
使いやすい公共交通の実現をめざした

八戸市の取組み

八戸市都市整備部都市政策課

交通政策グループ

平成２５年２月６日

第９回地域ＩＴＳ推進団体連絡会



キーワード：「利用者目線」

○「地域活性化とモビリティの確保」

・東北新幹線八戸開業への対策

＝地域資源を活かした事業で新しい価値を創造

・新幹線と接続する公共交通ネットワーク整備

○「わかりやすく使いやすい公共交通」

・地域公共交通活性化再生総合事業

・上限運賃化実証実験の実施、その他の取組み

○自然災害リスクへの取組み

・災害時公共交通行動指針等策定事業



地域活性化とモビリティの確保

・東北新幹線八戸開業への対策

・新幹線と接続する公共交通ネットワーク整備



東京～八戸間は新幹線東京～八戸間は新幹線東京～八戸間は新幹線東京～八戸間は新幹線

「はやて」で約３時間！「はやて」で約３時間！「はやて」で約３時間！「はやて」で約３時間！

Ｈ14年12月の八戸開業から数えて昨年12月で10周年！

北東北随一の産業都市！全国屈指の水産都市北東北随一の産業都市！全国屈指の水産都市北東北随一の産業都市！全国屈指の水産都市北東北随一の産業都市！全国屈指の水産都市！！！！観光都市への脱皮！観光都市への脱皮！観光都市への脱皮！観光都市への脱皮！



青森県・八戸市のピカイチデータ）

①①①① イカの水揚げ量イカの水揚げ量イカの水揚げ量イカの水揚げ量日本一！日本一！日本一！日本一！ （八戸市）全国のイカの４割が八戸で水揚げ（八戸市）全国のイカの４割が八戸で水揚げ（八戸市）全国のイカの４割が八戸で水揚げ（八戸市）全国のイカの４割が八戸で水揚げ

②②②② ヒラメの水揚げ量ヒラメの水揚げ量ヒラメの水揚げ量ヒラメの水揚げ量日本一！日本一！日本一！日本一！ （八戸市）（八戸市）（八戸市）（八戸市）

③③③③ 赤物類（キンキ、メヌケ類）の水揚げ量赤物類（キンキ、メヌケ類）の水揚げ量赤物類（キンキ、メヌケ類）の水揚げ量赤物類（キンキ、メヌケ類）の水揚げ量日本一！日本一！日本一！日本一！ （八戸市）（八戸市）（八戸市）（八戸市）

④④④④ 日本一脂ののったサバ日本一脂ののったサバ日本一脂ののったサバ日本一脂ののったサバ「八戸前沖「八戸前沖「八戸前沖「八戸前沖さばさばさばさば」」」」 （八戸市）（八戸市）（八戸市）（八戸市）

⑤⑤⑤⑤ 公衆浴場数公衆浴場数公衆浴場数公衆浴場数日本一！日本一！日本一！日本一！ （青森県）人口１０万人当たり２５．２所（青森県）人口１０万人当たり２５．２所（青森県）人口１０万人当たり２５．２所（青森県）人口１０万人当たり２５．２所

⑥⑥⑥⑥ 日本一の日本一の日本一の日本一の早寝早寝早寝早寝 ２２：３２２２：３２２２：３２２２：３２ （青森県）（青森県）（青森県）（青森県）

⑦⑦⑦⑦ 日本一の日本一の日本一の日本一の早起き早起き早起き早起き ６：２２６：２２６：２２６：２２ （青森県（青森県（青森県（青森県））））

⑧⑧⑧⑧ 銭湯なのに銭湯なのに銭湯なのに銭湯なのに温泉温泉温泉温泉があるがあるがあるがある （八戸市）（八戸市）（八戸市）（八戸市）

⑨⑨⑨⑨ 早朝５：００早朝５：００早朝５：００早朝５：００から営業する銭湯があるから営業する銭湯があるから営業する銭湯があるから営業する銭湯がある （八戸市）（八戸市）（八戸市）（八戸市）

⑩⑩⑩⑩ 早朝３：００から朝市でご飯早朝３：００から朝市でご飯早朝３：００から朝市でご飯早朝３：００から朝市でご飯が食べられる（八戸市）が食べられる（八戸市）が食べられる（八戸市）が食べられる（八戸市）

⑪⑪⑪⑪ 日本一日本一日本一日本一と驚くと驚くと驚くと驚く巨大朝市巨大朝市巨大朝市巨大朝市があるがあるがあるがある （八戸市）（八戸市）（八戸市）（八戸市）

地域資源を活用し、新しい価値を創造

～他の地域にはないもの～

朝市・朝風呂満喫朝市・朝風呂満喫朝市・朝風呂満喫朝市・朝風呂満喫

朝専用乗合タクシー朝専用乗合タクシー朝専用乗合タクシー朝専用乗合タクシー

「あさぐる」の開発「あさぐる」の開発「あさぐる」の開発「あさぐる」の開発

日曜朝市循環日曜朝市循環日曜朝市循環日曜朝市循環バスバスバスバス

「ワンコインバス「ワンコインバス「ワンコインバス「ワンコインバスいさば号いさば号いさば号いさば号」」」」

４月～１１月運行４月～１１月運行４月～１１月運行４月～１１月運行



疲れた毎日に八戸の朝が効く !!

