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平成27年度に実施した利用促進策の概要

（参考：八戸市／動機付けパンフの配布・通学カタログの作成）

項 目 概 要 時 期

１．中学生向
けモビリティ・マ
ネジメント

・高校進学時に公共交通での通学を促すため、市内各高校
へ公共交通での通学方法をまとめた「通学カタログ」を市内全
中学別に作成

・動機付けパ レット、ツールバック、 、ひろさき
公共交通マップと共に全中学の3 生に配布

平成27 11月12日 12月21日

２．高校生向
けモビリティ・マ
ネジメント

・通学時の大鰐線な の公共交通 用を促すために、市内の
高校生向けの動機付けツールを配布

・手元に残ることを重視し、ブックカバー形式を採用
・高校別に通学 ） 載

平成27 12月11日 12月22日

３．トラベル・
フィードバック・
プログラム

・ 線 の 用促進を るために、 ート 形式での
用促進 「ト ル・ ー バック・プログ 」を

・ な 定を ために、「 駅 」の で

配布/回収期限：
平成27 12月22日/平成28 1
月5日

４．情報誌の
発行

・大鰐線に関係する様々な情報を「定期的・継続的に」届ける
ニューズレター「鰐びより」を配布

・ 月に

第１号：平成27 8月
第２号：平成27 10月
第３号：平成27 12月
第４号：平成28 ２月

５．企画切符
の作成・販売
利用促進

・中学生の 用促進のため、「中学生 」を作成 弘
南鉄道中央弘前駅及び大鰐駅で販売）

・通院 用の を 的とし 、「通院 し パス」を作成
大鰐線 内及び で配布）

◆中学生
平成27 11月5日販売開始

用期 ：平成27 12月5日
平成28 3月27日）

◆通院パス
平成27 12月5日配布開始
※平成28 継続
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概 要
・市内各高校への公共交通での通学方法をまとめた「通学カタログ」を弘前市内及び大鰐町

の全中学別に作成
・動機付けパンフレット、ツールバック、企画 の ラシ（中学生 ： 参 ）、
ひろさき公共交通マップと共に全中学の3 生に配布

ね ら い ・高校への進学を検討する段階から「公共交通での通学」を促す。

ツ ー ル
構 成

◆通学カタログ
・各中学校学区内の代表バス停を 線バスの系統別に 定し、これを起点として各高校の

校時刻に間に うバス時間・ 時間を整
・運賃（定期代含む）、所要時間を記載
・起点となる代表バス停と学区内の他バス停との関係がわかるよう系統図を記載
◆動機付けパンフレット
・ を って傊んでもらうために、「 く」ならない内 ・デザインに 勪し、 別に

、動機付け情報を活用した漫画形式のパンフレットを作成
・ 生徒：お と公共交通の関係の （ ビリティ・マ ジメントの定石）
・ 生徒： と公共交通の関係の （同上）
・大鰐線の 情報（時刻表・乗り りの 方・代表駅間の運賃）
◆ツールバック
・ツール一式をまとめて渡すバック
・普段から使っていただけるよう、部活道具・体操着等をいれられるランドリーバックを採

用

配布方法
・中学校傭にツールの勪図の説明、配布協 傟 を実施
・ツール一式を手渡し又は後日郵送（先生に配布していただく）

※石川中学校のみ、進学説明会会場で生徒・保護者に直接説明・配布

１．中学生向けＭＭ① （事実情報提供法・経験誘発法）
沿線高校への電車通学
を促す利用促進
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（動機付けパンフレット：観音開きＡ５仕上がり） （ランドリーバック）

沿線高校への電車通学
を促す利用促進１．中学生向けＭＭ② （配布ツール）
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沿線高校への電車通学
を促す利用促進１．中学生向けＭＭ② （配布ツール）

（通学カタログ）
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２．高校生ＭＭ① （事実情報提供法）
沿線高校への電車通学
を促す利用促進

概 要
・通学時の大鰐線な の公共交通 用を促すために、市内の高校生向けの動機付けツールを配布
・手元に残ることを重視し、ブックカバー形式を採用
・大鰐線の基本情報と動機付け情報を掲載
・ひろさき公共交通マップとセットで配布

