送の合理化・効率化を後押ししています。
また、物流関連セミナーや物流事業者等が集まる
会合などに出向き、制度概要説明、計画策定の相談
などによる促進活動を実施しています。
※東北運輸局では、
平成29年8月22日付けで北海道東北名鉄運輸
（株）
他2社から共同で申請のあった計画を認定しました。
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国土交通省 東北運輸局
交通政策部

交通企画課

〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地
TEL 022-791-7507

FAX 022-791-7539

青森運輸支局

〒030-0843 青森市大字浜田字豊田139-13
TEL 017-739-1501 FAX 017-739-1505

tht-koutsukikaku@ml.mlit.go.jp

相談先
秋田運輸支局

〒010-0816 秋田市泉字登木74-3

国土交通省東北運輸局
TEL 018-863-5811 FAX 018-862-9907
交通政策部
交通企画課
山形運輸支局
（本庁舎）

岩手運輸支局（本庁舎）

〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5
〒990-2161 山形市大字漆山字行段1422-1
〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１番地
TEL 019-638-2154 FAX 019-638-5488
TEL 023-686-4711 FAX 023-686-5012

TEL 022-791-7507 FAX 022-791-7539
E-mail : tht-koutsukikaku@ml.mlit.go.jp
福島運輸支局（本庁舎）

宮城運輸支局

〒983-8540 仙台市宮城野区扇町3丁目3-15
青森運輸支局
TEL 022-235-2517 FAX 022-231-5377
〒030-0843
青森市浜田字豊田139-13
TEL 017-739-1501
FAX 017-739-1505

〒960-8165 福島市吉倉字吉田54
秋田運輸支局
TEl 024-546-0345 FAX 024-545-1561
〒010-0816
秋田市泉字登木74-3
TEL 018-863-5811
FAX 018-862-9907

岩手運輸支局（本庁舎）

山形運輸支局（本庁舎）

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/index.html
〒020-0891
〒990-2161
紫波郡矢巾町流通センター南2丁目８-５ 山形市漆山字行段1422-1
TEL 023-686-4711
TEL 019-638-2154
FAX 019-638-5488
FAX 023-686-5012

wwtb.mlit.go.jp/tohoku/index.html

宮城運輸支局

〒983-8540
仙台市宮城野区扇町3丁目3-15
TEL 022-235-2517
FAX 022-231-5377

福島運輸支局（本庁舎）

〒960-8165
福島市吉倉字吉田54
TEL 024-546-0345
FAX 024-545-1561

