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震災からの復興
❶ 観光の復興
インバウンド推進による観光復興事業

❷ 被災地の足の確保
沿岸部の鉄道の復旧・被災地の生活交通の確保

❸ 造船業の復興
被災地域の基幹産業である水産業に貢献する造船業の経営基盤強化

JR 大船渡船 BRT と三陸鉄道

“ 復興支援バス

天神岬 ”

東北六魂祭「青森ねぶた祭」

木戸浦造船㈱（宮城県気仙沼市） 第十一三笠丸進水式

東日本大震災の発生から6年が経過し、地域住民や地方公共団体、交通事業者、観光関係事業者等の取組みにより、被災地の復旧・
復興は着実に前進しております。東北運輸局といたしましても、震災からの復興を最重要課題として、
「観光の復興」、
「被災地の
足の確保」、
「造船業の復興」を復興施策の三本柱と位置づけ、全職員が総力を挙げて取り組んでまいりました。
一方で、被災地では復興への確かな歩みが見られるものの、今なお多くの方々が避難生活を続けておられます。平成28年度か
ら平成32年度までを復興・創生期間として位置づけ、復興の進展に伴う新たな課題や持続的発展に向けた課題にきめ細かく対応
しつつ、10年間の復興期間の「総仕上げ」に向けて、被災地の自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興を実現するこ
とを目指しております。
東北運輸局といたしましては、引き続き、東北地方の復旧・復興・発展のため、被災地の状況や課題をつぶさに把握し、被災地の方々
に寄り添って、迅速かつきめ細やかに復興施策を推し進めてまいります。
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震災からの復興

❶ 観光の復興
東日本大震災の発生以降、風評被害や過度の自粛により、太平洋沿岸エリアのみならず、震災の影響が少なかった地域への客足も
遠のきました。
日本政府観光局（JNTO）が公表した2016年の訪日外国人旅行者数は、過去最高の2,403.9万人（年間推計値）を記録しましたが、
東北地方は魅力あふれる観光地や祭り、食べ物等に恵まれていながら、東日本大震災の影響もあり、他地域に比べると旅行者、特に外
国人旅行者の数がまだ少ない地域です。
人口減少、少子・高齢化が進む東北地方において、人口減少に伴う経済の損失を補うためには、観光により交流人口を拡大させて、
地域経済の活力を維持していくことが重要となっており、東北を元気にするためには、観光を活性化し、多くの方々に訪れていた
だく必要があります。
このような中、昨年3月に内閣総理大臣は、2016年を「東北観光復興元年」として、東北6県の訪日外国人宿泊者数について2020
年に2015年の3倍となる150万人泊とする目標を掲げました。

中尊寺金色堂（岩手）

奥入瀬渓流（青森）

安の滝（秋田）
蔵王の樹氷（山形）

猪苗代湖（福島）
妙高山（新潟）

みやぎ蔵王の樹氷（宮城）

（1）観光による復興に向けて
観光立国推進基本法の規定を基に作られた「観光立国推進基本計画」をベースとして、平成20年に「東北観光基本計画」を策定
しました。計画期間を5年間として東北地域の観光振興に関する基本的な方針や目標等をまとめ、観光を取り巻く状況の変化や東
日本大震災の影響等を踏まえて平成25年3月に改訂（5年間の計画期間）し、最終年度である平成29年度に東北6県の観光関係統
計数値において、
「震災前の実績値を上回ること」を目標に掲げ、この目標達成に向けて東北6県、観光団体等と力を合わせながら
本計画の取組みを推進し、東北の観光復興に努めているところです。
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一方、全国における2015年の訪日外国人旅行者数が過去最高の1,974万人を記録したことを受け、政府は2016年3月30日、
「観
光先進国」への新たな国づくりに向けて「明日の日本を支える観光ビジョン」
（ 以下、
「観光ビジョン」という。）を策定し、訪日外国
人旅行者数を2020年に4,000万人、2030年に6,000万人とするなど5つの新たな目標を掲げるとともに、
「観光は、真に我が国
の成長戦略と地方創生の大きな柱である」との認識のもと、3つの視点を柱とし、10の改革を取りまとめました。

観光ビジョンの視点1「観光資源の魅力を極め、地方創
生の礎に」の施策の1つに、
「東北の観光復興」が掲げら
れ、東北6県 の 外国人宿泊者数 を2020年 に150万人泊
（2015年の3倍）とするため、観光の魅力を重点的に向上
させるとともに、国内外へ発信し、誘客を促進していると
ころです。
東北においては、地方公共団体や東北観光推進機構な
ど観光関係者の努力もあり、2015年に外国人延べ宿泊者
数が52.6万人泊まで回復し、東日本大震災前（2010年）
の実績値（50.5万人泊）を上回りました。また、2016年
は64.1万人泊（速報値）と対前年比22％増となりました。
東北運輸局は、東北観光推進機構をはじめとした東北域
内の関係者と連携し、広域観光周遊ルート「日本の奥の院・
東北探訪ルート」をはじめ、
「ビジット・ジャパン地方連
携事業」、
「東北地方へのインバウンド推進による観光復
興事業」及び「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事
業」等を活用することにより、急増するインバウンドの効
果を東北に波及させ、風評被害を払拭し、観光を通じて被
災地の復興を加速させてまいります。

コラム 観光ビジョン推進東北ブロック戦略会議について
東北運輸局では、観光関係者を構成員とした「訪日外国人旅行者の受入に向けた東北ブロック連絡会」
（以下、
「東北ブロック連絡会」
という。）及び同連絡会の下に「二次交通・航空・港湾 WG」、
「観光産業・観光地域づくり WG」を設置し、訪日外国人旅行者を受け入れる
ための環境整備について課題を抽出するとともに、その解決に向けて官民が連携して東北一体となった取組みの推進を図るため、平
成28年末に基本的考え方を取りまとめました。
この東北ブロック連絡会は、平成29年度から「観光ビジョン推進東北ブロック戦略会議」へ改組し、観光ビジョンに掲げる施策を
実施するため、今後より一層、東北一体となって取組みを推進してまいります。
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（2）観光で地域活性化
●地域資源を活用した観光地魅力創造事業
観光庁では、地域の文化、美しい自然、歴史的景観、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等の地域資源を磨き上げ、戦略的かつ一体
的な取組みを行う地域を支援しています。
東北においては、平成28
年度、会津若松市 に お い て
観光関係者による地域の魅
力を高めるための取組みを
実施しました。
平成29年度は観光ビジョ
ン等を踏まえ、特に「文化財
の利活用」
「 国立公園との連
携」
「 景観 の 保全・活用」
「食
文化の発信」といった観光
資源 を 積極的 に 活用 し た、
滞在型コンテンツの充実に
関する旅行商品造成等の先
駆的な取組み提案を優先的
に支援していくこととして
います。

●日本版 DMO による観光地域づくりの推進
人口減少、少子・高齢化に直面する我が国の最重要課題である「地方創生」において、観光は旺盛なインバウンド需要の取り込み
などによって、交流人口を拡大させ、地域を活性化させる原動力となります。これを推進するためには、地域の「稼ぐ力」を引き出
すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役としての役割を果たす「日
本版 DMO（DMO：Destination Management ／ Marketing Organization）」を、今後全国各地において形成・確立し、これを
核とした観光地域づくりが行われることが必要です。
観光庁 で は、日本版 DMO
の形成・確立を支援するため、
平成27年11月18日に、日本
版 DMO の候補となりうる法
人「日本版 DMO 候補法人」を
登録 す る 制度 を 創設 し て お
り、平 成 29 年 1 月 20 日 現 在
で、123の法人が登録されて
います。その内東北では、地
域連携 DMO が6、地域 DMO
が8、合わせて14の法人が候
補法人に登録されています。
登録された候補法人には重
点支援を実施し、引き続き日
本版 DMO の 形成・確立 を 推
進してまいります。
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●訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
訪日外国人旅行者がストレスなく快適に
観光を満喫できるよう、滞在時の快適性・観
光地の魅力向上に向けた観光案内所等の機
能向上や、観光地までの移動円滑化等のため
の鉄道駅・バスターミナル等における情報発
信・利便性向上等の取組みを支援します。
1. 宿泊施設のインバウンド対応支援事業
 宿泊施設の稼働率及び訪問時・滞在時の
利便性向上を図ることを目的に、地域の宿
泊事業者（5者以上）等による協議会が「訪
日外国人宿泊者受入体制拡充計画」を策定
し、国土交通省の認定を受けた場合、各宿
泊事業者等が当該計画に基づいて実施す
る Wi-Fi の整備、自社サイトの多言語化等
の事業の経費の一部
（補助率1/3
（上限100万円））について支援します。
2. 交通サービスインバウンド対応支援事業
 訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるよう、公共交通機関における多言語化、無料 Wi-Fi 整備、公共交通機
関のユニバーサルデザイン化等を支援し、観光地までの移動円滑化を図ります。
3. 地方での消費拡大に向けた環境整備
①訪日外国人旅行者にとって利用しやすい観光案内所の整備を促進するため、観光案内所
（日本政府観光局
（JNTO）
による認定外国
人観光案内所
（※）
のカテゴリーⅡ以上の認定をしている又は認定する見込みがある観光案内所に限る。
）
の開設や機能向上にかか
る経費等の一部
（補助率1/3）
について支援します。
②訪日外国人旅行者を含む旅行者が観光拠点
（集客力がある観光名所）
に関する情報や、交流機会
（体験・学習等）
が得ることができる
観光拠点情報・交流施設の取組みを支援するため、施設の整備・改良、設備の設置等に要する経費の一部
（補助率1/3）
について支援
します。
③旅行者が訪日リピーターとなってもらえるよう日本で快適に過ごしていただくための環境整備の一環として、訪日外国人旅行者
が利用しやすい観光地の公衆トイレ整備の経費等の一部
（補助率1/3）
について支援します。
④手荷物集荷場の整備・機能強化、案内標識やデジタルサイネージ等の多言語化に要する経費の一部
（補助率1/3）
について支援します。
（※）
下記 mini 解説「外国人観光案内所の認定制度について」をご参照ください。

mini
解説 外国人観光案内所の認定制度について
日本政府観光局（JNTO）では、
「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」
（ 平成28年6月改定）に基づき、外国人観光案内所が
提供するサービス内容により、3つのカテゴリー及び「パートナー施設」に区分し、認定しています。
＜認定のプロセス＞
①外国人観光案内所の設置主体は、
専用サイトから申請します。
URL:https//tic.jnto.go.jp/
apply/tic/
②所 定 の 申請項目入力 や、必要 な
書類・写真をアップロードします。
な お、新規申請 の 場合 は 先 に 下
記 URL よりアカウント登録が必
要となります。
240
URL:https://tic.jnto.go.jp/
apply/tic/entry_1.php
③ JNTO は、申請内容について、認
定基準に照らしその適合性を確
認 し、外国人観光案内所 の 認定
を行います。
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コラム 訪日外国人旅行者が「手ぶら観光」できる環境整備の促進
国土交通省では、訪日外国人旅行者が鉄道駅等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、
日本の優れた宅配サービスを活用し、空港・駅・商業施設等で荷物を一時預かり、あるいは、空港・
駅・ホテル・海外の自宅等へ荷物を配送する「手ぶら観光」を促進しています。
東北運輸局においても、交通結節点等における手ぶら観光カウンターの設置に対して支援を行い、
手ぶら観光の基幹ネットワークの形成を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や地方での
消費拡大を促しております。東北地方では、JR 仙台駅2階、仙台国際空港1階、エスパル仙台本館
地下1階のヤマト運輸宅急便カウンターに「手ぶら観光」共通ロゴマークが掲示されております。 JR 仙台駅2階の「手ぶら観光」カウンター