ね ら い 大鰐線沿線高校への大鰐線での通学を促す。

ツ ー ル
構 成

◆動機付けツール（ブックカバー）
・表面（カバーにしたときの表面）は、弘前市公共交通網を元にデザイン（マップとして機

能より使ってもらえるデザインを重視）
・ やすい し の部 に、大鰐線時刻表・運賃表を記載
・中面に、高校（弘前高等学校、弘前中央高等学校、弘前工業高等学校、弘前実業高等学校

、東奥義塾高等学校）の通学実態を記載→「送迎交通が多い」ことの明示
・送迎交通の社会的デメリット（近 の ・ 勬 ）を記載
・送迎交通の個人的デメリット（ 心の 生えについて）を記載
・ の他、中央弘前駅での乗継割引、大鰐線沿線の スポットを記載

※ 高等学校、弘前南高等学校、弘前東高等学校について
…大鰐線・弘南線の時刻表・運賃表を記載
…通学実態についての調査結果がないため、沿線高校の平均値についてお知らせし、同様
の社会的・個人的デメリットを記載

配布方法 ・校 説明会で 説明・協 傟 を実施
・後日一式郵送（先生に配布していただく）
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２．高校生ＭＭ② ～配布ツール～
沿線高校への電車通学
を促す利用促進

（工業高校の例） ※学校別に情報、デザインを変更

高校の
場所に印

高校の
最寄駅を
明示

高校の通
学実態

（使用イメージ）
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３．TFPによる利用促進① ～概要～
沿線住民の
利用促進

概 要 ビリティ・マ ジメントの代表的な施策（アンケートに える で と 用勪図が
活性化する）「トラベル・フィードバック・プログラム：ＴＦＰ」を実施

ね ら い 大鰐線の 的な情報（運賃・時刻表・乗り方）に加え、お なサービス（企画 等）を
周知し、 用勪図（ 用してみようという勪 ）の活性化を図る。

具体内容

◆ ンケート 通 勺
◆対象： 駅周
◆規模：1,500世帯（各世帯2部配布）

①事前アンケート（12月22日配布／回収期限1月5日）
・「勶 の 用 」と「今後の 用勪向」を するアンケート調査を実施
・（ 動勪図・実 勪図の形成を促す）「 動プラン法」による調査 目を設定
・ わせて、「動機付け情報」として、大鰐線の勶 、 の 、 動 の 用の を

傲載した動機付け を配布（ の他、大鰐線を 用する 情報として運賃・時刻表、
用のきっかけ くりとして、企画 等のお な情報を傲載）

・ 用のきっかけ くりとして、「お試し （ 駅から/まで の片道券）」を配布
②事後アンケート（1月末配布予定）
・事前アンケートの約1 月後を目 に、事前アンケート回 者に対する事後調査を い、
「 用勪向」や「 用 」を「事前と事後で 」する。
③効果検証と今後の施策の検討
・事後アンケートで された 化と実 の 用者 の 化から、 用促進策の効果や今後

の施策 の検討を う。

配布・回
収方法

①事前アンケート：ポスティング配布・郵送回収
②事後アンケート：郵送配布・郵送回収

千年駅の選定理由千年駅の選定理由千年駅の選定理由千年駅の選定理由
大鰐線沿線人口（半径1㎞）で14%を占めている。
過年度調査「弘前市交通結節点ネットワーク調査業務（平成25年度）」で、小栗山、弘高下に継ぎ、人口に対

する１日当たりの利用者数の割合が低い駅として抽出。小栗山駅と比較して駅沿線に住宅が張り付いている
こと、中央弘前駅に近い弘高下駅よりも多様な意見が得られる可能性が高い。
乗合ジャンボタクシーの実証運行を実施した後であり、公共交通に対する関心も高く、平成26年度アンケート
調査で回答率が一番高かった（約21％ 有効回答数 全467）
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３．TFPによる利用促進① ～概要～

ポスティング
アンケート
回答

無料おためし券での
バス乗車

お
た
め
し
券

バス利用の
日常化

「折角なので、
おためし券で利用
してみようかしら」

「結構、大鰐線
もいいわね！」

（ねらい）

（調査票）
※一部

沿線住民の
利用促進

行動プランの作成

行動プランの作成

行動意図の形成

実行意図の形成
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（動機付け冊子 各世帯１部）

３．TFPによる利用促進② ～配布したツール～
沿線住民の
利用促進

（お試し乗車券 各世帯2部）

大鰐線の必要性

健康の話題

自動車の費用の話題

お得な情報

時刻表

運賃例乗り方
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４.ニューズレターの発行①（事実情報提供法）
住民の意識醸成を目指した

