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参考③ 釜石市における交通サービス等の提供状況 

概要 

○広域交通 

【高速バス】 

 岩手県の要請により、道路が通行可能になった 1週間後には運行された。燃料が不足する

時期でもあり、内陸部の拠点都市である盛岡市へのバスを優先的に運行されている。 

モビリティの再開状況 トピック 

・岩手県からの要請もあり、岩手県交通は震災 1週間

後の 3/18 から内陸部の拠点である盛岡市と釜石市

との路線を運行。 

・警察庁が高速バスにも緊急交通路

の通行を許可（3/15）。 

・国道 283 号は釜石から花巻で、一

般車両が通行可能（3/17）。 

 

○地域間交通 

【鉄道代替バス】 

鉄道の運行再開や鉄道沿線の高校の授業再開に合わせて、鉄道の運休区間で鉄道代替バス

が運行されている。 

モビリティの再開状況 トピック 

・鉄道代替バスは、3/25～3/28 に JR 釜石線の花巻～

釜石間で運行（3/29 からは、運休区間の遠野～釜石

間に切り替えて 4/6 まで運行）。 

・県立釜石高校の始業式に合わせて 4/12 からは、三

陸鉄道南リアス線の代替バスが盛駅前～釜石高校

間で運行。 

・JR 釜石線は、花巻～遠野間の運行

を再開（3/28～）。 

・JR 釜石線は、遠野～釜石間の運転

を再開（4/6～）。 

・県立釜石高校の授業が再開

（4/12）。 

 

【市内巡回バス】 

 他のバスに比べて早い時期に運行が再開した。既存の路線バスの起点を鈴子町（教育セン

ター、釜石駅近傍）に見直したバス路線を運行した。この路線は、震災前から効率化のため

に検討されていたもの。8 月以降には、通院や買い物での利用者から乗換に対する不満が多

かったため、乗換が不要な「まちなか循環バス」を運行している。 

モビリティの再開状況 トピック 

・震災翌日には沿岸部の孤立地区から避難所までの被

災者の輸送を行った。 

・3/16 からは、既存の路線バスに近い路線で 6路線の

巡回バスを無料で運行。 

・4/12 からは、バスが入れない地区の避難所や残存集

落にワゴン車等でも運行。 

・震災後の路線に対する不満を解消するため、8/4 か

ら「まちなか（病院・買物）循環バス」を試験的に

運行。 

・震災後のバス路線には、効率的で

あるが、通院時には乗り換えが必

要で不便との声が多かった。 

・無料で運行していた路線バスを

100 円のワンコインバスへと変更

（8/1～）。 

・釜石市内の避難所が解散（8/10）
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【入浴支援バス】 

 複数の入浴支援が行われた。これに対して市の災害対策本部では、浴場を提供した施設と

避難所を結ぶ入浴支援バスを運行している。 

モビリティの再開状況 トピック 

・3/29～7/9 の間、新日鉄釜石製鉄所と避難所を結ぶ

入浴支援バスの運行。 

・遠野市のたかむろ水光園と避難所を結ぶ入浴支援バ

スの運行。 

・この他、短期的な入浴サービスに対しても、避難所

と入浴施設との間を結ぶ入浴支援バスを運行。 

・新日鉄釜石製鉄所が入浴施設を開

放（3/29～7/9） 

・遠野市のたかむろ水光園では、被

災者に入浴施設を開放 

・国土交通省では、客船「ふじ丸」

を 利 用 し た 入 浴 支 援 を 実 施

（4/13・4/14） 
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■釜石市におけるモビリティ確保に向けた取り組みの時系列変化 

 

 

 

 

 

 

 

・地震発生 ・余震の発生

・大津波警報

・津波警報

・津波注意報

3/11 全線で通行止め 3/24 緊急交通路指定が全面解除→東北道全線で一般車両の通行再開

3/12 東北道が緊急交通路に指定され一般車両の通行不可（三陸道は3/ 3/30 三陸道全線で一般車両の通行再開

3/15 高速バスにも緊急交通路の通行許可

3/12　国道283号（花巻～釜石）　緊急車両通行可 4/10 国道45号と6号は全線で一般車両通行可（一部迂回路あり） 6/26 国道45号の小泉大橋（本吉地域）に仮橋設置