《「手ぶら観光」共通ロゴマーク》
「手ぶら観光」共通ロゴマークを受付カウンターへ掲示することにより、外国人
旅行者からの外国人対応の手ぶら観光カウンターとしての識別性を向上させ、外
国人旅行者の利便性を高めます。また、共通ロゴマークを使用する受付カウンター
のリストを日本政府観光局
（JNTO）
のホームページにて国内外に発信しています。

（3）
外国人観光客を東北に
●広域観光周遊ルート形成促進事業「日本の奥の院・東北探訪ルート」
広域観光周遊ルート形成促進事業は、訪日外国人旅行客の地方への
「日本の奥の院・東北探 訪 ル ー ト 」
誘客を目的に、複数の都道府県を跨るテーマ性・ストーリー性を持った
“Exploration to the Deep North of Japan”
一連の魅力ある観光地を交通アクセスも含めてネットワーク化し、海
副題
『も う一つの日本・東北 山の彼方の美しい四季と歴史文化、食文化
外へ積極的に発信するもので、平成27年6月に全国で7ルートが認定
を探訪するルート』
され、平成28年6月に新たに4ルートが認定されました。
東北における周遊ルートは、東北観光推進機構が実施主体となる「日本の奥の院・東北探訪ルート」であり、テーマ性のある観光
コンテンツを組み込んだ3つのモデルコースが策定されています。
これらのモデルコースは、旅行会社等における商品造成等により、旅行需要を喚起するとともに、東北の認知度向上と東北の誘
客を図っていくこととしております。

代表的な3モデルコース
①四季が織りなす東北の宝コース

②三陸の恵みと復興コース

③日本海の美と伝統コース

コン セ プト

コン セ プト

コン セ プト

東北の四季が織りなす風土と、自然と共存する人々の
歴史・文化・食など、東北の人々が生み育てた宝と呼べる
様々な地域を訪れる出会いの旅。

日の出と共に活気づく漁港や、世界三大漁場の一つである三
陸沿岸の海に生きる人々の日常と文化にふれるとともに、三陸な
らではの海産物などの食を楽しみながら震災からの復興を感じる旅。

日本海側特有の文化、海岸美を巡る。青い海、激しい渓
流、沈む夕日など、刻々と変化する自然美と海に近い町
に生きる人々の暮らしと伝統に出会う旅。
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コラム 「TOHOKU HIGHWAY BUS TICKET」で周遊促進
インバウンドの旅行形態が団体から個人へとシフトしつつあるなかで、東北を周遊するための観光二次
交通へ対応するためには、貸切バス以外の公共交通の充実が必要不可欠です。そのため、インバウンド旅行
者の交通利便の向上と観光振興を図ることを目的として、高速バス運行事業者等で構成する「高速バス東
北共通インバウンドフリーパス協議会」において検討を行った結果、平成28年10月21日から、インバウ
ンドを対象に東北域内の高速バス（約60路線）に4日間または7日間何度でも乗り降りできる『TOHOKU
HIGHWAY BUS TICKET』を発売いたしました。
このチケットの利用を促進することにより、多くの訪日外国人旅行者に東北の四季や美味、自然等を楽し
む広域観光周遊ルート「日本の奥の院・東北探訪ルート」を巡っていただき、東北における交流人口の拡大が
図られるよう引き続き支援してまいります。

●ビジット・ジャパン地方連携事業による海外展開に向けた情報発信
昨年の日本全体の訪日外国人旅行者は、2,400万人を超え、過去最高となりました。一方で、東北地方の訪日外国人延べ宿泊者
数は、東北全体で震災前水準に回復したものの、継続して東北各地の四季の魅力、伝統文化、食等様々な観光魅力を市場に応じて
ターゲットを絞り、プロモーションを実施していく必要があります。
具体的には、東アジア等の海外旅行を取り扱う現地旅行会社、旅行本や旅行雑誌等を発行しているメディア関係者等を招請し、
東北地方への視察ツアーの実施や、東北の各地域の観光関連事業者等との商談会、海外旅行博への出展、現地セミナー等を実施し
て、海外における東北の観光魅力の認知度向上や旅行商品の造成・販売を促進するとともに、東北の各観光地情報を正確に情報発
信し、東北への訪日外国人旅行者の増加に繋げてまいります。

コラム タイから東北地方への旅行者拡大に向けた取組み
訪日旅行に対する関心が高く、FIT（個人旅行者）が増加しているタイ市場について、東北運輸局では、栃木・南東北国際観光テーマ
地区協議会（以下、
「南東北協議会」という。）や、北東北三県観光立県推進協議会（以下、
「北東北協議会」という。）と連携した取組みを
実施しました。
南東北協議会と連携した事業（タイから栃木・
南東北への誘客プロモーション事業）については、
平成28年6〜7月 に JR EAST PASS 等 を 活用
し、福島県、山形県、宮城県、栃木県の観光魅力を
伝え、新たなルートとして認知され商品化される
ことを目指し、タイ現地旅行会社を招請するとと
もに、SNS 等で直接東北の魅力を発信するため、
メディア招請についても実施しました。
また、タイ現地旅行博へ出展し、訪日旅行に関心
のある一般消費者の認知度を高め、更なる誘客効
果に繋げるための取組みを行っています。

北東北における事業

北東北協議会 と 連携 し た 事業（ タ イ 旅行 エ ー
ジェント招請事業）については、青森県、岩手県、
秋田県の冬の魅力ある観光資源や観光ルートの
認知度を高め、北東北の観光事業者等とタイ現地
旅行会社との商談会を開催し、新たな商品化を目
指す取組みを実施しました。
なお、タイ市場については、昨年の延べ宿泊者
数が、震災前に比べ、3.8倍の29,800人となって
おり、継続して東北観光の魅力や二次交通等利便
性にかかる正確な情報を発信し、タイ人旅行者の
拡大に向けた事業を実施してまいります。

南東北における事業
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コラム 日本東北六県感謝祭について
東日本大震災からの復旧・復興に際して、多くのご支援をいただいた台湾の皆様に感謝するとともに、台湾と東北地方の双方向交流の更な
る拡大を目指し、日本政府観光局
（JNTO）
と日本東北六県感謝祭実行委員会
（東北観光
推進機構・日本観光振興協会東北支部・東北6県・東北運輸局）
主催のもと、東北の観光関
係者等250名とともに、平成28年12月9日
（金）～11日
（日）の3日間、
「日本東北遊楽日
2016 だいすき とうほく」
（日本東北六県感謝祭）
を台北市で開催し、東北観光の魅力等
を台湾の消費者へ発信しました。3回目となる今回は、3日間で11万人以上にご来場い
ただきました。
また、合わせて東北ブロック広域観光事業推進協議会
（東北運輸局・日本観光振興協会
東北支部・東北観光推進機構・東北6県等）
主催によるビジット・ジャパン地方連携事業「東
北プロモーションin 台湾2016」を12月7日に台中市、8日に台北市で開催しました。

オープンセレモニーの様子

コラム 訪日外国人旅行者向け消費税免税手続一括カウンター設置の推進について
外国人旅行者の増加へ向けて、外国人旅行者の買物環境を改善する取組みが進んでおり、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が図
られているところです。
平成27年4月の制度改正により、外国人旅行者が複数の免税店で買物
した場合に、一括カウンターでまとめて免税の手続きをすることができ
るようになり、手続きの簡素化が図られました。
平成28年8月には、東北の商店街において初となる一括カウンターが、
山形市七日町商店街にオープンし、続いて平成29年3月に弘前市下土手
町・中土手町商店街にオープンしました。引き続き外国人旅行者の利便性
向上のため一括カウンターの設置を推進してまいります。

コラム クルーズ振興について
政府が2016年3月に取りまとめた「明日の日本を支える観光ビジョン」において、クルーズ船受入の更なる拡充施策に関して、
「2020
年に訪日クルーズ旅客を500万人に」とする新たな目標が掲げられたところです。
このようなことを受け、各地域において当該目標の実現に向けた取組みが進められていますが、先般、国土交通省港湾局が取りまとめ
た2016年（1月～12月の速報値）の全国ベースの訪日クルーズ旅客数、同寄港回数はいずれも過去最高を記録しています。
しかしながら、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（一社）東北経済連合会、東北6県、業界団体等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」を創設したところです。
今後、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みやハード・ソフト両面による受入環境整備等の取組みを強化し、クルー
ズ振興を図ることによって、地域経済の活性化に結び付けていくこととしています。

コラム 仙台空港民営化を受けた動き
平成28年7月から、国委託の全国第1号空港として民間運営を開始した仙台国際空港（株）は、仙台空港の将来イメージ『プライマリー・
グローバル・ゲートウエイ』を掲げ、新規路線・LCC の新規就航の航空ネットワーク
拡充、主要観光地・空港周辺施設等とのアクセス利便性向上、旅客ターミナル改修・
搭乗施設の新設等により空港活性化を図っています。
同社の30年後のマスタープランでは、2016年度実績で乗降客数321万人、貨物
取扱量0.6万トンから、2020年度（乗降客数410万人、貨物取扱量1万トン）
、2044
年度（乗降客数550万人、貨物取扱量2.5万トン）に増加させる目標値を定めるとと
もに、国内最高レベルの旅客満足度の実現を目指しています。

8

運輸局主要施策-本文_十[1-36].indd 8

2017/04/10 19:33

東北運輸局

交通・観光主要施策 2017

（4）
東北観光復興対策交付金を活用したインバウンドを呼び込む取組み支援
東北観光については、風評被害の影響等により、全国的なインバウンド急増の流れから大きく遅れ、依然として厳しい状況にある中、
東北の観光復興の加速化に向けて、平成28年度に創設された「東北観光復興対策交付金」を活用し、地域からの発案に基づき実施され
る滞在コンテンツの充実・強化等のインバウンドを呼び込むための取組みを支援しております。
海外での商談会や海外旅行エージェントの招請などのプロモーション強化事業や、交通拠点の多言語化などの受入環境整備事業な
どの幅広い事業メニューを設定していま
す。主な取組みとして、東北6県が連携し
て実施している「デジタルコンテンツプ
ロモーション事業」や、
「冬の東北とスノー
コンテンツ等発信事業」があります。
「デ
ジタルコンテンツプロモーション事業」は、
東北の秋と冬を象徴する各地の自然や風
景を紹介した動画を作成し、YouTube に
アップ後、平成29年3月中旬時点で、秋の
動画は900万回、冬の動画は860万回再
生されるなど、東北観光の PR に大きく貢
献しています。
平成29年度も引き続き、地域の人材育
成等の地域取組体制構築事業や、地域資
源を掘り起こして観光に活用する滞在コ
ンテンツ強化・充実事業、さらに、広域に
連携する地域の創意工夫を発揮する事業
等を重点的に支援します。

コラム 東北デスティネーション・キャンペーンについて
日本政府観光局
（JNTO）
では、
「東北観光復興元年」となる平成28年4月より、東北観光の魅力を世界に向けて集中的に発信するため、
日本では初となる全世界を対象としたデスティネーション・キャンペーンとしてグローバルメディアによる情報発信や海外メディア・
旅行会社の大規模招請等の東北のプロモーションを実施しています。
本キャンペーンでは、日本政府観光局（JNTO）、東北運輸局、東北観光推進機構、東北の地方公共団体等が密接に連携し、全世界を
対象に、観光地としての東北地域の知名度向上を図っていくこととしています。

【平成28年度の主な事業】
名

称

時

期

概

要

グローバルメディアによる情報発信

平成28年 5月 CNNを活用した伊勢志摩サミット開催時期に合わせた情報発信
〜7月 （CMやインターネット等で映像を放送）

VISIT JAPAN EAST ASIA Travel Mart 2016

平成28年 6月

東アジア4市場（中国・韓国・台湾・香港）の旅行会社等99名を招
請し、商談会等を実施

送客推進を図るセミナー・説明会

平成28年 9月

オンライン・トラベル・エージェントや口コミの活用方法に関する
セミナーを開催

東南アジアの著名人を活用した情報発信

東南アジア6市場（タイ、シンガポール、フィリピン、インドネシア、
平成28年10月
マレーシア、ベトナム）から有名アーティストを招請し、観光魅力の
〜平成29年1月
詰まったミュージックビデオをインターネットで発信