「八戸あさぐる」



美味しい朝市

陸奥湊駅前朝市

イサバのカッチャ

（魚商のお母さん）



驚きの朝市

湊日曜朝市＆海の朝市・・・４００店 ３万人



自分だけの朝市丼（かって丼）

好きなおかず

を皆で買って

自分流の

丼を作って

皆で分け合っ

て食べよう



８つの横丁

ハーモニカ横町ハーモニカ横町ハーモニカ横町ハーモニカ横町

八戸昭和通り八戸昭和通り八戸昭和通り八戸昭和通り

五番街五番街五番街五番街

たぬき小路たぬき小路たぬき小路たぬき小路

みろく横丁みろく横丁みろく横丁みろく横丁

長横町れんさ街長横町れんさ街長横町れんさ街長横町れんさ街

ロー丁れんさ街ロー丁れんさ街ロー丁れんさ街ロー丁れんさ街

花小路花小路花小路花小路



特色ある横丁

間口一間創業30年

１対８の法則

店主１：お客８

八戸前沖さば



朝市・横丁マップ

朝市朝市朝市朝市⇒⇒⇒⇒港町・八戸の食文化を満喫港町・八戸の食文化を満喫港町・八戸の食文化を満喫港町・八戸の食文化を満喫 ８箇所８箇所８箇所８箇所

横丁横丁横丁横丁⇒⇒⇒⇒港町・八戸の人情ブルース港町・八戸の人情ブルース港町・八戸の人情ブルース港町・八戸の人情ブルース ８箇所８箇所８箇所８箇所

宿泊しないと

両方味わえない

宿泊型観光地

＆

ビジネスマン



第1回大会はH18年2月、八戸せんべい汁研究所
の企画プロデュースにより八戸市で開催

発祥の地～八戸

出典→





B-1グランプリin北九州大会で遂に
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開業！開業！開業！開業！
出典：青森県観光統計概要

：八戸ホテル協議会調べ

観光客入込数と市内ホテル宿泊者数

�観光入込客数：300万人台から500万人台へ

�宿泊者数：30万人台から40万人台へ

JR「盛岡・八戸間」1日当たり平均利用

者数

�増加傾向を維持 ５年目、開業前比64％増

八戸市誘致企業数（H8以降累積）

�開業後の誘致企業数は18社に
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八戸市の八戸市の八戸市の八戸市の観光入込客数観光入込客数観光入込客数観光入込客数（単位：千人）（単位：千人）（単位：千人）（単位：千人）
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東北新幹線八戸開業(12月1日)

出典：青森県観光統計概要

○Ｈ１４年１２月１日、東北新幹線八戸開業により、八戸市への入込客数増加

○Ｈ２１年：５，９８３千人、 （Ｈ２２年から国共通基準） Ｈ２２年：６，４７２千人、Ｈ２３年：６，７６２人Ｈ２３年：６，７６２人Ｈ２３年：６，７６２人Ｈ２３年：６，７６２人

Ｈ２３年 函館市：４，１０８千人 青森市：５，０２０千人 弘前市：４，１３８千人

○宿泊客は、平成２０年の６６６千人がピークだが、大きな落ち込みもなく推移

八戸市の観光客の推移



東北新幹線八戸開業10周年記念

交通まちづくりシンポジウム in 八戸(11/29～30)

（京都大学大学院・中川大教授）（京都大学大学院・中川大教授）（京都大学大学院・中川大教授）（京都大学大学院・中川大教授）

八戸が賑わっているのは、中心街を核とした交通ネットワーク、公共交通の八戸が賑わっているのは、中心街を核とした交通ネットワーク、公共交通の八戸が賑わっているのは、中心街を核とした交通ネットワーク、公共交通の八戸が賑わっているのは、中心街を核とした交通ネットワーク、公共交通の

利便性向上、街中の歩行者空間にあり、開業だけが賑わいの原因ではな利便性向上、街中の歩行者空間にあり、開業だけが賑わいの原因ではな利便性向上、街中の歩行者空間にあり、開業だけが賑わいの原因ではな利便性向上、街中の歩行者空間にあり、開業だけが賑わいの原因ではな

い。い。い。い。

新幹線、在来線、路線バス、コミュニティバスが連携したネットワークの構新幹線、在来線、路線バス、コミュニティバスが連携したネットワークの構新幹線、在来線、路線バス、コミュニティバスが連携したネットワークの構新幹線、在来線、路線バス、コミュニティバスが連携したネットワークの構

築とダイヤ設定が重要。１箇所を起点に覚えやすくわかりやすいダイヤ設定築とダイヤ設定が重要。１箇所を起点に覚えやすくわかりやすいダイヤ設定築とダイヤ設定が重要。１箇所を起点に覚えやすくわかりやすいダイヤ設定築とダイヤ設定が重要。１箇所を起点に覚えやすくわかりやすいダイヤ設定

で、交通を全地域に行き渡らせる「パルスタイムテーブル化」が参考となる。で、交通を全地域に行き渡らせる「パルスタイムテーブル化」が参考となる。で、交通を全地域に行き渡らせる「パルスタイムテーブル化」が参考となる。で、交通を全地域に行き渡らせる「パルスタイムテーブル化」が参考となる。



八戸駅と中心街の移動手段八戸駅と中心街の移動手段八戸駅と中心街の移動手段八戸駅と中心街の移動手段

地域住民の利用はバスと鉄道が中心、ビジネス客はタクシー利用が多い地域住民の利用はバスと鉄道が中心、ビジネス客はタクシー利用が多い地域住民の利用はバスと鉄道が中心、ビジネス客はタクシー利用が多い地域住民の利用はバスと鉄道が中心、ビジネス客はタクシー利用が多い

１）ＪＲ八戸線（八戸・久慈間運行）１）ＪＲ八戸線（八戸・久慈間運行）１）ＪＲ八戸線（八戸・久慈間運行）１）ＪＲ八戸線（八戸・久慈間運行）

• 両駅の距離 6.1ｋｍ（八戸駅～長苗代駅～本八戸駅）

• 所要時間 9分

• 運行便数 往復20.5便（上り21便・下り20便） ※平均45分に1本

• 乗車運賃 180円

２）路線バス（市営バス、南部バス）２）路線バス（市営バス、南部バス）２）路線バス（市営バス、南部バス）２）路線バス（市営バス、南部バス）

• 所要時間 約25分

• 運行本数 平日往復109.5本 ※10分間隔等間隔運行（共同運行）

• 乗車運賃 300円

３）新幹線最終便接続乗合タクシー・シンタクン（タクシー３）新幹線最終便接続乗合タクシー・シンタクン（タクシー３）新幹線最終便接続乗合タクシー・シンタクン（タクシー３）新幹線最終便接続乗合タクシー・シンタクン（タクシー4444事業者持回り）事業者持回り）事業者持回り）事業者持回り）

