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１． 八戸市のご紹介 「横丁文化」



１． 八戸市のご紹介 「八戸三社大祭」



１． 八戸市のご紹介 「食彩」

八戸せんべい汁

ご当地グルメの祭典！
Ｂ－１グランプリ in 厚木（2010年度）
ブロンズグランプリ（第３位）



１． 八戸市のご紹介 「朝市文化」



１． 八戸市のご紹介 「うみねこ繁殖地・蕪島」



２． 八戸市の被災状況 ～総合的視点から～

■地震等の概要
震度５強（八戸市内）、津波最大波４．２ｍ
避難所開設６９か所、最大避難者９，２５７人
■被害総額
約９１１億円
■人的被害
死亡１名（岩手県内での死者４名）
行方丌明者１名（岩手県内での行方丌明者１名）
重傷１０名、軽傷１２名
■建物被害
全壊 249棟
大規模半壊 １８３棟
半壊 ６１５棟
■ライフライン被害
電気 全域停電→3.12翌朝大半復旧→4.6全域復旧
都市ガス 大口需要家12件供給停止→3/14復旧
水道 南郷区一部で取水停止→復旧

H23.6.10現在



２． 八戸市の被災状況 ～総合的視点から～

■港湾・漁港関係の被害
船舶被害 漁船 滅失174隻・破損150隻
港湾施設 防波堤・岸壁等の破損、倒壊、沈下など多数

（北防波堤 延長約3,500ｍのうち、約1,500ｍ倒壊）
立地企業 製紙、非鉄金属・鉄鋼、飼料コンビナート、油槽所等被害多数
外貿航路 コンテナ航路運行休止→7月までに主要航路再開



２． 八戸市の被災状況 ～浜市川地区～

■浸水想定区域を越えた浸水で、236棟が浸水
・防潮堤整備計画1,396ｍのうち、未完成の142ｍから津波が浸入
全壊143棟、大規模半壊23棟、半壊70棟
家屋浸水のほか、いちご栽培ハウス浸水等被害多数



２． 八戸市の被災状況 ～臨海工業地帯～

■臨海工業地帯の進出企業操業停止
製紙、非鉄金属、鉄鋼、飼料コンビナート、石油コンビナート等被災



２． 八戸市の被災状況 ～館鼻漁港付近～

■船舶被害多数、住宅地浸水、HACCP施設等漁港施設被害多数
湊・白銀地区 被災家屋447棟
（全壊16棟、大規模半壊146棟、半壊185棟）



２． 八戸市の被災状況 ～鮫・南浜地区～

■天然記念物・蕪島、名勝種差海岸等観光施設被害多数
鮫・南浜地区 被災家屋129棟
（全壊62棟、大規模半壊34棟、半壊33棟）



３． 八戸市の被災状況 ～交通の視点から～

■鉄道の被災状況
１）ＪＲ東北新幹線（東京～新青森）

H23.3.11 地震発生→運休
H23.4.29 全線運転再開（暫定ダイヤ） →秋頃通常ダイヤへ
大型連休乗降客、前年比で半減（八戸～新青森）

２）ＪＲ八戸線（八戸～久慈）
H23.3.11 地震発生→運休
H23.3.18 八戸～鮫間運転再開（暫定ダイヤ）
H23.4.24 鮫～階上間運転再開（暫定ダイヤ）

→階上～種市間8月中頃再開予定、
種市～久慈間は復旧見込みたたず

３）在来線・青い森鉄道（目時～青森）
H23.3.11 地震発生→運休
H23.3.17 全線運転再開（3/22平常ダイヤ）

橋げた流出八戸線（宿戸～陸中八木）

線路流出八戸線（宿戸～陸中八木）



３． 八戸市の被災状況 ～交通の視点から～

■船舶系の被災状況

○フェリー航路（八戸～苫小牧：1日4往復）
H23.3.11 地震発生→運行休止
H23.3.25 青森～苫小牧の代替運行で再開
H23.7.11 八戸～苫小牧で運行再開