ミシュラン・グリーンガイド東北WEB版公開

平成28年12月

ミシュラングリーンガイド未掲載の東北の観光地・観光施設を取
材し、仏語、英語のWebサイトで公開

欧米豪市場を対象とした東北スノー商談会・ファムトリップ

平成29年 2月

オーストラリア・米国・英国・北欧からスキー・スノーボードを取り扱う
旅行会社等13名を招請し、商談会・ファムトリップを実施

上記に加え、各市場の特性に応じた訪日プロモーションを実施
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❷ 被災地の足の確保
（1）沿岸部の旅客鉄道の復旧
旅客鉄道についての平成28年度の状況は、7月12日に JR 常磐線（原ノ町～小高間）が運転再開を果たしたことをはじめ、同線の全
線復旧に向けた確実な進捗を感じる一年となりました。
（※詳細はコラム参照）
平成29年度は、JR 常磐線
（小高～浪江間）
が4月1日に運転を再開し、同（富岡～竜田間）が10月頃の運転再開を予定しています。
上記以外の運休区間については、三陸鉄道への運営移管が関係者間で合意されている JR 山田線（宮古～釜石間）が平成30年度末
の完成を目指して順調に工事を進めているほか、JR 常磐線
（浪江～富岡間）
が平成31年度末までの運転再開を目指すこととしています。
また、BRT による本格復旧で合意された JR 大船渡線（盛～気仙沼間）及び JR 気仙沼線（気仙沼～柳津間）についても、沿線地域の
要望を踏まえた停留所の新設・移設が行われるなど、利便性向上に向けた施策が行われています。

JR 山田線

JR 常磐線

コラム JR 常磐線の運転再開について
JR 常磐線は、東日本大震災の揺れや津波による甚大な被害を受けるとともに、福島第一原発事故に伴う避難指示区域（帰還困難区
域等）を通過することから、東日本大震災1年後の平成24年4月1日現在に
おいても、亘理（宮城県）
・相馬（福島県）間、原ノ町（福島県）
・広野（福島県）
間でそれぞれ運転を見合わせていました。
亘理・相馬間については、津波により沿線市街地も甚大な被害を受けてお
り、一部の市街地を高台に移設する検討が行われていたことから、東北運輸
局が事務局となって開催された「復興調整会議」において、復興まちづくり
計画との整合を取りながら鉄道の復旧計画を策定するべく、関係者間の調
整が行われ、平成24年5月、一部区間を内陸側へ移設し、着工から概ね3年
で運転再開することで、JR 東日本と関係地方公共団体が合意しました。
その後、関係者の多大な努力により、復旧工事が順調に進捗し、当初の見
込みより約3か月早い、平成28年12月10日に運転を再開しました（亘理・
浜吉田間は平成25年3月16日に運転再開。）。
また、原ノ町・広野間については、除染の進捗等による避難指示区域の見
直しなどを踏まえて順次運転を再開し、平成28年7月12日には原ノ町・小
高間が、平成29年4月1日には小高・浪江間が運転再開し、現在は、浪江・竜
田間の27.7km の区間が運転見合わせとなっています。
この区間についても、引き続き、JR 東日本により除染や復旧工事が行わ
れており、平成31年度末までに全線運転再開を目指すこととされています。
交通インフラの復旧により、一日も早い沿線地域の復興の進捗が期待され
ています。
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（2）被災地の生活交通の確保
被災地では、市街地や住宅地が被災したことにより地域の移動ニーズが大きく変化しました。また、そのニーズは被災地の復旧・
復興状況等に応じて日々変化しています。
このような状況に対応するために、
「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や乗合タクシー等の運行を支援しています。
今後も、高台移転、災害公営住宅の建設等まちづくりの進捗に合わせて利用者ニーズに応じた見直しが必要となるため、引き続
き積極的に支援を行います。
（※）P23の mini 解説「地域公共交通確保維持改善事業」をご参照ください。

mini
解説

被災地特例（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）

復旧・復興の状況に応じた柔軟な対応により、被災地のバス交通、乗合タクシー等の確保・維持を支援
地域間輸送 （被災地域地域間幹線系統確保維持事業）
○補助対象事業

・
「地域間幹線系統確保維持事業」の各種要件（※）を緩和した地域間輸送
※輸送量要件の緩和：
「1日あたり輸送量15人以上」の要件を緩和 ※補助対象系統の緩和等：路線バス以外にも、貸切バス等も補助対象化
（1）補助率／収支差等の1/2
（2）特例措置の期間／平成23〜32年度
（3）対象系統／岩手県、宮城県、福島県の応急仮設住宅を経由し運行する系統

地域内輸送 （特定被災地域公共交通調査事業）
○補助対象事業

・応急仮設住宅と、病院、商店、公的機関等の間の日常生活の移動確保を目的とする地域内輸送等
（1）補助率／定額補助（応急仮設住宅の箇所数に応じて上限額を設定）
（2）特例措置の期間／平成23〜32年度
（3）対象地域／39市町村（岩手県12、宮城県15、福島県12）
（H28年度実績）
仮設住宅等の箇所数

補助上限額

60か所以上

6,000万円

30か所以上60か所未満

4,500万円

30か所未満

3,500万円

❸ 造船業の復興

国土交通省ホームページ〈造船業等復興支援事業〉

http：//www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk5_000015.html

被災地域の基幹産業である水産業に貢献する造船業の経営基盤強化
太平洋沿岸4県の造船所は、東北地方の地域基幹産業である水産業のインフラとして、漁船の建造や修繕を行っていましたが、建屋、
クレーン及び船台等の施設が壊滅的な被害を受けました。
多くの造船所では、既存施設の改修や外部施設の活用により事業を再開していますが、地盤沈下による土地の制約等が生じ、建造・
修繕の能力を十分回復できていない地域もあり、地域の復興にも影響を与えています。
国土交通省においては、このような地域における造船業の本格的な復興のため、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、大船渡市、気仙沼市、石巻市及び南三陸町における計８件が同補助制度を活用しています。このうち、大船渡市、石巻市及
び南三陸町の3件については、すでに補助事業が完了し、本格復興を果たすために新施設にて操業を開始しております。また、気仙沼市
においては、平成28年10月21日に田中国土交通副大臣出席のもと、同補助事業で最大規模となる㈱みらい造船の起工式が行われました。
今後とも、同補助事業を活用している事業者をはじめ、被災地域の基幹産業である水産業に貢献し、集約化等による経営基盤の強
化を目指す地域の造船所に対する支援を行ってまいります。

〈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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1. 安全・安心の確保

1 安全・安心の確保

～交通の安全を徹底し、安心で便利な交通環境を確保します～

❶ 防災・危機管理体制の強化
❷ 運輸安全マネジメントと監査
●運輸安全マネジメントの推進

●運輸事業者に対する監査

❸ 鉄道の安全
❹ 自動車の安全
❺ 海上交通の安全
●船の安全

●船員の安全

●外国船の監督

安全・安心の確保については、昨年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こ
れまで以上に重要な課題となっております。
また、今後、東日本大震災のような突発的な大規模災害が発生した場合
であっても、各運輸事業者が連携し、スピーディーに、そして、確実に交通
手段を確保していくことが交通行政として重要となります。
東北運輸局では、国土交通行政の根幹である「安全・安心の確保」は重要
な使命であるとの認識のもと、大災害への備えや、交通機関に対するテロ
対策を含め、運輸事業者に対して法令遵守等による安全確保の徹底を指導
することにより、安全で安心な社会の構築に向け日々努力してまいります。

「年末年始輸送等安全総点検」

❶ 防災・危機管理体制の強化
今後発生が想定されている大規模災害等への備えとして、東日本大震災の経験・教訓を踏まえ、引き続き「大規模災害発生時におけ
る防災体制の強化」等に努めるとともに、関係機関、地方公共団体、事業者等との連携を強化することにより、防災情報ネットワーク
の充実・強化を図ってまいります。
また、平成25年3月に取りまとめた「東北地域における災害に強い物流システム
の構築」に基づき、各県連絡会を開催し、地方公共団体と民間物流事業者の協定締結
の促進・見直しや物資拠点候補施設の拡充などフォローアップを行ってまいります。
災害発生時には、災害対策本部を速やかに設置し、運輸事業者の被災状況の把握
TEC-FORCE の現地派遣など必要な措置を講じるとともに、代替輸送のための調
整を行ってまいります。
国民生活の「安全・安心」を確保する観点から、運輸事業者等に対するテロ対策の
強化・徹底を引き続き指導してまいります。
併せて、輸送機関等に対する新型インフルエンザ対策の徹底について、より一層
の指導を行ってまいります。

宮城県災害対策本部での訓練風景
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mini
解説

災害に強い物流システムの構築

東北運輸局では、災害時における支援物資物流に関する対応策を推進するため、
「災害に強い物流システムの構築に関する各県連絡会」
を開催しています。
関係機関や地方公共団体の実務担当者が集まり、様々な課題について検討等を行っています。平成28年度は、
「具体的な活用を想定
した民間物資拠点の類型化の検討」、
「派遣される物流専門家の要件の検

平成28年度の各県連絡会の開催状況

討」、
「災害時における詳細な内容での協力協定締結の推進」などについて
検討・意見交換を行いました。
各県連絡会等を通じた率直な意見交換や認識の共有を図り、
「災害に強
い物流システムの構築」に努めてまいります。

9月 7日

山形県連絡会 10月25日

岩手県連絡会

10月27日

福島県連絡会 10月31日

秋田県連絡会

11月24日

青森県連絡会 11月25日

宮城県連絡会

❷ 運輸安全マネジメントと監査
●運輸安全マネジメント制度の推進
「運輸安全マネジメント制度」は、平成18年10月に運輸事業の安全確保のための新たな仕組みとして導入され、10年が経ちました。
この間、大手・中堅事業者は、安全管理に向けた個々の取組みの実施率が向上し、
経営トップをはじめとする安全に関する体制が着実に整備されてきているとこ
ろですが、今後はさらに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、
「運輸事業の安全に関するセミナー」開催
等により、事業者の取組みの一層の充実を促進してまいります。
また、自動車運送事業のうち圧倒的多数を占める保有台数50両未満の貸切バス
事業者に対し、現状の安全管理体制の確認とその構築に向けた基本的な取組みに
関する助言を行う観点から、新たな評価の実施方法によって評価を実施します。

運輸安全マネジメントセミナー

●運輸事業者に対する監査
輸送の安全確保に係る法令等の遵守状況を確認するため、鉄道・自動車・海運の各運送事業者に対して、車両・船舶・施設の安全
性や適切な運行（航）の実施、労務管理等に関する監査等を実施しています。
また、昨年1月に発生した軽井沢スキーバス事故のような悲劇を二度と起こさないという決意のもと、貸切バス事業の許可に係
る更新制の導入や罰則の強化等を図る道路運送法の改正を昨年12月に行い、監査の体制強化や行政処分の厳格化等、監査の実効
性向上に関する措置を講じています。
東北運輸局では、引き続き運輸安全マネジメントと監査をあわせて実施し、法令遵守の徹底を指導することにより、事故防止及
び輸送の安全の確保を図ってまいります。