• 所要時間 約20分

• 運行本数 23:20発の1本（乗車4名以上の場合増車） ※最終路線バス後の対応

• 乗車運賃 900円 ※タクシーの半額・バスの3倍程度



移動手段の確保（企画観光路線）

三陸復興国立公園に三陸復興国立公園に三陸復興国立公園に三陸復興国立公園に

指定される種差海岸指定される種差海岸指定される種差海岸指定される種差海岸

国宝「合掌土偶」を収蔵国宝「合掌土偶」を収蔵国宝「合掌土偶」を収蔵国宝「合掌土偶」を収蔵

する是川縄文館する是川縄文館する是川縄文館する是川縄文館

年間３００万人を集客年間３００万人を集客年間３００万人を集客年間３００万人を集客

八戸駅近郊に位置する八戸駅近郊に位置する八戸駅近郊に位置する八戸駅近郊に位置する

郊外型魚菜食料品市場郊外型魚菜食料品市場郊外型魚菜食料品市場郊外型魚菜食料品市場



わかりやすく使いやすい公共交通

・地域公共交通活性化再生総合事業（国交省）

・上限運賃化実証実験の実施（総務省定住自立圏）

・その他の取組み



八戸市地域公共交通総合連携計画（H21年3月）

～基本理念と目標～

目標達成のための取り組みとして

八戸市地域公共交通活性化・再生総合事業を実施八戸市地域公共交通活性化・再生総合事業を実施八戸市地域公共交通活性化・再生総合事業を実施八戸市地域公共交通活性化・再生総合事業を実施



市内幹線軸等間隔運行・共同運行化プロジェクト

パイロット事業＝「八戸駅線」共同運行化（パイロット事業＝「八戸駅線」共同運行化（パイロット事業＝「八戸駅線」共同運行化（パイロット事業＝「八戸駅線」共同運行化（H20~) → 市内「幹線軸」への適用拡大市内「幹線軸」への適用拡大市内「幹線軸」への適用拡大市内「幹線軸」への適用拡大

H20年度の「八戸

駅線」の実績を

踏まえつつ、バ

ス事業者（八戸

市営バス・南部

バス）と協議の

うえ、中心街～

八太郎間もH22年

度から等間隔

（20分）・共同

運行を実施。



東東東東

北北北北

新新新新

幹幹幹幹

線線線線

八八八八

戸戸戸戸

駅駅駅駅

八戸駅線共同運行化プロジェクト

八八八八

戸戸戸戸

市市市市

中中中中

心心心心

街街街街

「競合」から「共生」へ「競合」から「共生」へ「競合」から「共生」へ「競合」から「共生」へ

・各事業者がバラバラに

Before(H19Before(H19Before(H19Before(H19）））） After(H20After(H20After(H20After(H20））））

・２社２経路のダイヤを平準化

（１０分間隔のヘッドダイヤに）

・平日１８２便（▲４６便）に

利便性を高めつつ利便性を高めつつ利便性を高めつつ利便性を高めつつ仕業的にも仕業的にも仕業的にも仕業的にも環境的にも環境的にも環境的にも環境的にも ““““reducereducereducereduce”

系統・ダイヤを編成

キロ程

約６ｋｍ

・平日２２８便の運行本数



八戸駅線共同運行化プロジェクト

八戸駅線におけるH19×H20データ（注）比較

• 年間走行距離：134千ｋｍ（16.4％）減
⇒環境負荷低減（CO2縮減）にも効果

• 年間輸送人員：32千人（2.2％）増
⇒微増？も、右肩下がりの地方バスにとっては快挙

• 実車ｷﾛ当たり輸送人員：1.76人⇒2.15人
⇒便数を減じながら、むしろ利便性は向上

• 同路線の営業収支は２事業者とも
赤字から黒字に好転

（注）：八戸市交通部と南部バス㈱の数値の合算。共同運行区間外のデータも含まれている。



共同運行化～市民の「評価」は？

路線バス“研究家”の方のブログから路線バス“研究家”の方のブログから路線バス“研究家”の方のブログから路線バス“研究家”の方のブログから

３月末までバス事業者ごとに乗り場が設け

られていた事業者別乗り場から、行先ごと

に乗り場を分けた方面別乗り場方面別乗り場方面別乗り場方面別乗り場に変更され

ました。

乗り場案内図も小さくて分かりにくいです

が、こちらもカラーリングと行先カラーリングと行先カラーリングと行先カラーリングと行先が書いて

ありますので、ちゃんとどこに乗り場があ

るのか分かりやすくなった分かりやすくなった分かりやすくなった分かりやすくなったと思います。

Special thanks to「八戸鉄道・バス研究会」「八戸鉄道・バス研究会」「八戸鉄道・バス研究会」「八戸鉄道・バス研究会」http://8-bus.com/



等間隔運行路線情報戦略プロジェクト

・ 等間隔運行路線の利便性の周知のため、リーフレットやミニ時刻表を作成。

・中心街など主要バス停には、（事業者別ではない）共通時刻表も掲出。



小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト

・八戸駅着最終新幹線に接続する鉄道・バスがない一方で、駅前のタクシープールに待機する

タクシーがそれほど利用されていない実態。

・殊に、八戸交通圏は、タクシー車両の供給過剰により「特定地域」に指定されている現状。

・単なる「生活交通対策」「新幹線二次交通対策」という視点ではなく、路線バス幹線軸の少需要

時間帯におけるタクシー業の新たなビジネス化を目標に・・・

タクシー車両（ジャンボタクシー）を活用した乗合交通の実証実験を実施タクシー車両（ジャンボタクシー）を活用した乗合交通の実証実験を実施タクシー車両（ジャンボタクシー）を活用した乗合交通の実証実験を実施タクシー車両（ジャンボタクシー）を活用した乗合交通の実証実験を実施