3/15　国道45号（大船渡～釜石）　通行可

3/16 内陸部と沿岸部を結ぶ国道で一般車両の通行可

3/17　国道45号（宮古～釜石）　通行可

3/18 国道4号が全線で通行可能

4/12 山形新幹線は全線で運転再開 4/29 東北新幹線は全線で運転再開

3/28 4/6

釜石線（花巻～遠野）再開 釜石線（遠野～釜石）運転再開（全線再開）

※名称の前に書かれている文字は、運行の担い手を示す。岩：岩手県交通、ＪＲ：ＪＲ東北バス、市：釜石市

市 入浴送迎バス（クリーンセンター（平田））

市 遺体安置所シャトルバス

市 小中学校スクールバス

バスでは運行できない
地域への小型車両
による市内巡回バス

その他

岩手県バス
協会会員事

業者

内陸への一時移動

市 入浴送迎バス（製鐵所の風呂）

市 入浴送迎バス（たかむろ水光園・遠野市）

市 入浴送迎バス（客船「ふじ丸」）

地域内

岩 緊急的なバスの運行

路線バス

市内巡回バス
※既存の路線バスの
起点等を見直し再開
（釜石市内）

まちなか循環バス
（試験運行）

岩旅

岩 路線バス（釜石～大槌）

釜石～東京間（けせんライナー）

地域間

鉄道代替

ＪＲ ＪＲ釜石線代行バス（花巻～釜石間）

岩 盛駅前－釜石高校間のバス

岩 釜石高校－大船渡病院間のバス

路線バス

　
交
通
サ
ー

ビ
ス
の
再
開
状
況

広域
高速バス・
都市間バス

岩 釜石～盛岡間バス

岩 釜石～東京間バス（遠野釜石号）

岩 釜石～仙台間バス

岩

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
状
況

入浴
臨時に開設又は

被災者に開放された
入浴施設

医療施設

救護所

巡回診療

既存施設の再開

商業施設

既存施設の再開

移動販売

交通
基盤

道路

高速道路

国道

鉄道
新幹線

その他鉄道

21日 1日 11日 21日

地震発生と津波警報

都市
機能

避難所・仮設住宅

21日 1日 11日 21日 1日 11日21日 1日 11日 21日 1日 11日

8月 （約5カ月後） 9月 （約6カ月後） 10月(約7カ月後) 11月(約8カ月後)

11日（発災直後） 21日（震災10日後） 1日（20日後） 11日（30日後） 21日（40日後） 1日

3月 4月 5月 （約2カ月後） 6月 （約3カ月後） 7月 （約4カ月後）

11日 21日 1日 11日

6/20～7/21 市内の医療機関による巡回診療

応急期 復旧期緊急対応期

3/18

3/25～ ・3/29～ 遠野～釜石

3/29～7/9

3/24～6/20

3/14・15～4/5

4/4～ ・ 5/15～大槌発

4/4～

4/13・14

・3/16～4/11※無料

教育センター（鈴子町）－荒川（唐丹町）

教育センター（鈴子町）－大橋（甲子町）
教育センター(鈴子町)－小佐野ｺﾐｭﾆﾃｨ会館(小佐野町)

教育センター(鈴子町)－小川(小川町)

教育センター（鈴子町）－旧釜石一中（天神町）

教育センター（鈴子町）－中村(橋野町)

・4/12～6/5 ※無料

教育センター（鈴子町）－大石（唐丹町）

教育センター（鈴子町）－大橋（甲子町）
教育センター(鈴子町)－国立病院(定内町)

教育センター(鈴子町)－小川(小川町)

教育センター（鈴子町）－東前（東前町）

教育センター（鈴子町）－中村(橋野町)

4/12～

4/19以降順次

5/8～

6/1～

・6/6～7/31 ※無料

教育センター（鈴子町）－大石（唐丹町）

教育センター(鈴子町)－釜石大観音(大平町)
教育センター（鈴子町）－大橋（甲子町）

教育センター(鈴子町)－国立病院(定内町)

教育センター(鈴子町)－小川(小川町)

教育センター（鈴子町）－東前（東前町）

教育センター(鈴子町)－箱崎白浜(箱崎町)

教育センター（鈴子町）－中村(橋野町)(日向地区経由)

7/19～29

・8/1～ ※ワンコインバス

教育センター（鈴子町）－大石（唐丹町）

教育センター(鈴子町)－釜石大観音(大平町)
教育センター（鈴子町）－大橋（甲子町）

教育センター(鈴子町)－国立病院(定内町)

教育センター(鈴子町)－小川(小川町)