❸ 鉄道の安全
地方鉄道については、安全設備の機能向上を着実に進めていくことが喫緊の課題となっていることから、引き続き各種補助制度を
活用した支援を行うとともに、緊急的に対応が必要な老朽化した橋りょうやトンネル等の施設の補修・改良事業を支援します。
また、鉄道事業者が連携して施設及び車両等の効率的なメンテナンスや技術者の育成、技術の継承等を行う「技術力共有化事業」を
推進します。
なお、踏切事故は運転事故件数の約半数を占めて
いることから、全国交通安全運動期間等で鉄道事業
者が実施する踏切事故防止キャンペーンに参加す
るとともに、各種イベント等に鉄道事業者の協力の
もと、
「模擬踏切体験コーナー」として参画し、踏切
に閉じ込められた際の対応や安全な通行についてア
ピールするなど、啓発活動を積極的に推進します。
13
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❹ 自動車の安全
安全で環境と調和のとれた快適な車社会の実現に向けて、管内の運輸支局・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、安全・環境基準への適合性に関する自動車の検査を行います。
また、電子制御による新技術の優れた性能を維持するため、点検整備を的確に行うことができるスキャンツールを活用した技術基
盤の強化を図るとともに、自動車事故やトラブルを未然に防止する適切な点検整備及び自動車ユーザーの保守管理意識の高揚を促
すため、自動車関係団体と連携を図り、
「不正改造車を排除する運動」及び「自動車点検整備推進運動」を展開します。
さらに、事業用自動車の事故防止を図るため、
「事業用自動車総合安全プラン2009」に基づき、管内の事業用自動車の「事故件数、
死者数の半減」
「飲酒運転・危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無」の目標達成に向け、関係団体と連携して、安全対策会議の開催
や事故防止セミナーの実施等に引き続き取り組んでまいります。

mini
解説 スキャンツールを活用した整備の高度化について
スキャンツールの活用

近年の自動車は「環境保全の性能の

向上」
「安全性の向上」などのために多
くの電子制御システムが使用され、構
造や機能が高度で複雑なものとなっ
ています。
このため、自動車の整備においては、
スキャンツールの活用とインターネッ
トを活用した情報提供ネットワーク
などから整備情報を閲覧、収集するな
ど、IT 化が進んでいます。

スキャンツール等を導入し、
先進的な整備工場へ変化
自動車整備の現場である整備工場
は、自動車の状態をスキャンツールで
診断するなど高度化が進み、先進機器
の導入や効率的な配置等により先進
的な工場へと変化しています。
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mini
解説 「事業用自動車総合安全プラン2009」の概要
平成21年から平成30年までの10年間で事業用自動車の「人身事故件数、死者数の半減」
「飲酒運転の根絶」を目標に掲げ策定された「事業用自動車総合安全プラン2009」は、事故等
削減目標を達成するため平成26年に中間見直しが行われ、これまでの重点施策の更なる強化を図るとともに、新たに「運行の現場を含めた関係者一丸となった行動、構造的な課題へ
の対処」を重点施策として追加しています。
また、公共交通の信頼を確保し、薬物使用の禁止徹底を図るため、目標に新たに「危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無」を追加しています。
東北運輸局では、事故等削減目標達成のため、関係団体と連携して、引き続き自動車運送事業の安全対策や事故防止を積極的に推進してまいります。

これまでの重点施策の更なる強化

新たな重点施策の追加

（1）安全体質の更なる強化
・緊張感の維持とプロフェッショナルとしての自覚と誇りの再啓発
・運輸安全マネジメントの更なる実効性向上
・保安指導を担う指導的人材の育成 等

（5）
運行の現場を含めた関係者一丸となった行動、構造的
な課題への対処
（業界等による主体的な事故分析、必要な対策の検討・実施

（2）コンプライアンスの徹底
・悪質事業者の徹底した排除
・市場メカニズムの更なる強化

①きめ細やかな対策立案と現場まで分かり易い
具体的アクションの実施

等）

②運転者教育の強化、担い手の確保及び育成

（若年運転者の効率的・効果的な指導による質の高い運転者の育成・確保、
高齢運転者の運転特性を踏まえた指導の強化 等）

等

（3）飲酒運転の根絶・危険ドラッグ等薬物使用による
運行の絶無
・運転者の日常的飲酒に対する指導・管理
・遠隔地でのアルコールチェックの更なる実効性向上
・啓発活動推進等による危険ドラッグ等薬物の使用禁止の徹底

（各分野の専門家から構成される「事業用自動車事故調査委員会」によ
る事故要因の調査と再発防止策の提言を踏まえた対策の実施 等）

④運転者の体調急変に伴う事故防止対策の浸透・徹底
等

（「運転者の体調急変に伴う事故を防止するための対策」
（H26.4）の現
場への浸透・徹底等の引き続きの実施）

⑤高速・貸切バスの安全・安心の確保

（4）より先進的な IT・安全技術の活用
・衝突被害軽減ブレーキ等のより一層の普及加速
・次世代運行記録計の確立、ドライブレコーダー等の普及加速
・更なる先進安全技術（ASV）の開発・実用化の加速 等

（6）道路交通環境の改善
・事故発生割合の高い区間等への集中的な交通事故対策
・地域の協力を得ながら、生活道路における交通安全対策

③事故調査機能の強化

（「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」
（H25.4）
の引き続きのフォロー
アップの実施と対策の更なる実効性向上に向けた検討 等）

⑥訪日旅行の安全品質の確保、積極的な発信

（訪日外国人が多く利用する貸切バスの安全の確保、訪日旅行の新たな
付加価値としての高い安全品質の海外への積極発信 等）

⑦トラック事業及びタクシー事業の市場構造の適正化
等

（適 正運賃の収受、取引の書面化、荷主勧告制度等の実効性の確保、
「タクシー『サービス向上』
『 安心利用』推進法」の着実な施行 等）

コラム 道路運送法改正による貸切バスの安全対策について
平成28年1月15日に長野県軽井沢町で貸切バスが道路外に転落し、乗員・乗客15名が死亡、乗客26名が重軽傷を負う重大な事故が発生しました。国土交通
省では「軽井沢スキーバス事故対策検討会」を設置して再発防止のための検討を行い、平成28年6月、
「事故の再発防止と安全・安心な貸切バスの運行を実現する
ための総合的な対策」を取りまとめ、順次安全対策を実行しています。
さらに、平成28年12月には、貸切バス業界から不適格者を排除し安全・安心な貸切バスの運行を実現するために、貸切バス事業許可の更新制導入や、民間指
定機関による貸切バス事業者に対する巡回指導の実施等を盛り込んだ道路運送法が改正され、より厳格な安全対策が実行されることとなりました。
東北運輸局では、改正道路運送法に盛り込まれた施策の実行を図るため、貸切バス事業者に対する監査体制の強化を図るほか、東北地域事業用自動車安全対
策会議及び自動車事故防止セミナーの開催や各種研修会を通じ、関係者に対し総合的な対策の着実な浸透・実施を図り、安全・安心な貸切バスの運行確保のため
の取組みを実施してまいります。

改 正の概 要
①事業許可の更新制の導入

国（体制強化）

▶貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうか5年ごとにチェック

②不適格者の安易な再参入・処分逃れの措置
旅客自動車運送事業に関して、

▶事業の許可について、
・欠格期間の延長（現行：2年→改正後：5年）
・許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的として監査後に廃棄した者等の参入を制限
▶運行管理者（※）の資格者証の交付について、
・欠格期間の延長（現行：2年→改正後：5年）
（※）乗務員の労務管理や車両の日常点検等の運行管理の責任を担う者
▶休廃業を30日前の事前届出へ（現行：事後届出制）

③監査機能の補完・自主的改善の促進

監査・処分

連携

民間指定
機関

迅速化・重点化

巡回指導等

貸切バス事業者
負担金納付

▶貸切バス事業者に対して民間指定期間による巡回指導等を行うため、当該機関による
貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設

④罰則強化
▶輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑の強化、法人重科の創設
（現行：100万円以下の罰金（違反者・法人）→改正後：懲役1年・150万円以下の罰金（違反者）、1億円以下の罰金（法人）

【目的・効果】

不適格者の排除等により、安全・安心な貸切バスの運行を実現

貸切バス事業者が原因となる事故について、乗客の死亡事故をゼロとすることを目指すとともに、乗客の負傷事故を10年以内に半減することを目指す。
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1. 安全・安心の確保

❺ 海上交通の安全
●船の安全
船舶安全法等の関係法令に基づく船舶検査や国際船舶保安法に基づく保安検査等を着実に行い、船舶自体の安全性を建造時から定期的に確
認します。また、就航中の日本船舶への立入検査を実施し、船舶の安全航行の確保を図ってまいります。
川下り船等の旅客船への安全指導を引き続き実施するとともに、水上バイク等プレジャーボートの
安全運航を確保し、健全なマリンレジャーを振興するため、適正な小型船舶教習、船舶検査の適切な受検、
危険操縦防止、救命胴衣の着用や酒酔い操縦の禁止に関する安全パトロール指導を行います。
旅客船事業の輸送の安全確保のため、安全管理体制、航路筋、出入港等の安全審査や船舶の運航管理
制度に関する監査を行います。また、東日本大震災の経験を踏まえ船舶運航事業者に津波避難マニュ
アルの作成を促し、これに基づく津波避難訓練の実施の支援・協力を行います。
さらに、船舶の航行の安全を確保するための乗組員の資格（海技免状）試験の実施を行い、免状の発
行や船舶の大きさや航行区域に応じた必要な資格を持った船員を乗り込ませるための確認及び監査を
行います。

●船員の安全
船員の定員・労働時間・有給休暇等の労働条件に関する監査や、乗組員による出航前の検査・操練（非
常時のための訓練）の実施状況等の監査を行います。
船員の労働災害を防止するため、訪船指導・安全衛生講習会等を通じ、災害防止・衛生管理に対する
意識の向上等を支援します。また、毒性を有する貨物を運送するケミカルタンカーの安全対策について、
船舶検査官及び運航労務監理官が立ち入って確認・指導を行うとともに、海中転落事故等に備えた救命
胴衣の着用の徹底や船員サバイバル訓練の実施にも取り組みます。

●外国船の監督
我が国の沿岸や港内で外国船が重大な海難事故や油の排出などによる海洋汚染の発生を防止する
ため、入港する外国船舶に対し、ポートステートコントロール（PSC：寄港国による監督）を行ってい
ます。国際条約に基づき、構造、設備等のハード、船員資格、労働環境等のソフトや船舶の保安等に
ついて、リスクが高い船舶を重点的に、条約の基準を満たさない船（サブスタンダード船）の排除に
引き続き努めてまいります。

コラム 漁船の安全対策
平成24年に宮城県金華山東方沖でパナマ船籍貨物船とかつお一本釣り漁船が衝突し、漁船の乗組員13名の方が亡くなり、その後
も漁船と貨物船等の衝突事故が相次いで発生しています。
こうした漁船の衝突海難等を防止するため、
平成26年末に東北地区の国の三機関（国土交通
省東北運輸局及び海上保安庁第二管区海上保安
本部、総務省東北総合通信局 ）が 連携 し て 対策
強化に取り組むこととし、東北地区漁船海難防
止連絡会を設置しました。合同での訪船指導や
AIS（船舶自動識別装置）の導入促進等の安全対
策を着実に実施してまいります。

AIS とは
AIS（Automatic Identification System：船舶自動識別装置）とは、雨や波の影響を受けず、荒天時でもお互いの船舶の位置、針路、
速力等の安全に関する情報を、自動的に送受信する装置です。
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2 人材確保と生産性の向上