出発式の模様（タクシー４事業者により実行

委員会を組織し運行）

路線バス事業者の協力のもとタクシー乗り

場ではなく中心街方面バス乗り場を活用

《注》シンタク

ンの現在の

発車時刻は、

２３：２０です。



企画乗車券企画・商品化プロジェクト

・ 大学生対象の「Can-Pass☆4」（４回乗車できる定額回数券）をＨ２１年１２月から販売。

・ 八戸工業大学感性デザイン学部の学生に、企画乗車券の販促ポスターの製作を依頼。

・ 市内商業施設とのコラボレーションで、乗車券半券を持参した大学生に特典（割引など）を付与。



「バスマップはちのへ」発行プロジェクト

・「バスマップはちのへ」は、市内で路線バスを運行する３つの事業者の路線図を一本化し、

中心街を基点とした方面（行き先）別のアルファベット記号と色分けを設定したのが特長。

・転入者に対する生活支援・情報提供の一環として、市役所（市民課・支所）での転入届受付

時に

限定配付し、市内路線バスの利用促進を図っている。（平成２１年１０月～）

・市のＨＰよりＷＥＢデータを配信しダウンロードを可能としている。

・現在では、バス事業者や観光コンベンション協会等とも連携（共同発行）し、バス利用者や

観光客

が手軽に入手しやすいよう配慮している。

ポケット版時刻表と同サイ

ズ

モビリティ・マネジメントの趣旨を

踏まえバスの乗り方案内も掲載



路線ナンバリング設定プロジェクト

・ 方面別のアルファベット記号と行先番号からなる「路線ナンバリング」を設定。

・ バス車両の行先表示（ＬＥＤ、方向幕、補助サインボード）にもナンバリングを表示。



来街者対策バス情報案内プロジェクト

・中心街のバス停は、停留所ごとに行き先が異なり、また、同じバス停でもバス会社に

より名称が異なるなど不便を来たしていた。

・そこで、中心街を「屋根のないバスターミナル」として位置付け、市外からの来訪者にも

わかりやすい交通サインシステムを整備し、バス利用の促進を図ることとした。

・中心街に乗り入れているバス事業者３者が合同で、八戸市中心街のバス停５ヵ所の

名称を「八戸中心街ターミナル○番のりば」として統一（Ｈ２２年４月～）。

H２３年２月に改修した標柱の一例
（１番のりば「三日町」）

八戸ポータルミュージアム「はっち」内には中

心街ターミナルの運行情報モニターを設置





八戸市地域公共交通会議

• 公営・民営バス事業者間の「連携」
＞事業者間の連絡調整・協議の場として分科会を頻繁に開催

＞事業者も共同で費用負担をするなど各種プロジェクトに積極関与

• 開かれた会議運営
＞公募構成員（利用者）の参画、傍聴者受入、一般公開型セミナーの開催

• 学識経験者によるアドバイス・コーディネート
＞会長である八戸工業大学武山泰教授をはじめとする学識経験者による

アドバイスを踏まえ議論を重ね、可能な限り事業運営に反映

＞特に、アドバイザーである首都大学東京吉田樹助教の献身的なコーディ

ネートのもと多様な主体の「連携」を具現化し、各種プロジェクトを推進

～多様な主体の「連携」のポイント～

【参考】

武山教授や吉田助教のコメントが記事になっているデー

リー東北新聞社の企画連載「ブレークスルー突破口を探

る～バスを守れるか」

http://cgi.daily-tohoku.co.jp/cgi-

bin/kikaku/kikaku2011/breakthrough/breakthroug

h_menu.htm

会議前、『デーリー東北』の取材を

受ける首都大学東京吉田樹助教



《話題提供》

• 八戸中心街ターミナルモビリティセンター（H23年3月

震災時の緊急情報発信）

• 八戸圏域定住自立圏路線バス上限運賃化実証実験
（H23.10.1～）

• 中心街発深夜乗合交通実証実験（H24.1.5～3.5）

• 地域公共交通アテンダント「はちナビ娘はちこ」
（H24.7.1～）

• １便１人乗客アップ運動～ちょこバスキャンペーン
（H24年度）

• 交通環境・バスの乗り方教室（H24.10.30）



マンパワーによるバス情報案内の必要性を踏まえ

八戸中心街ターミナルモビリティセンター八戸中心街ターミナルモビリティセンター八戸中心街ターミナルモビリティセンター八戸中心街ターミナルモビリティセンター

中心街の空き店舗を有効活用し開設（Ｈ22年10月）

「地域生活交通再生ミッショナリー育成・活動事業」（緊急雇用創出事業）

の受託者である社団法人北海道開発技術センターの発案



先の震災時先の震災時先の震災時先の震災時（域内一帯停電）（域内一帯停電）（域内一帯停電）（域内一帯停電）には、ダイヤ変更や運行には、ダイヤ変更や運行には、ダイヤ変更や運行には、ダイヤ変更や運行

休止などリアルタイムの緊急情報を発信・提供休止などリアルタイムの緊急情報を発信・提供休止などリアルタイムの緊急情報を発信・提供休止などリアルタイムの緊急情報を発信・提供

八戸中心街ターミナルモビリティセンター（通称「モビセン」）ＨＰ

http://www.hachinohehttp://www.hachinohehttp://www.hachinohehttp://www.hachinohe----mobicen.jpmobicen.jpmobicen.jpmobicen.jp



八戸圏域定住自立圏路線バス上限運賃化実証実験八戸圏域定住自立圏路線バス上限運賃化実証実験八戸圏域定住自立圏路線バス上限運賃化実証実験八戸圏域定住自立圏路線バス上限運賃化実証実験

広域路線の運賃改定とあわせて、市内路線（市営・南部・十鉄）の３００円上限化も実施！広域路線の運賃改定とあわせて、市内路線（市営・南部・十鉄）の３００円上限化も実施！広域路線の運賃改定とあわせて、市内路線（市営・南部・十鉄）の３００円上限化も実施！広域路線の運賃改定とあわせて、市内路線（市営・南部・十鉄）の３００円上限化も実施！

中心市街地の活性化・周遊性向上も視野に中心街一日乗車券中心市街地の活性化・周遊性向上も視野に中心街一日乗車券中心市街地の活性化・周遊性向上も視野に中心街一日乗車券中心市街地の活性化・周遊性向上も視野に中心街一日乗車券『『『『まちパス３００まちパス３００まちパス３００まちパス３００』』』』も発行！も発行！も発行！も発行！