３． 八戸市の被災状況 ～交通の視点から～

■バス運行の被災状況
燃料調達の見通しただす変則ダイヤで運行
１）市営バス

H23.3.11 一部運休（15時～）
H23.3.12～変則ダイヤ運行
H23.4.01 通常運行再開

２）南部バス
H23.3.11～3.12 一部運休
H23.3.13 全線運休
H23.3.14～変則ダイヤ運行
H23.4.01 通常運行再開

３）十和田観光電鉄
H23.3.11 一部運休
H23.3.12～3.15 平常運行
H23.3.16～4.3 変則ダイヤ運行

（3.19～3.21運休）
H23.4.04 通常運行再開



２． 八戸市の被災状況 ～交通の視点から～



２． 八戸市の被災状況 ～交通の視点から～



４． 震災による人々の行動・意識の変化①

■事業所アンケートの実施

（目 的）
①震災をきっかけに、燃料丌足によるマイカー利用の抑制等の社会的制
約の経験が、バス利用意識に変化を及ぼしたかを把握する（特に、通
勤時の利用に着目）

②非常時における公共交通（路線バス）の重要性を確認

（実施方法）
・実施時期：6月27日（月）～7月8日（金）
・配布物 ：調査票／A3（中折）、両面モノクロ
・配布地域：中心市街地の事業者（18事業所）
・配布部数：525部＋1事業所ではE-mail配信
・配布方法：スタッフによる訪問配布＋Ｅ-mailによる配信
・回収方法：スタッフによる訪問回収＋Ｅ-mailによる回収
・回収部数：753部（うち、直接配布・回収による回収：377部／回収率71.8％）



４． 震災による人々の行動・意識の変化②

性 別 年 齢

■属 性

男性
51%

女性
49%

N=752

30代

28%

40代

27%

50代
24%

70代
0% 20代

15%

10代
1%

60代
5%

N=752

男女比はほぼ１対１、年齢層も様々であり、
代表性のある回答者を得ることができた。



４． 震災による人々の行動・意識の変化③

勤務形態 自動車保有状況

■属 性

その他
3%
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る
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ほとんどの人が「自由に使える自分専用にクルマ」を保有していたが、
「家族共用のクルマ」を含め、自動車利用に制限のある人が１／４存在した。



４． 震災による人々の行動・意識の変化④

震災発生から2週間の間のマイカー利用
頻度の変化

マイカーの代替手段
（複数選択項目）

少し増え
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■移動手段の変化①

ガソリンの供給に制限があった震災後約2週間の間も、マイカー利用頻度の割合
が減ったのは３割程度であった。
マイカー利用が減った人の代替手段として、バスが3割以上の人に利用されていた。



４． 震災による人々の行動・意識の変化⑤

現在の自動車利用の変化 現在のバス利用の変化

608 67
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175（24.0％） 507（69.6％）

10（1.4％）

6（0.8％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤時

通勤以外（普段）

とても減った 少し減った 変わらなかった

少し増えた とても増えた

669

683

5（0.7％）

4（0.5％）

6（0.8％）

7（1.0％） 34（4.7％）

43（5.8％）

11（1.5％）

3（0.4％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤時

通勤以外（普段）

とても減った 少し減った 変わらなかった

少し増えた とても増えた

■移動手段の変化②

「現在の」自動車利用は、通勤時に1割以上、それ以外では3割近くが「減少」し、
「現在の」バス利用は、通勤時、それ以外ともに６％程度増加している。



４． 震災による人々の行動・意識の変化⑥

■まとめ
震災時には、バス利用の一時的な利用が多くみられたが、
その後（現在）においてもなお、
バス利用が継続されており、特に自動車利用の抑制が続いている。

（一方で)

公共交通の重要性認知の
向上などについては、「そう
思わない」人々よりは少な
い・・・
→公共交通の役割・重要
性をよりPRしていく必要が
あり。
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５． 公共交通への取り組み①

奇しくも「危機的状況」の経験による行動変容の結果、

非常時の代々手段としての公共交通重要性が確認された。

→公共交通の充実・利用促進への取り組みを一層行っ
ていくべき！

▲中心街－八戸駅間の共同運行 ▲市内全路線を網羅したバスマップ



５． 公共交通への取り組み②

八戸市地域公共交通会議
『平成23年度地域公共交通活性化・再生優良団体』として国土交通
大臣表彰を授与された。

▲表彰状

▲表彰式後の一枚



ご清聴いただき、ありがとうございました。