〜交通事業に関わる人材を確保するとともに、物流の生産性を向上させます〜

❶ 交通事業における人材確保
●運転者・整備士確保対策

●船員の雇用対策

❷ 生産性の向上に向けて
●トラック輸送における取引環境及び労働時間改善に向けた取組み
●物流総合効率化法の改正
我が国は、今後、本格的な人口滅少社会を迎え、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バス、タクシー、トラック、海運事業とこれらの事業の安全確保に貢献する自動車整備業は経
済や地域の移動手段の確保を支える重要な産業ですが、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で、今後も旅客輸送や物流等
国内経済を確実に維持していくためにも人材確保の方策は最重要の課題です。
とりわけ物流の分野においては、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
通省では昨年を「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に様々なプロジェクトを立ち上げています。
東北運輸局においても、これらの運輸産業を取り巻く諸課題を解決するため、以下の取組みを着実に推進してまいります。

❶ 交通事業における人材確保
●運転者・整備士確保対策
本格的な人口減少、高齢化により地域経済の規模が縮小し地域の活力が弱まりつつある中、運送業界や自動車整備業界においては、厳し
い経営状況に加え、運転者・整備士の高齢化と人材不足が大きな問題となっております。
中でも、バスは通学、通院など地域における移動の手段や観光振興のためなくてはならない交通機関ですが、近年、運転者不足の問題が深
刻となっており、貸切バスや高速バスの輸送需要に十分に応えられないばかりか、一般路線バスの運行にも支障を来す状況が発生しており、
労働力確保が喫緊の課題となっています。
国土交通省では、女性や若年層の新規就労・定着を促進し、人材の確保・育成に向けた取組みを実施することとしており、東北運輸局でも、
平成27年度から運輸支局長が高等学校を訪問し、自動車運送事業の社会的重要性や貢献度の高さ等について説明を行い、ドライバーとして
の仕事も進路指導の中で取り上げていただくよう依頼する取組みを行っています。
今後も同様の取組みを継続するほか、運送事業者や事業者団体等における取組みを推進するため、関係者等と連携し、人材の確保・育成対
策の支援について取り組んでまいります。
また、自動車整備業界においても、少子化や若者のクルマ離れ等により自動車整備士を目指す若者が激減する一方で、整備要員の高齢化
が進み、近い将来、要員不足が顕在化する可能性が高くなっています。
これらへの対策として、国土交通省では「自動車整備人材確保・育成推進協議会」と連携を図り、運輸支局長等の高等学校に対する訪問活
動を平成26年度から実施しているところです。平成29年度においても、自動車関係団体と連携し、自動車整備の人材の確保・育成のため、運
輸支局長等による高等学校への自動車整備業の説明訪問、小中学生や親を対象とした自動車整備の仕事の体験イベントの開催などにより、
自動車整備士の社会的重要性や貢献度の高さを PR するとともに、高校生が自動車の仕事に就職する機会の確保に取り組みます。

バス事業者による女性バス運転者体験会の様子
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2. 人材確保と生産性の向上

●船員の雇用対策
国民の生活に必要な物資を輸送する船舶は重要な輸送機関の一つです。運輸局は、その船舶に乗船する船員のための求人・求職等職業紹介を

行っており海版のハローワークと言われています。
近年、船員の高齢化が進み、船員不足が顕在化してきている中、若年船員の確保・育成が重要な課題となっております。
未経験者向けの求人については、就職促進を図るためハローワークにも情報提供を行うとともに、企業と学生・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」の開催や水産高校生・小中学生を対象とした出前講座や船内見学会等を実施するなど、若年者や未
経験者の船員への育成・雇用を促進し、船員の仕事や待遇を十分に理解していただく取組みを行ってまいります。

❷ 生産性の向上に向けて
●トラック輸送における取引環境及び労働時間改善に向けた取組み
トラック運送業界においては、現在、運転者不足が深刻な課題となっています。この要因の一つとして、運転者の労働時間が他の産業に比べとり

わけ長いということがあげられています。しかし、これには荷主都合による手持ち時間や、手積み手卸し作業等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ことが要因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と取引環境の改善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議論を重ねています。
平成28年度及び29年度は、荷主と運送事業者を構成員とする集
団が長時間労働の原因となる課題を解決するための実証実験を中心
としたパイロット事業を実施します。また、その実施事例等を盛り込
んだ「長時間労働改善ガイドライン」を策定し、その普及と定着の促
進を図っていくこととしています。取引環境の改善に向けては、各県
トラック協会が開催する荷主懇談会等への支援や荷主協力要請書の
積極的な発出に取り組んでいくこととしています。

コラム 路線バスを活用した貨客混載の取組み
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公
共交通として重要ですが、利用客の減少で収益性が悪くなりバス路線の維持が困難になって
きています。また、物流業界でもドライバー不足から山間地域等における物流網の維持が困
難になるケースも増えてきており、物流の効率化が課題となっています。
このような状況を解消する手段の一例として、路線バス事業者とトラック事業者が相互に
連携を図り、盛岡市と宮古市を結ぶ都市間バス及び宮古市内の路線バスを活用した貨客混載
バス「ヒトものバス」の運行を行っています。

トラックに変わり都市間を運行することで CO2
排出量を低減

座席を減らし宅配貨物を積載するスペースを確保したバス
で輸送することにより、バスの収益が向上し路線の維持につ
ながることと、トラック事業では、宅配貨物の一部をバス輸送
に切り替えることでドライバーの集配効率と作業効率が上が
るほか、トラックからの CO2 排出量が低減され、環境にする
負荷低減へとつながります。
東北運輸局では、このような取組みに対する助言や指導を
通じ、生産性の向上や環境対策を推進してまいります。

差席の一部を撤去し貨物スペースを
確保

都市間バスから路線バスに宅配貨物
を載せ換え物流拠点まで運送
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2. 人材確保と生産性の向上

●物流総合効率化法の改正
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」
（物流総合効率化法）
は、流通業務の輸送、保管、荷捌き、及び流通加工を一体的
に実施するとともに、輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化等の合理化により流通業務を効率化し、物資の流通に伴う環境
負荷の低減及び流通業務の効率化を図る事業に対して、その計画認定や関連支援を定めた法律です。
物流分野における労働力不足や多頻度小口輸送の進展等を背景とし、昨年、この「物流総合効率化法」が改正・施行され、物流の省
力化及び環境負担軽減を推進するため、2以上の者が連携した幅広い物流効率化の取組みを支援する制度が創設されました。
計画の認定を受けることによるメリットとして、特定流通業務施設（営業倉庫に限る）に対し、一定の要件を満たせば法人税の割増
償却や固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置、市街化調整区域における施設整備のための開発許可についての配慮がなされ
ます。さらに輸送の合理化に対し、モーダルシフト等推進事業補助金による、モーダルシフト推進事業・幹線輸送集約化推進事業に対
する運行経費の一部補助、又は総合効率化計画の計画策定経費の一部補助等の支援を受けることができます。
東北運輸局では、物
流に対するニーズの
高度化・多様化等やド
ライバー不足に見ら
れる労働力不足等、今
後 の 物流業界 を 取 り
巻 く 課題 が 顕著化 し
ていることに鑑み、改
正法 に 基 づ き 流通業
務 の 総合化及 び 効率
化を促進し、物流改革
の推進を図ってまい
ります。

コラム 農林水産物・食品輸出の推進
2020年までに「農林水産物・食品輸出額1兆円」との目標から、平成27年10月9日に東北地方における農林水産物・食品の輸出拡大
を図るため、東北農政局、東北地方整備局、東北経済産業局、東北運輸局、
（一社）東北経済連合会、日本貿易振興機構等をメンバーとす
る「東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会」を設立しました。そこで支援モデル第1号として認定されたのが「東北・食のソラみ
ち協議会」
（仙台国際空港（株）、
（株）七十七銀行、日本通運（株）、三井住友海上火災保険（株）、凸版印刷（株））です。
「東北・食のソラみち協議会」は、メンバーの専門分野の特性を活かし、支援を行い、関係諸団体、地方公共団体、産地、企業等と協力
しながら事業協同組合を設立するとともに、
「海外輸出をしたい」と考えている事業者へ①組合が販売機会を提供、②商談の場の提供、
③組合が輸出実務を代行、④組合が代金決済を行なう物流コストの低減等を
提供し、東北地域の高品質で安心な農林水産物・食品等の輸出をより一層促
進し、また、新たな販路開拓となるよう関係者一体となった取組みを推進す
る意向とのことです。
東北運輸局では、今後とも検討協議会の場で、
「東北・食のソラみち協議会」
に続くビジネスモデルの構築を目指すなど、仙台国際空港や港湾の活用推進
に向け、東北地方における農林水産品の輸出拡大を目指し、関係者間で検討
を行ってまいります。
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3 地域公共交通の活性化・再生
～地域の人々の移動を便利にし、外出の機会を確保します～

❶ 地方創生、
コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けて
●まち・ひと・しごとの創生

❷ 地域をつなぐ足の確保
●バス

●鉄道

●離島航路

●バリアフリーの推進

これまでにないスピードで人口減少や高齢化が進む中、地方の創生と人口減少の克服に向けて政府一丸となって取り組む司令塔
として総理を本部長とする「まち・ひと・しごと創生本部」が平成26年に設置されました。
これを受けて、国土交通省においても、まち・ひと・しごとの創生施策をとりまとめ、その内容は、
「コンパクト・プラス・ネットワーク
の実現」
、
「観光振興、地域ビジネス・雇用創出による活力ある地域の形成」
、
「地域を支える産業の担い手の確保・育成」等と多岐にわたっ
ています。
地域公共交通については、人口減少が進む地域において、生活サービスを効率的に提供するため、買い物や医療といったまちの機
能をできるだけコンパクトに集約するとともに、都市の内部や隣接する都市の間を交通ネットワークで適切に結ぶという、
「コンパクト・
プラス・ネットワーク」をキーワードとした施策を推進しています。
具体的には、平成25年に施行された「交通政策基本法」と、同法に基づき平成27年2月に策定された「交通政策基本計画」
、平成26年
11月に改正された「地域公共交通活性化再生法」等の制度面、地域の足の確保等を支援する「地域公共交通確保維持改善事業」といっ
た予算面、シンポジウムの開催や広報等の情報面等で、地域公共交通の活性化・再生、ひいては地方の創生を押し進めてまいります。
20
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❶ 地方創生、
コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けて
人口減少、少子・高齢化が急速に進む中、
「地域の足」を守り、活力ある地域を実現していくことが喫緊の課題になっています。
このため、平成25年12月に、交通政策に関する基本理念や関係主体の責務等を定めた交通政策基本法が施行され、平成27年2
月には、同法に基づき、交通に関する施策の基本的な方針や目標、講ずべき施策等を盛り込んだ「交通政策基本計画」が閣議決定
されました。平成26年11月には、地域公共交通活性化再生法の改正法が施行され、地域の総合行政を担う地方公共団体を中心と
して、関係者との合意の下に、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。
東北運輸局では、地域公共交通活性化再生法の改正法に基づく、まちづくりの取組みとの連携や地域全体を見渡した面的な公
共交通ネットワークの再構築等を主な内容とする、
「地域公共交通網形成計画」や「地域公共交通再編実施計画」の策定に向けた地
方公共団体の取組み等を支援してまいります。
また、法改正にあわせて拡充された「地域公共交通確保維持改善事業」に基づいて、鉄道やバス、旅客船等の「地域の公共交通の
活性化」、
「まちづくりと一体となった持続可能な公共交通ネットワークの形成」に向けた取組みに対して、積極的に支援してまい
ります。
また、地方創生を目指し、関係機関等と連携し、シンポジウムやセミナーの開催等を通じて、地方公共団体、事業者、利用者等の
皆様とともに地域公共交通を考える場を提供してまいります。