◎超高齢社会の到来・環境への配慮・中心市街地の活性化等公共交通た

るバス交通の果たす役割は今後益々増大

◎圏域８市町村が定住自立圏を形成していく中でバス交通は圏域内の定

住と交流のために不可欠な『社会活動の基盤』

■しかし、圏域住民にとっては、遠距離運賃の高さ・運賃体系の複雑さが

公共交通利用のハードルに・・・

お得で、分かりやすい運賃体系への再構築により、通学生や高齢者

等の移動制約者ばかりではなく幅広い層の利用を取り込み、持続可

能な公共交通システムへの転換を図るとともに、「“公共交通で便利

に暮らせる”八戸圏域」をアピール

圏域住民の《《《《広域的な活動・交流を促進・支援広域的な活動・交流を促進・支援広域的な活動・交流を促進・支援広域的な活動・交流を促進・支援》》》》するため、圏域

内の複数市町村を跨ぐ広域バス路線（南部バス・十鉄バス）

において、初乗り150円・50円刻み・上限500円の運賃改定を行う

実証実験を実施（Ｈ23年10月1日から概ね２年間）

八戸市への直通路線がない

田子町・新郷村と八戸市間の

乗継利便性に配慮した企画乗

車券も発行し圏域市町村間の

「一体間」を醸成



上限運賃化実証実験の実施経過

●実験実施後、、、、乗車人員は増加乗車人員は増加乗車人員は増加乗車人員は増加している（OD調査結果・事業者データともに）
●八戸～階上間、南部～三戸間など隣接自治体間の移動が増加隣接自治体間の移動が増加隣接自治体間の移動が増加隣接自治体間の移動が増加

●約６割が「通学・通勤・通院・買物しやすくなった通学・通勤・通院・買物しやすくなった通学・通勤・通院・買物しやすくなった通学・通勤・通院・買物しやすくなった」（圏域住民アンケート）

●上限運賃継続を求める声も６割超継続を求める声も６割超継続を求める声も６割超継続を求める声も６割超（圏域病院・商業施設でのヒアリング）

39



実験開始２月後、３事業者で６．７％増

《Ｈ24年2月八戸市議会建設協議会報告》

広報はちのへ（Ｈ24年7月号）

40

実験開始１年後、３事業者で９．２％増

《Ｈ24年11月八戸市議会建設協議会報告》



41

上限化後、輸送人員は増加に転化

（事業者データによる乗車人員）

H14～～～～H22＝対前年平均▲３．３％の減少トレンド＝対前年平均▲３．３％の減少トレンド＝対前年平均▲３．３％の減少トレンド＝対前年平均▲３．３％の減少トレンド

H22～～～～H23＝＝＝＝プラス４．６％プラス４．６％プラス４．６％プラス４．６％と増加に転化と増加に転化と増加に転化と増加に転化



中心街発深夜乗合交通実証実験中心街発深夜乗合交通実証実験中心街発深夜乗合交通実証実験中心街発深夜乗合交通実証実験

・ 「八戸市地域公共交通総合連携計画」に基づく平成23年
度事業の一つとして実施。

・ 終バス以降の時間帯において、郊外団地に通じる「幹線

的路線」の乗合交通を期間限定で運行。

・ 深夜帯における乗合サービスの需要を計測し、新たなビ

ジネスモデルの構築を検討。

・ また、震災復興の観点から、必ずしも自家用車に依存し

ないライフスタイルの提案や中心街における飲食業等

の振興・活性化に期することも視野。

詳しくはコチラ（八戸市HP）

→http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/9,46352,73,239,html

画像提供：八戸鉄道・バス研究会 http://8-bus.com/



地域公共交通ステーションアテンダント

公共交通における乗継環境のシームレス化を図ることを目的として、

公共交通と接客サービスのスペシャリストとしてステーションアテンダ

ント（ＳＡ）を育成し、来訪者に対するおもてなしの心をもって、鉄道か

ら鉄道、鉄道から路線バス、路線バスから路線バスへの交通案内を

実施する。

公共交通における乗継環境のシームレス化を図ることを目的として、

公共交通と接客サービスのスペシャリストとしてステーションアテンダ

ント（ＳＡ）を育成し、来訪者に対するおもてなしの心をもって、鉄道か

ら鉄道、鉄道から路線バス、路線バスから路線バスへの交通案内を

実施する。

1.ステーションアテンダント育成
①公共交通利用ガイド制作

②接遇研修

2.ステーションアテンダント活動
①八戸駅来訪者アテンド

②路線バスアテンド

③実態把握

はちナビ娘“はちこ” ｆacebook
http://www.facebook.com/Hachinohebsmsm

地域公共交通ステーションアテンダント育成・活動事業



ＳＡの活動ＳＡの活動ＳＡの活動ＳＡの活動

八戸駅ブースアテンド

八戸駅ブースでの

アテンド

新幹線改札前での

お迎えアテンド



ＳＡの活動ＳＡの活動ＳＡの活動ＳＡの活動

バス車内＆バス停アテンド

バスに乗車し、両替や回

数券販売代行、マナー

アップアナウンス等を

行っています。

バス停において乗継案

内や乗降支援を行って

います。



H24.9.28読売新聞



１便１人乗客１便１人乗客１便１人乗客１便１人乗客UPUPUPUP運動運動運動運動～～～～ちょこっとちょこっとちょこっとちょこっとバスキャンペーン～バスキャンペーン～バスキャンペーン～バスキャンペーン～

緊急雇用創出事業を活用緊急雇用創出事業を活用緊急雇用創出事業を活用緊急雇用創出事業を活用

ちょこちょこちょこちょこバス祭りバス祭りバス祭りバス祭り in はちのへホコテン（Ｈ２４．６．２４）はちのへホコテン（Ｈ２４．６．２４）はちのへホコテン（Ｈ２４．６．２４）はちのへホコテン（Ｈ２４．６．２４）



１便１人乗客１便１人乗客１便１人乗客１便１人乗客UPUPUPUP運動運動運動運動～～～～ちょこっとちょこっとちょこっとちょこっとバスキャンペーン～バスキャンペーン～バスキャンペーン～バスキャンペーン～

中学生３年生や地域の会合での中学生３年生や地域の会合での中学生３年生や地域の会合での中学生３年生や地域の会合でのちょこちょこちょこちょこバス出前講座バス出前講座バス出前講座バス出前講座