教育センター（鈴子町）－東前（東前町）

教育センター(鈴子町)－箱崎白浜(箱崎町)

教育センター（鈴子町）－中村(橋野町)(日向地区経由)

・6/6～7/31 ※無料

上大畑(甲子町)－赤浜(大槌町)

上大畑(甲子町)－道の駅やまだ(山田町)

・4/12～6/5 ※無料

県立釜石病院(甲子町)－赤浜(大槌町)

上大畑(甲子町)－道の駅やまだ(山田町)

・8/1～ ※通常料金

上大畑(甲子町)－赤浜(大槌町)

上大畑(甲子町)－道の駅やまだ(山田町)

・3/27～4/11 ※無料

県立釜石病院(甲子町)－浪板(大槌町)

3/27～

3/19 仮設住宅の着工

8/10避難所が解散市内では 大66カ所の避難所で、9883人が避難

4月中旬入居開始

各交通の運行期間を示す矢印の色は交通サービスの担い手を示す。 主に交通事業者 主に自治体

三陸鉄道南リアス線代替

4/12～6/5

・外山(鵜住居町)－片岸(片岸町)

片岸(片岸町)－仮宿(箱崎町)   ※無料

3/19～7/15 自衛隊設置の入浴施設

3/29～7/9 新日鉄釜石製鉄所の大浴場の避難者への開放

3/24～6/20 釜石市の宿泊施設の入浴場の避難者への開放

3/13～5/25 鈴子広場（日赤）

3/15～4/14 旧釜石第一中（日赤）

3/15～4/14 栗林小（日赤）

3/？～4/10 釜石高校（自衛隊）

～7/20 県外の救援隊による巡回診療

3/14～ ジョイス釜石店

4/15～5月頃？ ジョイス 移動販売（鵜住居・栗林地区）3/19～29 岩手生協 移動販売

3/17～ マイヤ 釜石店・野田店・サンパルク店

9/21 仮設商店街 復興天神15商店街

10/31 仮設商店街 鵜はまなす商店街

3/14～ サンデー釜石店

～3/27 通常診療再開 県立釜石病院

仮設店舗

7/19～29 クリーンセンター（平田）入浴場の避難者への開放

・8/4～ ※ワンコインバス）

まちなか（病院・買物）循環バス（試験運行）

8/4～

・被災者を内陸に一時移動（～3/25：25人3/26：188人、3/30：153 人、4/4：107人、4/11：17人、4/18：57人、4/25：25人、5/2：29人、5/9：24人 計625人）

3/26～5/9 5/30～7/22

・被災者を内陸に一時移動した被災者の帰宅（5/30,6/9,6/16,6/23,6/30,7/7,7/22）

・3/12～15

避難所への輸送等
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事例 No １０８ 時期 復旧期 類型 高速バス・都市間バス 

名称等 釜石～盛岡間バス 

担い手 岩手県交通 

概要 
岩手県からの要請により岩手県交通は、燃料不足も考慮して内陸部の拠点

である盛岡市と釜石市との路線を 3/18 から運行。 

 

（岩手県資料「震災後の公共交通確保の取組みについて」）
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事例 No １０９ 時期 復旧期 類型 高速バス・都市間バス 

名称等 釜石～東京間バス（遠野釜石号）の運行再開 

担い手 岩手県交通 

概要 
岩手県交通では、4/4 から釜石～東京間を結ぶ「遠野釜石号」の運転を再

開。 

  
（釜石市災害対策本部情報 2011 年 4 月 4 日）

（岩手県交通公表資料）
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事例 No １１０ 時期 復旧期 類型 高速バス・都市間バス 

名称等 釜石～仙台間バス（釜石仙台線）の運行再開 

担い手 岩手県交通 

概要 
岩手県交通では、4/4 から釜石～東京間を結ぶ「釜石仙台線」の運転を再

開。 

 
（釜石市災害対策本部情報 2011 年 4 月 4 日）

（岩手県交通公表資料）
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事例 No １１１ 時期 復旧期 類型 高速バス・都市間バス 

名称等 釜石～東京間（けせんライナー線）の運行再開 

担い手 岩手県交通 

概要 
3/27 からは、路線バス（釜石～大槌間）が運行を再開する。運行再開当

初は無料で運行されていたが、8/1 からは通常料金で運行。 

  
（釜石市災害対策本部情報 2011 年 6 月 1 日）

 
（岩手県交通公表資料）
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事例 No １１２ 時期 復旧期 類型 鉄道代替バス 