●まち・ひと・しごとの創生

〜「国土のグランドデザイン2050」を具体化し、国土交通省の組織・施策を総動員〜
基本戦略

1

基本戦略

2

人口減少下でも生活サービスを効率的に提供するために拠点機能をコンパクト化し、中山間地域等では小さな
拠点の形成を推進するとともに、高次都市機能維持に必要な概ね30万人の圏域人口確保のためのネットワーク
化を図る。
地域の雇用創出と豊かな生活環境の創出のため、観光振興や地域資源を活かした個性ある地域づくりを行いつつ、
広域観光周遊ルートの形成や都市間ネットワークの充実等により、海外や大都市を含む他の圏域との連携強化、
交流人口・物流の増大を図る。
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3. 地域公共交通の活性化・再生

mini
解説

交通政策基本計画

【本計画が対応すべき社会・経済の動き】 計画期間：2014年度（平成26年度）〜2020年度（平成32年度）
（1）人口急減、超高齢化の中での個性あふれる地方創生 （5）ICT の劇的な進歩など技術革新の進展
（2）グローバリゼーションの進展
（6）東日本大震災からの復興
（3）巨大災害の切迫、インフラの老朽化
（7）2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催
（4）地球環境問題
基本的方針

A

豊かな国民生活に資する使い
やすい交通の実現

成長と繁栄の基盤となる国際・
地域間の旅客交通・物流ネット
ワークの構築

B

C

持続可能で安心・安全な交通に
向けた基盤づくり

基本的方針

①自治体中心に、コンパクトシティ化等
ま ち づ く り 施策 と 連携 し、地域交通
ネットワークを再構築する

①我が国の国際交通ネットワークの競争
力を強化する

①大規模災害や老朽化への備えを万全な
ものとする

②地域の実情を踏まえた多様な交通サー
ビスの展開を後押しする

②地域間のヒト・モノの流動を拡大する
③訪 日外客2000万人の高みに向け、観
光施策と連携した取組みを強める

②交通関連事業の基盤を強化し、安定的
な運行と安全確保に万全を期する

③バ リアフリーをより一層身近なもの
にする
④旅 客交通・物流のサービスレベルをさ
らなる高みへ引き上げる

mini
解説

④我が国の技術とノウハウを活かした交
通インフラ・サービスをグローバルに
展開する

③交通を担う人材を確保し、育てる
④さ らなる低炭素化、省エネ化等の環境
対策を進める

地域公共交通活性化再生法（平成26年11月20日施行）

交通政策基本法の基本理念に則り、
①地方公共団体が中心となり、②まちづくりと連携し、③面的な公共交通ネットワークを再構築
基本方針

国が策定
まちづくりとの連携を
明確化
事業者と協議の上、
地方公共団体が
協議会を開催し策定

面的な公共交通ネット
ワークを再構築するため、
事業者団体が地方公共団
体の支援を受けつつ実施

地方公共団体が事業者等
の同意の下に策定

地域公共交通網型形成計画
＜従来の地域公共交通総合連携計画に追加する事項＞
●コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携 ●地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築

地域公共交通特定事業
新

規

現行と同様

地域公共交通再編事業

軌道運送
高度化事業（LPTの整備）

鉄道事業
再構築事業（上下分離）

地域公共交通再編実施計画

実施計画

実施計画

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し
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❷ 地域をつなぐ足の確保
●バス
買い物や通院、通学といった生活交通を確保することは人々のくらしにとって非常に重
要です。また、地域間を結ぶ路線バスについても、一度廃線になってしまうと、地域が完全
に孤立してしまいます。このため、各地域で、住民やバス事業者、地方公共団体等で話し合っ
てバスの運行ルートを変更したり、バスが廃止された地域では、タクシー車両などを使い、予
約制で運行する乗合交通
（デマンド型）
を運行したりするなど、様々な取組みが行われています。
また、効率的な経営下でも赤字の発生が見込まれる路線については、地域公共交通確保維
持改善事業
（地域間幹線系統補助、地域内フィーダー系統補助等）
によって支援してまいります。

●鉄道
地方鉄道は地域にとって重要な交通機関ですが、利用者の減
少等により厳しい経営環境にあります。こうした状況も踏まえ
つつ、地域公共交通活性化再生法に基づく計画の策定に向けた
助言や、鉄道施設総合安全対策事業等により支援してまいります。
また、鉄道事業者の連携により、単独では実施困難な大規模訓
練や研修会を合同で実施したり、各ローカル鉄道で活躍するト
レインアテンダント等を対象にしたスキルアップ講座を開催し
たりするなどお客様のおもてなしやサービスの向上を図ります。

mini
解説

地域公共交通確保維持改善事業

コンパクト＋ネットワークの実現にとって不可欠な
地域公共交通ネットワークの再構築に向けた取組みを支援

＜支援の内容＞
○幹線バス交通の運行
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
○地域内交通の運行
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
○離島航路・航空路の運航
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・
航空路の運航等を支援

快適で安全な公共交通の構築
＜支援の内容＞
○ノンステップバスの導入、鉄道駅におけるホームドアの
整備、内方線付点状ブロックの整備等

地域公共交通再編実施計画を実施する際には、
ま ち づ く り 支 援 と も 連 携 し 、支 援 内 容 を 充 実

地域の特性に応じた生活交通の確保維持

平成29年度予算額 214億円（対前年度比

○地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

0.93）

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
＜支援の内容＞
○地域公共交通網形成計画等の
策定に係る調査
○地域公共交通再編実施計画の
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

地域公共交通網
形成計画

地域公共交通再編
実施計画

地域公共交通ネットワーク再編の促進

国の認定

＜支援の内容＞
○国の認定を受けた地域公共交通再編実施計画に基づく
事業の実施

・地方路線バスの利便性向上、運行効率化等のための
バス路線の再編やデマンド型等の多様なサービスの導入等

【東日本大震災対応】被災地のバス交通等に対する柔軟な支援
＜支援の内容＞

平成29年度予算額 14億円

（東日本大震災復興特別会計：復興庁一括計上分）

○被災地の幹線バスの運行（※） ○仮設住宅を巡る地域内バス等の運行
※福島県の原子力災害被災地域における避難住民の帰還を促進するため、
幹線バスに係る特例措置を拡充
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3. 地域公共交通の活性化・再生

コラム 鉄道事業再構築実施計画の認定について（山形鉄道フラワー長井線）
山形鉄道フラワー長井線は、赤湯駅（南陽市）から荒砥駅（白鷹町）間30.5㎞を結ぶ第三セクターのローカル線で、国鉄時代から数える
と100年以上の歴史があります。
近年は、沿線人口、特に同線の最大のお得意様である高校生の減少が著しく、平成2年のピーク時から利用者は約4割減少し、収支状況
も深刻なものとなっていました。
これまでも、同社の安定経営を後押しするため山形県と沿線2市2町（長井市、南陽市、白鷹町、川西町）で利用促進の取組みや財政負担
の支援等を行ってきたところですが、平成28年11月に全国で7例目
（東北では2例目）
となる「鉄道事業再構築実施計画」が認定されました。
実施計画では、沿線2市2町が山形鉄道（株）からフラワー長井線の鉄道用地の無償譲渡を受けて保有し、これを山形鉄道（株）に無償で
貸し付ける事業構造の変更が行われるとともに、2市2町及び県による鉄道施設等の更新や維持修繕などの費用負担、並びに関係者によ
る利用促進策・増収策の展開により、安全で安定した運行の維持が図られることとされており、その成果が期待されるところです。

※鉄道事業再構築事業、鉄道事業再構築実施計画とは
「鉄道事業再構築事業」とは、
「地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律
（平成19年5月法律第59号）
」に基づき、最近の経営状況に鑑み、その
継続が困難となり、又は困難となる恐れがあると認められる鉄道事業を対
象として、経営の改善を図るとともに、市町等の支援を受けつつ、事業構
造の変更（上下分離方式、鉄道用
地の無償譲渡・無償貸与）
を行うこ
とにより、その路線における輸送
の維持を図る事業。
「鉄道事業再構築実施計画」と
は、鉄道事業再構築事業 の 実施
に つ い て、経営改善策 や 自治体
からの支援策等を具体的に定め
た計画。

コラム 地域公共交通優良団体大臣表彰（弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会）
国土交通省では、地域公共交通に関する取組みが他の模範となるような顕著な功績がある団体を表
彰することで、優良事例の情報提供を図ることを目的に、平成21年から地域公共交通優良団体大臣表
彰制度を実施しております。
平成28年は、
「弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会」が表彰されました。
東北管内では平成23年に受賞した「八戸市地域公共交通会議」以来、2団体目となります。

「弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会」

弘前市と大鰐町が先頭に立ち、多様な主体と連携・協働した数々の利用促進施策を実施しました。
また、対象を明確化した戦略的なモビリティマネジメントを行うことにより、減少が続いていた弘南
鉄道大鰐線の利用者増を実現したところが高く評価されました。

【取組みの概要】
①２市町が連携し、多様な主体との連携・協働により、各種施策を実施
③地域づくりとの一体化による持続性の確保

企画切符（中学生向け・通院向け）

中学生 MM

②利用目的別の戦略的モビリティマネジメントを実施

トラベルフィードバック
プログラム

ニューズレター
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●離島航路
離島航路は、離島住民にとっては生活を維持していくうえで必要不可欠な交通手段で
すが、島民人口の減少等により、厳しい経営環境にあります。このような状況下、離島航
路を維持するため、島民や関係自治体等の連携・協力のもと、地域公共交通確保維持改善
事業を活用するなどして、必要な支援を行ってまいります。

mini
解説

小型船舶の利用振興

プレジャーボートを利用したマリンレジャーの振興には、誰でも気軽に楽しむための拠点となる施設が必要です。
「海の駅」は、マ
リンレジャーを気軽に、安心して楽しめる施設として設置を推進しており、東北地区では7駅設置されています。
一方、プレジャーボートは、港湾、河川、漁港区域への不法係留など、利用者の秩序や安全意識の欠如により他の船舶の航行障害や、
災害発生時の被害拡大の原因となっています。
このため、プレジャーボート等の利用振興や、放置艇対策等を検討する連絡会議の開催、FRP 廃船リサイクルシステムの周知など、
小型船舶の利用振興と利用適正化の両立に引き続き取り組みます。

●バリアフリーの推進
超少子・高齢化社会を迎えている中、高齢者や障がい者等が移動しやすい環境を整備することは、ますます重要になってきています。
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえたハード・ソフト両面の取組みに対
する支援を行ってまいります。

ハード面
鉄道駅については、利用者数 3千人／日以上の駅

70

平成 32年度末までに段差解消を図ることとなって

60

います。
引き続き、補助制度の活用や整備困難駅について
の技術的検討等を通じ、鉄道駅のバリアフリー化を
支援してまいります。ノンステップバス等の低床車
についても、地域公共交通確保維持改善事業による
支援により導入促進を図ってまいります。

全国各地区別 ノンステップバス導入率（平成28年3月末）

導入率
（％）

を対象にバリアフリー化を進めており、原則として

67.1

56.2

60.1

56.6

50
40
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25.5

37.4

31.6

50.8

42.5

23.2

22.0

20
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0

北海道

東北

北陸信越

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

沖縄

全国平均

ソフト面
旅客施設を中心とした地区や高齢者・障がい者
等が利用する施設が集まった地区における重点的・
一体的なバリアフリー化を図り、市町村による基
本構想の策定を促進するため、支援セミナーの開
催、プロモーター派遣を実施してまいります。
また、高齢者・障がい者等への理解・協力を深め
る活動の一環として「バリアフリー教室」を開催し、
「心のバリアフリー」について学べる機会を提供し
てまいります。
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コラム 国土交通大臣バリアフリー化推進功労者表彰（仙台市交通局）
〈仙台市営地下鉄東西線と仙台市津波避難タワーがバリアフリー大臣表彰をダブル受賞〉

国土交通省では、平成19年度から「国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰制度」を創設し、国土交通分野におけるバリアフリー化の推