次代を担う子どもたちへの

アプローチも大事な要素かと



交通環境＆バスの乗り方教室

＠白山台小学校（H24･10･30）



今こそ、地域公共交通に今こそ、地域公共交通に今こそ、地域公共交通に今こそ、地域公共交通に ＳｗｉｔｃｈＳｗｉｔｃｈＳｗｉｔｃｈＳｗｉｔｃｈ ｏｎｏｎｏｎｏｎ！！！！

次世代に継承できる持続可能な地域

公共交通をめざして・・・

「路線バスの乗り方・楽しみ方ミニスクール」「路線バスの乗り方・楽しみ方ミニスクール」「路線バスの乗り方・楽しみ方ミニスクール」「路線バスの乗り方・楽しみ方ミニスクール」

with吹上保育園 (H23．12．19)

バスのおうち（営業所）

キターーッ！





自然災害リスクへの取組み

・災害時公共交通行動指針等策定事業

～東日本大震災の経験を踏まえて～



災害時公共交通行動指針策定の背景災害時公共交通行動指針策定の背景災害時公共交通行動指針策定の背景災害時公共交通行動指針策定の背景

１）鉄道施設の被災１）鉄道施設の被災１）鉄道施設の被災１）鉄道施設の被災

・東北新幹線の被災・運行停止・東北新幹線の被災・運行停止・東北新幹線の被災・運行停止・東北新幹線の被災・運行停止

・ＪＲ八戸線の被災・運行停止・ＪＲ八戸線の被災・運行停止・ＪＲ八戸線の被災・運行停止・ＪＲ八戸線の被災・運行停止

・遠距離帰宅困難者の発生・遠距離帰宅困難者の発生・遠距離帰宅困難者の発生・遠距離帰宅困難者の発生

・代替輸送手段の確保・代替輸送手段の確保・代替輸送手段の確保・代替輸送手段の確保

２）燃料不足による路線バスへの影響２）燃料不足による路線バスへの影響２）燃料不足による路線バスへの影響２）燃料不足による路線バスへの影響

・乗務員の通勤困難（通勤バスの運行）・乗務員の通勤困難（通勤バスの運行）・乗務員の通勤困難（通勤バスの運行）・乗務員の通勤困難（通勤バスの運行）

・路線バスダイヤの間引き運行・路線バスダイヤの間引き運行・路線バスダイヤの間引き運行・路線バスダイヤの間引き運行

・給油待ち車両の渋滞によるバス運行の遅れ（最大３時間）・給油待ち車両の渋滞によるバス運行の遅れ（最大３時間）・給油待ち車両の渋滞によるバス運行の遅れ（最大３時間）・給油待ち車両の渋滞によるバス運行の遅れ（最大３時間）

３）連携体制の不足３）連携体制の不足３）連携体制の不足３）連携体制の不足

・信号停止による幹線交差箇所での危険発生・信号停止による幹線交差箇所での危険発生・信号停止による幹線交差箇所での危険発生・信号停止による幹線交差箇所での危険発生

・事業者の運行体制の不統一・事業者の運行体制の不統一・事業者の運行体制の不統一・事業者の運行体制の不統一

４）利用者への情報提供の不足４）利用者への情報提供の不足４）利用者への情報提供の不足４）利用者への情報提供の不足

・八戸駅、中心市街地公共施設での帰宅困難者への対応・八戸駅、中心市街地公共施設での帰宅困難者への対応・八戸駅、中心市街地公共施設での帰宅困難者への対応・八戸駅、中心市街地公共施設での帰宅困難者への対応

（ＪＲ職員、モビリティセンター職員対応）（ＪＲ職員、モビリティセンター職員対応）（ＪＲ職員、モビリティセンター職員対応）（ＪＲ職員、モビリティセンター職員対応）



災害時公共交通行動指針等策定事業の背景災害時公共交通行動指針等策定事業の背景災害時公共交通行動指針等策定事業の背景災害時公共交通行動指針等策定事業の背景

○燃料不足○燃料不足○燃料不足○燃料不足

・運休やダイヤが大幅に乱れた。

・ダイヤ変更の案内が日々必要となった。

・燃料の備蓄等が不足していた。

・燃料入荷等に関する協定を締結していなかった。

○停電による通信手段途絶○停電による通信手段途絶○停電による通信手段途絶○停電による通信手段途絶

・無線やラジオ等がバス車両に設置されていないため、

本社、営業所と各バス車両との連絡がとれなかった。

・連絡のために危険な場所に職員を行かせることに

なった。

・非常用電源を保有状況に格差

○関係機関との連携体制の不備○関係機関との連携体制の不備○関係機関との連携体制の不備○関係機関との連携体制の不備

・行政関係者、事業者の連携体制が構築されてお

らず、各々が独自に対応した。

○道路寸断等の交通規制○道路寸断等の交通規制○道路寸断等の交通規制○道路寸断等の交通規制

・行政関係者、道路管理者、交通管理者の連携体

制が確立されておらず、国道や県道等の通行情

報が迅速に入ってこなかった。

東日本大震災時の八戸市の状況東日本大震災時の八戸市の状況東日本大震災時の八戸市の状況東日本大震災時の八戸市の状況



災害時において自家用車が機能を果たさなくなった場合、

市民の移動手段を確保するには、公共交通に頼らざるを

得ない。しかし、3月11日のような災害時にあっては公共交

通に関係する機関が相互に連絡・連携する仕組みが構築

されていないため、迅速かつ臨機応変な公共交通サービス

を提供できなかった。また、運行等に関する情報は事業者

ごとに所有しており、対応がバラバラで一元化されていない

ため、市民にとって有用なものではなかった。

こういった背景・課題を踏まえ、災害時にバス事業者、鉄

道事業者、タクシー事業者や運行に関係する公共機関が

相互に連絡・連携し、迅速かつ臨機応変に公共交通サー相互に連絡・連携し、迅速かつ臨機応変に公共交通サー相互に連絡・連携し、迅速かつ臨機応変に公共交通サー相互に連絡・連携し、迅速かつ臨機応変に公共交通サー