名称等 JR 釜石線代行バス（花巻～釜石間） 

担い手 JR 東北バス 

概要 
JR 東北バスでは、3/25 より花巻～釜石間で代行バスを 1 日 3 往復運行。

 

（交通新聞 2011 年 3 月 28 日）

  

 
（岩手県資料「広域幹線交通（運行見通し含む）の現状と対応」）

 

事例 No １１３ 時期 復旧期 類型 鉄道代替バス 

名称等 鉄道代替バス（盛駅前～釜石高校、釜石高校～大船渡病院）の運行 

担い手 岩手県交通 

概要 

岩手県交通では、4/12 から盛駅前～釜石高校、5/8 から釜石高校～大船

渡病院間の鉄道代替バスを運行。いずれも 1 乗車につき 500 円（大人）

で運行。 

 
（釜石市災害対策本部情報 2011 年 4 月 12 日）

 

（釜石市災害対策本部情報 2011 年 5 月 8 日）
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事例 No １１４ 時期 復旧期 類型 入浴送迎バス

名称等 製鉄所の風呂への入浴送迎バス 

担い手 釜石市 

概要 

新日鉄釜石製鉄所線材工場が大浴場を開放。3/29～7/9 の間、避難所

から大浴場を結ぶバスを災害対策本部が運行。 

 

 

（釜石市災害対策本部情報 2011 年 7 月 9 日）

 

 

事例 No １１５ 時期 復旧期 類型 入浴送迎バス

名称等 遠野市の「たかむろ水光園」への入浴支援バスを運行 

担い手 釜石市 

概要 

遠野市の協力により、「たかむろ水光園」での入浴を実施。3/24～6/20

の間、避難所と「たかむろ水光園」を結ぶバスを災害対策本部が運行。

 

 

（釜石市災害対策本部情報 2011 年 6 月 20 日）
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事例 No １１６ 時期 復旧期 類型 遺体安置所送迎バス 

名称等 遺体安置所へ巡回バスを運行 

担い手 釜石市 

概要 

市内 3 カ所の遺体安置所へ巡回バスを運行した。八雲町、小佐野町方面へは

1 日 7 便、鵜住居方面へは 1 日 4 便が運行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（釜石市災害対策本部情報 2011 年 3 月 21 日）
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事例 No １１７ 時期 復旧期 類型 地域間バス 

名称等 路線バス（釜石～大槌） 

担い手 岩手県交通 

概要 

3/27 から地域間を結ぶ路線バスが運行再開。7/31 までは無料で運行さ

れたが、8/1 以降は、1 乗車 100 円で運行。 

 

 

（釜石市災害対策本部情報 2011 年 3 月 30 日）

（釜石市災害対策本部情報 2011 年 7 月 29 日）
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事例 No １１８ 時期 応急～復旧期 類型 路線バス 

名称等 市内巡回バスの運行 

担い手 岩手県交通 

概要 

発災翌日の 3/12 からは、沿岸部の孤立地区から避難所までの被災者の輸

送を行った。（釜石市ヒアリング） 

その後、3/16 からは道路の開通状況に合わせて、鈴子町（教育センター、

釜石駅近傍）を起点とした既存のバス路線に近い循環バスを無料で運行。

7/31 までは、無料で運行されたが、8/1 から有料のワンコインバスで運

行された。 

 
（釜石市災害対策本部情報 2011 年 3 月 30 日）

 
（釜石市広報 2011 年 8 月臨時号）
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事例 No １１９ 時期 復旧期 類型 路線バス 

名称等 まちなか循環バスの試験運行 

担い手 岩手県交通 

概要 
8/4 からは、ワンコインバスとして「まちなか（病院・買物）循環バス」

が試験運行。 

 

（釜石市災害対策本部情報 No234 2011 年 8 月 4 日）

 

 
（釜石営業所管内バス時刻表（ワンコインバス） 平成 23 年 12 月 19 日改正）

 

事例 No １２０ 時期 復旧期 類型 路線バス 

名称等 バスでは運行できない地域への小型車両による市内循環バス 

担い手 岩手旅行社 

概要 

中型バスが入れない地区の避難所や残存集落について、岩手旅行社（貸切

事業者）に依頼し、ワゴン車・マイクロバスで運行した（4/12～6/5）。

既存のバス路線の区間とそうでない区間がある。（釜石市ヒアリング） 

 

 

（釜石市災害対策本部情報 2011 年 4 月 12 日）

 