進に多大な貢献が認められた個人又は団体を表彰しております。
平成29年1月13日、国土交通省において第10回国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰式が執り行われました。東北からは、仙台市交
通局「計画段階からの障害当事者参加による地下鉄車両と駅舎のバリアフリー化」と、仙台市「バリアフリー化された津波避難タワー等による高齢
者・障害者等にも対応した面的避難エリアの実現」に対して、大臣から表彰状が授与されました。
●仙台市交通局は、かねてから「人が輝く杜の都」との創出に向けたバリアフリー化に努めてきておりました。平成27年に開業した地下鉄東西線
整備では、設計段階から車両モックアップと模擬ホーム作成し、車椅子利用者の意見反映を行うなど設計への当事者参加を進め、その結果、ホー
ムと車両間の段差・隙間の縮小、すべての自動改札口の拡幅化などにより、経路すべてにおいて車椅子利用者の単独通行が可能となりました。
その他の障害者に対しても水準を超える意欲的な取組みを行っており、まちづくりや公共施設管理を担当する市の部局と調整を図ることにより、
まちづくりと一体のバリアフリー施設整備を実現したことが評価されました。
今後、南北線についても取組みを進め、より一層バリアフリー化を推進していくことが期待されます。
●仙台市は、東日本大震災の経験から、大津波からの避難行動の分析と避難場所の確保を最大の
目標として本津波避難タワーを計画しました。整備にあたっては、高齢者、障害者、乳幼児連れ
など多様な市民の参画を得て避難計画を立案し、建設後も避難訓練を重ねています。
また、避難タワーは地区住民全員が避難できるよう避難エリア計画ごとに建設が行われ、地域
住民の防災意識の向上と安心・安全な生活環境をより強固に構築しています。国内外からの視
察も多く今後の波及効果が十分期待できることが評価されました。
今後、さらに改良を加え、全国的にも普及するモデルの一つを作り上げていくことが期待されます。

地下鉄モックアップによる検証

障害者団体と意見交換

津波避難タワー外観

車いすでスロープを利用する様子

mini
解説 「地域公共交通東北仕事人」制度（平成26年3月創設）の概要
（敬称略）
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mini
解説

3. 地域公共交通の活性化・再生

タクシー事業の適正化・活性化

平成26年1月に改正・施行された「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
別措置法」により、公定幅運賃の導入とともに、供給過剰の解消の仕組みをより効果的なものとするため、従来の「特定地域」が、新規
参入・増車が禁止される「特定地域」と、新規参入・増車が許可制・認可制となる「準特定地域」の二層構造に改変されました。
東北地方の特定地域は仙台市と秋田交通圏の2地域ですが、当該地域の両特定地域協議会ともタクシー事業の適正化及び活性化に
向けた地域の総合的な取組みや供給輸送力の削減を定めた特定地域計画の策定・承認を終え、東北運輸局長の認可を受けました。
現在、両地域の各タクシー事業者は、認可された特定地域計画に基づき、各自が実施する事業者計画の策定を進め、タクシーの供給
過剰の解消、サービス水準の一層の充実等を図っていくことになります。
準特定地域は、昨年、12地域から9地域に減少いたしましたが、引き続き、新たに示された適正車両数と地域の実情を踏まえつつ、
活性化事業を進めていくこととなります。
また、平成29年度は、衆参付帯決議等に基づき、適正化・活性化の取組み状況について、総合的な検証を行い公表することにしております。
東北運輸局としましても、特定地域、準特定地域それぞれの取組みが円滑に進められるように適切に支援してまいります。

コラム 図柄入りナンバープレートの交付
これまで、国土交通省においては、ナンバープレートの多角的な活用を図る観点から、ナンバープレートの一連指定番号の4桁の数字を自
動車ユーザーの希望に応じて選択することができる「希望番号制」の導入
（平成10年）
や地域振興や観光振興に活用する観点から、地域の要
望に応じて追加的に新たな地域名を定める「ご当地ナンバー」の導入
（平成18年
（第一段）
、平成26年
（第二弾）
）
の取組みを進めてまいりました。
こうした中で、ナンバープレートのさらなる多角的な活用を推進するため、図柄入りナンバープレートを導入することとし、ラグビーワー
ルドカップ特別仕様ナンバープレートを平成29年4月から、東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートについては、
平成29年10月頃を目途に交付開始することとしており、国際的なイベントの国民機運の醸成を促進してまいります。
また、この特別仕様ナンバープ
レートの普及を契機に、平成30年
10月頃を目途に交付を予定してい
る地方版図柄入りナンバーへの理
解を広げるため、平成28年8月に、
ご当地ナンバーを導入した市町村
などの地方自治体を対象とした『図
柄入りナンバープレート制度説明
会』を開催するなど、今後、地方版
図柄入りナンバー導入を促進して
ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート
まいります。
図柄入りナンバープレート制度説明会
（平成28年8月開催）（平成29年4月交付開始）

コラム 超小型モビリティの導入促進

〜世界遺産のまち「岩手県平泉町」及び城下町「福島県会津若松市」における取組み〜

平成25年1月に創設された超小型モビリティ認定制度に基づいて、同年10月に岩手県平泉町が東北地方として初めての認定を受け、
日産ニューモビリティコンセプト3台（奥州藤原三代にちなんで清衡号、基衡号、秀衡号）を導入し、オリジナルラッピングも施され観光
資源の一つとして活用されております。
平成28年9月には、福島県会津若松市が認定を受け、日産ニューモビリティコンセプト1台を導入し、城下町特有の細い道路等におけ
る新たな交通手段としての検証や EV 普及のシンボルとしてのイベント活用も行っております。

※超小型モビリティとは

乗車定員1人〜2人、最高速度80km
／ h、航続距離が約100km 程度の、一
般的な軽自動車よりもコンパクトで小
回りが利き、運転や駐車がしやすい乗
り物です。

左から平泉町の清衡号、基衡号、秀衡号

会津若松市の会津まつり
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4. 環境対策の推進

4 環境対策の推進

〜交通分野からクリーンな社会を実現させます〜

❶ 運輸事業者による CO 2 削減
❷ 利用者等による CO 2 削減
❸ 海洋環境の保全に向けて
地球温暖化問題は、国際社会全体で取り組まなければならない喫緊の課
題となっています。2020年以降の地球温暖化対策「パリ協定」が平成28
年11月発行し、世界のすべての国が行動を始めることになります。
我が国は、温室効果ガスを2030年度までに2013年度比で26％削減し、
2050年には80％を削減することを目標にしています。
また、震災を契機にエネルギー問題が一層身近となった今、環境対策は
重要な役割を持っており、東北地方においては、復興のまちづくりの観点
からも環境負荷の小さな交通体系への取組みが重要視されています。
東北運輸局では、過度に車に依存した生活からの転換を推進していくと
ともに、環境対応車

トヨタ自動車提供

の 導入促進 の た め
の啓発・支援等によ
り、環境対策を推進
してまいります。

本田技研工業提供

スマート水素ステーション：本田技研工業提供

コラム 電気自動車等の先駆的導入支援
東北運輸局では、観光地等においてゼロエミッション自動車として環境性能が特に優れた電気自動車等を普及させ、地域交通事業のグ
リーン化、低炭素まちづくり、地域防災への活用等を推進しています。
また、電気自動車等を活用した新しいまちづくり等による地域活力の維持・拡大を図る観点から、地域の計画と連携し環境に優しい自
動車の集中的導入・買い替えを支援してまいります。
※電気自動車は、ゼロエミッション
（走行中に CO2や NOx、粒子状物質等を排出しない）
、
低騒音、低振動であるなどの特徴を持っており、住宅地や自然環境など周辺環境への
配慮が可能な交通手段です。

【電気自動車等の導入支援事業
（低公害車普及促進対策費補助金）
】
燃料電池 バ ス・タ ク シ ー、電気 バ ス 等 は、車両及 び 充電設備価格 の
1/3を補助
電気タクシー・トラック、プラグインハイブリッドタクシー等は、車
両及び充電設備価格の1/4〜1/5を補助
自然保護のためのマイカー規制を実施する観光地における電気
バスの導入（岩手県宮古市）
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❶ 運輸事業者による CO2 削減
環境対応車普及促進対策補助制度を活用した環境対応車の導入を支援するとともに、運輸事業者に対する省エネ対策として、
省エネ法に基づく特定輸送事業者の実態調査等を行い、エネルギー使用の合理化に向けた指導・監督を行うとともに、運輸事業者
の環境保全に向けた自主的な取組み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）講習会を開催し、制度の
周知と認証取得の促進を図ります。
さらには、環境性能が特に優れた
電気自動車 の 導入 を 誘発 し 急速 に
普及 が 伝播 す る よ う な 先駆的事業
を行う自動車運送事業者等に対し、
車両 や 充電施設 の 導入 を 支援 す る
とともに、導入に向けた取組みを行
う関係者と課題の共有、情報交換等
を行い普及促進を図ります。

❷ 利用者等による CO2 削減
通勤手段をマイカーから環境負荷の小さい公共交通機関等の利用へ転換を図るエコ通勤を推進します。また、エコ通勤に関す
る取組みを積極的に推進している事業所等を認証・登録するエコ通勤優良事業所認証制度の普及促進を図ります。
さらに、環境に配慮した自動車使用の促進を図るためエコドライブ講習会等を実施するとともに、公共交通への親しみの気持
ちを育む交通環境学習を行い、環境負荷の小さい交通を利用する意識の醸成に向けて取組みを進めていきます。
〈エコドライブ10のすすめ〉http://www.mlit.go.jp/common/001019034.pdf

コラム 「エコ通勤」優良事業所認定

クルマによる通勤をはじめとする交通は、周辺地域の渋滞問題や地球温暖化等、様々な問題の原因となります。事業所の社
会的責任（CSR）の観点から、また各事業所の効率的な経営の観点からも、より望ましい通勤交通のあり方を模索していくこと
が必要であるといえます。
「エコ通勤」とは、このような背景のもと、各事業所が主体的に、より望ましい通勤交通のあり方を
考える取組みです。
平成27年12月に、東北では地方公共団体として初めて郡山市がエコ通勤優良事業所として認証・登録を受けました。市職員
が率先して自家用車通勤から公共交通等の利用に切り替え、渋滞緩和や環境対策、健康づくりのため取組みを実践しています。
〈エコ通勤ポータルサイト〉http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/
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mini
解説

グリーン物流パートナーシップの取組み支援

国土交通省では、経済産業省、一般社団法人日本物流団体連合会、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会、一般社団法人日
本経済団体連合会と連携して、
「グリーン物流パートナーシップ会議」を設立し、環境に優しい物流体系の構築を目指しています。物
流分野については、これまで、低公害車の開発普及や鉄道・海運の利便性向上といった輸送モード別の対策に加え、モーダルシフトや
トラック輸送の共同化・大型化による積載効率向上など物流システムの改善に向
けた取組みを支援してきたところですが、新技術の導入やビジネスモデルの再構
築を通じて、物流に係る燃料消費を削減できる余地があります。これを可能にする
には、荷主、物流事業者単独によるものだけでなく、それぞれが互いに知恵を出し
合い連携・協働すること（パートナーシップ）が必要です。東北運輸局では、先進性
のある産業横断的な取組みを支援しています。
〈グリーン物流パートナーシップ〉http://www.greenpartnership.jp/