ビスを提供する仕組みビスを提供する仕組みビスを提供する仕組みビスを提供する仕組みを構築するとともに、各々の被害状

況、復旧見通し、暫定ダイヤ等について総合的に情報共

有し、市民の混乱を防ぎながら、移動手段を確保するため

に定期的な情報発信を行う仕組み定期的な情報発信を行う仕組み定期的な情報発信を行う仕組み定期的な情報発信を行う仕組みを構築する。もって、災

害に強い公共交通システムを構築する。

現状認識・課題

基本的な取組方針

災害時公共交通行動指針等策定事業の現状認識・課災害時公共交通行動指針等策定事業の現状認識・課災害時公共交通行動指針等策定事業の現状認識・課災害時公共交通行動指針等策定事業の現状認識・課題

他の地域の状況を踏まえ、今回の八戸市の被害より大きな被害

を想定した対応策の必要性を認識



・基本方針の取りまとめ。

・関係機関等の連絡・連携方法の検討

・情報収集・発信方法等の詳細を検討

災害時公共交通対策分科会

事業スキーム

実施体制

・ワーキング会議

として設置

・各種検討

現状把握・課題整理現状把握・課題整理現状把握・課題整理現状把握・課題整理

・検討結果の報告

・行動指針の策定案

の提示

八戸市地域公共交通会議

八戸市（都市政策課）

・関係部署等との調整

・事業費の負担

・協定締結

分科会メンバー

基本方針の策定基本方針の策定基本方針の策定基本方針の策定

詳細・具体案の検討詳細・具体案の検討詳細・具体案の検討詳細・具体案の検討

行動指針（マニュアル又は計画）の策定行動指針（マニュアル又は計画）の策定行動指針（マニュアル又は計画）の策定行動指針（マニュアル又は計画）の策定

・関係機関等の連絡・連携方法の検討

原案（最終案）の策定原案（最終案）の策定原案（最終案）の策定原案（最終案）の策定
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座長 福島大学

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 八戸工業大学

バス 市交通部

南部バス㈱

十鉄㈱

タクシー タクシー協会

鉄道 JR東日本

青い森鉄道

道路 国道管理者

県道管理者

市道管理者

警察 八戸警察署

一般市民 公共交通会議

行政 青森運輸支局

都市政策課

復興計画に基づ

く事業の成果

・委員意見やアンケート等のとりまとめ、評価等

・災害時に収集すべき情報の種類や必要とされ

る活動などを洗い出し整理する。

•災害により市民の移動が確保できないような状況が発生した場合に、関
係機関等が迅速かつ臨機応変に公共交通サービスを実施するための行

動指針「（仮称）災害時公共交通運行連携マニュアル」、および、災害に

起因する公共交通に関する情報を的確かつ迅速に把握、発信するため

の行動指針「（仮称）災害時公共交通情報収集発信マニュアル」、並びに、

これら共通の基本方針を以下の作業を行い策定する。

資料

災害時公共交通行動指針等策定事業の概要災害時公共交通行動指針等策定事業の概要災害時公共交通行動指針等策定事業の概要災害時公共交通行動指針等策定事業の概要



災害時公共交通行動指針等策定事業の実施方針



災害時公共交通行動指針等策定事業の工程計画

工程計画工程計画工程計画工程計画



災害時公共交通行動指針等策定事業の成果イメージ（1）

成果イメージ（前提条件）成果イメージ（前提条件）成果イメージ（前提条件）成果イメージ（前提条件）

前提条件設定の方針は、災害の種類や被害想定ではなく、災害によって公共交通にもたらされる前提条件設定の方針は、災害の種類や被害想定ではなく、災害によって公共交通にもたらされる前提条件設定の方針は、災害の種類や被害想定ではなく、災害によって公共交通にもたらされる前提条件設定の方針は、災害の種類や被害想定ではなく、災害によって公共交通にもたらされる

「「「「場面場面場面場面」の設定を重視する。」の設定を重視する。」の設定を重視する。」の設定を重視する。

⇒⇒⇒⇒理由理由理由理由1111：連携を必要とする「場面」に応じて関係者が行動する。（災害：連携を必要とする「場面」に応じて関係者が行動する。（災害：連携を必要とする「場面」に応じて関係者が行動する。（災害：連携を必要とする「場面」に応じて関係者が行動する。（災害≠≠≠≠連携）連携）連携）連携）

⇒⇒⇒⇒理由理由理由理由2222：災害の種類を問わない。（地震、津波、大雨洪水、大雪、竜巻など）：災害の種類を問わない。（地震、津波、大雨洪水、大雪、竜巻など）：災害の種類を問わない。（地震、津波、大雨洪水、大雪、竜巻など）：災害の種類を問わない。（地震、津波、大雨洪水、大雪、竜巻など）

方針

・交通事業者や乗務員、その他関係者から過去の災害時の「場面」と対策を聞き取るとともに、既

往の事例を参考にして、本指針で前提とする「場面」を設定

○前提とする災害のイメージ（地震、津波、台風、高潮、異常降雨、豪雪、大規模火災）

・面的に被災して、都市交通機能が崩壊

・河川の氾濫等により、幹線交通網が寸断

・気象条件等により、公共交通が運行しにくい

○検討対象エリア

・八戸市内と隣接市町村

前提条件

○車両の流失

○事務所、車庫の被災

○停電により連絡が不通

○旅客等の被災状況が不明

○避難者の移動が集中し交通の麻痺

○帰宅困難者が発生

○運行資源の不足

○マンパワーの不足

○燃料油の不足

○通行不能箇所が多数発生

○住民の問い合わせ殺到

○住民への運行情報提供不足

○他の事業者への応援要請の遅れ など

場面の例（主に災害後3日以内）

対象：

バス事業者

■地域防災計画における災害の想定

・東日本大震災以降各地で地震・津波の被害想定の見直しが進められており、本

市においても被害想定、ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの見直しが求められるが、本指針が前提とす

る災害の条件は、現時点では、市の地域防災計画の被害想定（平成８年青森県）

を前提とする。

・地域防災計画では、地震・津波については、太平洋側海溝型地震を想定してい

る。

・風水害等については、台風、高潮、異常降雨、豪雪、大規模火災等が想定され

ている。

■過去の主な災害履歴

○平成23年3月 ： 東日本大震災

○平成22年2月 ： チリ中部沿岸地震による津波

○平成6年12月 ： 三陸はるか沖地震

○昭和43年5月 ： 十勝沖地震

○昭和35年5月 ： チリ地震による津波被害



成果イメージ（指針の構成）成果イメージ（指針の構成）成果イメージ（指針の構成）成果イメージ（指針の構成）

緊急対応期

当日 ３日間 １週間

応急期

概ね

1ヶ月間

復旧期

概ね

1ヶ月間以降

避難・救援・安否確認 避難所生活

仮設住宅

生活

危機管理リスク管理 復旧支援

発災前

（平時）

日常

発災

情

報

運

行

誰が、何を、

どのように

・・・

・・・

１．総則

①指針の目的、構成、運用

②組織体制

③想定する災害の状況

２．方針

３．行動マニュアル（体制、運行、情報）

①全体の流れ ②発災前の備え

③緊急対応期 ④応急期

⑤復旧期 ⑥連絡先リスト

行動指針の構成（全体構成）

マニュアルの全体イメージ

災害時公共交通行動指針等策定事業の成果イメージ（2）

マニュアルの時系列別項目別整理イメージ

体

制

情報

収集

情報

発信

情報

共有

安全

確保

交通

資源

ｻｰﾋﾞｽ

提供

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

連携

管理

情報

連携

運行

連携

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

誰が、何を、

どのように

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

○当日の情報収集○当日の情報収集○当日の情報収集○当日の情報収集

誰が 何を どのように

行政（災害対策本部）

行政（都市政策課）

行政（運輸支局）

市営バス

（運行管理者、乗務員）

南部バス㈱

（運行管理者、乗務員）

十鉄㈱（運行管理者、乗務員）

タクシー協会（加入企業）

JR東日本（運行管理者、乗務員）

青い森鉄道

（運行管理者、乗務員）

国道管理者

県道管理者

市道管理者

八戸警察署



道路が被災して定期路線バスを運行できない場合の連携例



避難所までの緊急的な需要が発生した場合の連携例



今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール

【【【【Ｈ２４年度Ｈ２４年度Ｈ２４年度Ｈ２４年度】】】】

■第９回分科会（Ｈ２５年２月８日）■第９回分科会（Ｈ２５年２月８日）■第９回分科会（Ｈ２５年２月８日）■第９回分科会（Ｈ２５年２月８日）

・行動指針（修正案）の協議・行動指針（修正案）の協議・行動指針（修正案）の協議・行動指針（修正案）の協議

■八戸市地域公共交通会議（Ｈ２５年２月１９日）■八戸市地域公共交通会議（Ｈ２５年２月１９日）■八戸市地域公共交通会議（Ｈ２５年２月１９日）■八戸市地域公共交通会議（Ｈ２５年２月１９日）

・行動指針（案）の意見集約・行動指針（案）の意見集約・行動指針（案）の意見集約・行動指針（案）の意見集約

■情報共有シミュレーション訓練（Ｈ２５年２月２５日予定）■情報共有シミュレーション訓練（Ｈ２５年２月２５日予定）■情報共有シミュレーション訓練（Ｈ２５年２月２５日予定）■情報共有シミュレーション訓練（Ｈ２５年２月２５日予定）

・２／２５の・２／２５の・２／２５の・２／２５の12:20頃、震度６の地震発生、大津波警報発令の想定頃、震度６の地震発生、大津波警報発令の想定頃、震度６の地震発生、大津波警報発令の想定頃、震度６の地震発生、大津波警報発令の想定

・・・・13:20までにまでにまでにまでに関係機関は被災状況（運行状況を含む）を市に連絡（メール／ＦＡＸ）関係機関は被災状況（運行状況を含む）を市に連絡（メール／ＦＡＸ）関係機関は被災状況（運行状況を含む）を市に連絡（メール／ＦＡＸ）関係機関は被災状況（運行状況を含む）を市に連絡（メール／ＦＡＸ）

・市は一元化情報を関係機関に提供・市は一元化情報を関係機関に提供・市は一元化情報を関係機関に提供・市は一元化情報を関係機関に提供

・市は緊急情報発信システム（ほっとスルメール）で運行情報を試験配信する・市は緊急情報発信システム（ほっとスルメール）で運行情報を試験配信する・市は緊急情報発信システム（ほっとスルメール）で運行情報を試験配信する・市は緊急情報発信システム（ほっとスルメール）で運行情報を試験配信する

（中心市街地及び八戸駅の観光案内等へも情報提供）（中心市街地及び八戸駅の観光案内等へも情報提供）（中心市街地及び八戸駅の観光案内等へも情報提供）（中心市街地及び八戸駅の観光案内等へも情報提供）

■第１０回分科会（Ｈ２５年３月中旬）■第１０回分科会（Ｈ２５年３月中旬）■第１０回分科会（Ｈ２５年３月中旬）■第１０回分科会（Ｈ２５年３月中旬）

・行動指針（最終案）の審議・行動指針（最終案）の審議・行動指針（最終案）の審議・行動指針（最終案）の審議

■八戸市地域公共交通会議（Ｈ２５年３月下旬）■八戸市地域公共交通会議（Ｈ２５年３月下旬）■八戸市地域公共交通会議（Ｈ２５年３月下旬）■八戸市地域公共交通会議（Ｈ２５年３月下旬）

・分科会座長から行動指針の報告・分科会座長から行動指針の報告・分科会座長から行動指針の報告・分科会座長から行動指針の報告

【【【【Ｈ２５年度Ｈ２５年度Ｈ２５年度Ｈ２５年度】】】】

■八戸市地域防災計画の見直し■八戸市地域防災計画の見直し■八戸市地域防災計画の見直し■八戸市地域防災計画の見直し

・行動指針の基本方針を防災計画に位置づけ・行動指針の基本方針を防災計画に位置づけ・行動指針の基本方針を防災計画に位置づけ・行動指針の基本方針を防災計画に位置づけ