❸ 海洋環境の保全に向けて
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」
（ 海洋汚染防止法）は船舶や海洋施設から
の油、有害液体物質及び船内生活に伴い生ずるふん尿及び廃棄物の排出を規制（排出方法・
海域、設備設置義務）しています。海洋汚染を防止するための設備や装置が適切な状態に
維持されているかを担保するため船舶検査や PSC（外国船舶の監督）を実施しています。
また、外航船舶から排出される有害なバラスト水（船舶の安定のため取り入れる海水等）
に含まれる生物が、バラスト水とともに本来の生息地ではない外国で排出されることにより、
生態系破壊等の環境問題が顕在化してきました。
国際海事機関（IMO）において、生態系破壊等を防止するため、船舶バラスト水規制管理
条約が採択され、平成26年、条約
の批准と海洋汚染防止法の改正に
よる国内法への取り入れが行われ、
同条約の発効が平成29年9月8日
となったため、船舶からの有害な
バラスト水の排出禁止・処理設備
の設置義務化等の措置を講じてい
きます。

mini
解説

舶用燃料油の国際規制への対応

燃料油中に含まれる硫黄分に起因する硫黄酸化物 SOx 及び粒子状物質 PM による大気汚染の防止のため、海洋汚染防止条約
（MARPOL 条約）により、燃料中に含まれる硫黄分の濃度上限を規制しています。国際海事機関 IMO が承認した指定海域（日本国内
なし）では硫黄分濃度が0.1%、それ以外の一般海域では硫黄分濃度が3.5%（日本の C 重油
相当）となっていますが、平成28年10月に開催された IMO の委員会において、一般海域に
おける硫黄分濃度が0.5%（日本の低硫黄 A 重油相当）となる規制の開始が合意されました。
そのため、平成32年1月1日からは、すべての船舶がこの規制に適合する燃料油の使用、硫
黄分を含まない LNG 等の代替燃料の使用、または排気ガス脱硫装置を使用するといった
対応を行う必要があります。
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仙台塩釜港

作成
平成
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鉄道網

泉中央

仙台市
南北線
14.8km

八乙女
黒松
旭ヶ丘
台原

北仙台
仙山線

北四番丁
勾当台公園

仙石線

広瀬通
青葉通一番町
国際センター
川内
大町西公園

仙台
五橋

青葉山

宮城野通 六町の目
連坊

卸町
薬師堂

荒井

愛宕橋
河原町

八木山動物園公園

長町一丁目

仙台市東西線
13.9km

長町南

長町

富沢

航空路路線網

国内線（1日の便数）

札幌5便
東京6便
小牧3便
伊丹6便

国際線（1週間の便数）

青森-ソウル3便

国内線（1日の便数）

東京3便
伊丹1便
札幌1便

青森空港
(3,000m)

三沢飛行場
(3,050m)

青森県

7:30～22:00 14.5h

8:30～20:00 11.5h

国内線（1日の便数）

東京2便

大館能代空港(2,000m)
8:00～19:30 11.5h

秋田空港
(2,500m）

国内線（1日の便数）

札幌4便
東京9便
伊丹6便
中部2便

6:00～22:00 16h

秋田県

東京2便
伊丹3便
小牧2便
札幌1便

12h

国内線（1日の便数）

東京4便

庄内空港
(2,000m)

国内線（1日の便数）

山形空港
（2,000m)
8:00～19:30 11.5h

宮城県

仙台空港
（3,000m）
6:30～21:30 15h

山形県

国内線（1日の便数）

作成：東北運輸局
平成29年3月現在

札幌3便
伊丹4便
小牧4便
福岡1便

いわて花巻空港
(2,500m)
7:15～19:15

6:00～21:30 15.5h

国内線（1日の便数）

国内線（1日の便数）

岩手県

福島空港
(2,500m)

札幌1便
伊丹4便

7:00～20:00 13h

福島県

札幌13便
成田2便
小松2便
中部6便
伊丹14便
広島2便
福岡6便
沖縄1便
関西4便

国際線
（1週間の便数）

仙台-ソウル5便
仙台-台北8便
仙台-グアム2便
仙台-上海2便
仙台-北京2便

（注）
１．平成29年3月現在
2．便数：国内線は原則として1日当たりの便数を表す。
：国際線は1週間当たりの便数を表す。
3．
コミュータ路線を除く。
4．
「小牧」
は名古屋空港、
「中部」
は中部国際空港を表す。
資料：JTB時刻表
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東北運輸局

交通・観光主要施策 2017

東北運輸局の組織

■

（平成28年7月現在）

安全防災・危機管理調整官

次 長

自動

総 務 課

局の総合調整、公益法人の監査・指導、公文書管理、情報公開受付窓口、庁舎の管理

船員

人 事 課

職員の人事・給与・福利・厚生事務

海事

会 計 課

予算要求・使用計画・実行、契約、物品・固有財産の管理

広 報 対 策 官

■

交 通 企 画 課

交通政策全般、交通計画及び公共交通活性化施策の推進

自動

環 境 課・物 流 課

低公害車の普及、
ＴＤＭ施策等の環境対策
物流振興及び物流効率化施策の推進、倉庫業の指導監査

消費者行政・情報課

観光政策全般、旅行業者の指導・監督等

■

国 際 観 光 課

国際観光の振興、国際機関等との連絡調整

船員

観光地域振興課

観光振興施策の推進、観光事業の振興、
ホテル及び旅館の登録

海事

調 整 官

鉄道行政の重要事項に係る統括・調整

計 画 課

鉄道事業等の許認可、新線計画・在来線の改良等に関する調査、
地方鉄道の維持・活性化対策、駅のバリアフリー化対策、駅改善・踏切改良対策

技 術 課

鉄軌道等の施設・車両の許認可や検査、安全確保対策

首席鉄道安全監査官

バス事業の許認可、
バス事業に対する助成事務、
バス活性化対策、
自賠責関係事務

旅 客 第 二 課
貨 物 課

整 備・保 安 課
技 術 課

次 長

鉄軌道等の施設・車両及び運転取扱の状況に関する監査

タクシー事業の許認可、
タクシー事業の振興・活性化対策

管 理 課

次 長

鉄道事故等の報告・調査分析・再発防止対策、運輸安全委員会の活動支援

旅 客 第 一 課

首席自動車監査官

東北運輸局長

交通バリアフリー化の推進、行政相談、交通分野における情報化の推進

観 光 企 画 課

安 全 指 導 課

次 長

行政情報の提供・公開、広報関係業務
公共交通・観光に係る重要事項の企画立案、航空関係機関との連絡調整

計画調整官（航空調整官）

次 長

地域
安全対策の推進、防災計画の策定及び危機管理

トラック事業の許認可、貨物運送取扱事業の許認可、輸送の効率化対策
バス・タクシー・
トラック事業の指導及び業務監査の実施
自動車登録手続の情報提出
自動車の点検整備の推進及び整備事業の許認可
自動車の基準緩和の認定、
リコール対策、街頭検査の企画

保安・環境調整官

運送事業の安全対策、
自動車の環境対策

海 事 産 業 課

旅客航路事業・内航海運業・港湾運送事業の許認可・業務監査の実施、
海事代理士の試験・登録・監督、海事思想の普及・宣伝

船 員 労 政 課

船員の職業の紹介、失業保険の認定、労働関係調整法関係事務

貨 物 調 整 官

海上貨物運送の安定・活性化策の企画調整

船舶産業振興官

造船業の活性化対策、海洋レジャー振興、廃船リサイクルの推進

調 整 官

海上安全環境対策の企画調整、海上交通監査計画の策定

海事保安・事故対策調整官 海事の保安、事故による損害賠償保障の企画・調整
船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課

船舶の油濁損害賠償等保障契約関係事務、船舶のトン数の測度・登録事務、
船舶の安全・海洋汚染防止・危険物等の運送に関する証書等の交付
船員の雇入契約の届出、船員手帳交付、
各種資格認定及び海技士国家試験、海技免状の更新事務

首席海事技術専門官

船舶・海洋汚染防止施設等の検査、船舶安全管理審査、
バリアフリー対策の立ち入り検査、船舶総トン数等の測度

首席海技試験官
首席外国船舶監督官

海技士国家試験、水先人試験、救命艇手試験、
外国人に対する承認試験等の執行
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る
検査の執行並びに外国船舶に係る油賠法に関する検査の執行

青森運輸支局

八戸自動車検査登録事務所

岩手運輸支局

八戸海事事務所

（本庁舎、宮古庁舎）

森 県

旅客船及び貨物船の運航監理、船員労務監査並びに
船員派遣事業及び海技資格の立ち入り検査

青

首席運航労務監理官

岩

宮城運輸支局
秋田運輸支局

福島運輸支局

いわき自動車検査登録事務所

（本庁舎、小名浜庁舎）

県

庄内自動車検査登録事務所

手

山形運輸支局

（本庁舎、酒田庁舎）

気仙沼海事事務所
石巻海事事務所

宮

■東北運輸局の定員（平成29年3月現在）

162名

運輸支局・事務所

211名

一般会計

23.1億円

自動車安全特別会計

12.9億円
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県

本局

■東北運輸局の予算（平成28年度）

城

要員・予算

■運輸支局の主な業務
青森運輸支局

地域における交通対策・観光振興の推進、

八戸自動車検査
登録事務所

自動車の検査・登録、交通運輸関係事業の申請手続き
船員の職業紹介、失業保険の認定、船舶検査、

青森運輸支局

海事関係事業の申請手続き

■自動車検査登録事務所の主な業務

八戸海事事務所

青森運輸支局

自動車の検査・登録

岩手運輸支局

（本庁舎）

■海事事務所の主な業務

岩手運輸支局

（宮古庁舎）

船員の職業紹介、失業保険の認定、船舶検査、
海事関係事業の申請手続き

秋田運輸支局
気仙沼海事事務所
宮城運輸支局

山形運輸支局

石巻海事事務所

（酒田庁舎）

本局

山形運輸支局

庄内自動車検査
登録事務所

福島運輸支局

（本庁舎）

山形運輸支局

（本庁舎）

福島運輸支局

いわき自動車検査
登録事務所
福島運輸支局

（小名浜庁舎）

〒039-2246 八戸市桔梗野工業団地二丁目12-12
TEL 0178-20-3161 FAX 0178-20-4115

秋田県

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

森 県

青森運輸支局

青

青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所

県

岩手運輸支局（本庁舎）

手
県
城
県

石巻海事事務所

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

島 県

宮

気仙沼海事事務所

〒988-0034 気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎
TEL 0226-22-6906 FAX 0226-23-5563

福島運輸支局（本庁舎）

福

宮城運輸支局

山形運輸支局（酒田庁舎）

〒998-0036 酒田市船場町二丁目5-43 酒田港湾合同庁舎
TEL 0234-22-0084 FAX 0234-22-0700
〒997-1321 東田川郡三川町大字押切新田字歌枕3
TEL 0235-66-4118 FAX 0235-66-2751

岩手運輸支局（宮古庁舎）

〒983-8540 仙台市宮城野区扇町三丁目3-15
TEL 022-235-2517 FAX 022-231-5377

〒990-2161 山形市大字漆山字行段1422-1
TEL 023-686-4711 FAX 023-686-5012

山形運輸支局 庄内自動車検査登録事務所

〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8-5
TEL 019-638-2154 FAX 019-638-5488
〒027-0038 宮古市小山田一丁目1-1
TEL 0193-62-3500 FAX 0193-63-7650

秋田運輸支局

〒010-0816 秋田市泉字登木74-3
TEL 018-863-5811 FAX 018-862-9907

山形運輸支局（本庁舎）

山 形

青森運輸支局 八戸海事事務所

〒031-0831 八戸市築港街二丁目16 八戸港湾合同庁舎
TEL 0178-33-0718 FAX 0178-34-3779

岩

計

■東北運輸局の分布

〒971-8101 いわき市小名浜字船引場19 小名浜地方合同庁舎
TEL 0246-54-2311 FAX 0246-53-2263

福島運輸支局（小名浜庁舎）

福島運輸支局 いわき自動車検査登録事務所

〒973-8403 いわき市内郷綴町字舟場1-135
TEL 0246-27-6151 FAX 0246-27-2815

〒986-0845 石巻中島町15-2 石巻港湾合同庁舎
TEL 0225-95-1228 FAX 0225-95-7637
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