基礎的・継続的コミュニケーション

概 要 大鰐線の勶 や各 勚り み内 等を記載したニュー レターを継勸的に

ね ら い 大鰐線の「勶 」の な の醸成・「 する」機運の醸成・各施策のスムー な周知

構 成

◆第１号（8月）
・大鰐線の 用促進プロジェクトが まったことの周知
・コンソーシアムの設 、活動の周知
・大鰐線の勶 （ 用者 の動向）の周知
・中央弘前駅での鉄道－バス乗り継ぎ割引の周知
◆第２号（10月）
・コンソーシアムの活動の周知
・中学生 、通 んしんパスの周知
・中央弘前駅での鉄道－バス乗り継ぎ割引の再周知（適用を拡大）
◆第３号（12月）
・中学生 、通 んしんパスの再周知
・中央弘前駅-弘前駅間、 駅-勣募地区での乗 タクシーの実証運 についての周知
・大鰐線沿線イベントの紹介
・コンソーシアムの活動報告
◆第4号（2月）
・通 んしんパスの期間 周知
・大鰐線 用実 の効果検証（ 報値）
・りんくるHIROSAKI交通ポータルサイト開設のお知らせ（コンソ活動報告）
・沿線の方へのインタビュー（鰐come 事 ）

配布方法 沿線の8,000世帯にポスティング配布



12

４.ニューズレターの発行②（事実情報提供法）
住民の意識醸成を目指した

基礎的・継続的コミュニケーション

創刊号（平成27年8月配布）
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第２号（平成27年10月配布）

４.ニューズレターの発行③（事実情報提供法）
住民の意識醸成を目指した

基礎的・継続的コミュニケーション
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第３号（平成27年12月配布）

４.ニューズレターの発行④（事実情報提供法）
住民の意識醸成を目指した

基礎的・継続的コミュニケーション
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第4号（平成28年2月配布）

４.ニューズレターの発行④（事実情報提供法）
住民の意識醸成を目指した

基礎的・継続的コミュニケーション
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（中学生応援切符の周知チラシ・ポスター） （中学生応援切符本体）

５．企画切符の販売による利用促進②（経験誘発法）
地域連携による
多様な利用促進
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（通院あんしんパスの周知チラシ・ポスター） （通院あんしんパス本体）

５．企画切符の販売による利用促進③（経験誘発法）
地域連携による
多様な利用促進
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平成２７年度利用促進策
（その他）
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平成27年度 つながれ！大鰐線 つなごう！みんなの交通コンソーシアム活動報告について

概 要 平成27 7月 3日 交通コンソーシアム設 会
平成27 8月10日 交通コンソーシアム設 会

ね ら い
「 」「弘南バス・弘南鉄道」「 （弘前市・大鰐町）」が協 ・地 連携し、公共交通を
近なものととらえる機運を醸成するとともに大鰐線をはじめとする公共交通の活性化を図ることを
目的とする。

具体内容
(H27実施）

（１）新規転入者を対象とした情報誌やガイドブック等の作成・配布
勠市及び大鰐町の公共交通に関する情報 （ 線・ イ ・運賃等）や、公共交通沿線、 に

大鰐線沿線の 紹介。 ほっとvol.3   (H・O・T Managers作成)
（2）大鰐線沿線のイベントを活用した 用促進の実施

・勽弘 街や鰐Comとコラボしたイベントの実施
夏バル（平成27 7月4日）、冬バル（平成28 2月6日）

（大鰐線DEハロウィン＆コスプレイベント（平成27 10月31日 コンソーシアム協賛）
・東勾 期大学保 ＆弘前実業高校服飾手芸部＆弘南鉄道（株）

こども向け大鰐線シールラリーを実施し、たくさん乗 してくれた にぽっぽや体験
・東勾コン ューター 学校学生 交通コンソーシアムホームページの作成

スケジュ
ール

平成27 7月3日 設 会
平成27 7月4日 夏バル（中央弘前駅でミニバル）
平成27 8月10日 設 会
平成27 7月27日~10月18日 ラッセル君シール配布
平成27 10月31日 ぽっぽや体験イベント

（参加者40人＋スタッフ14人）
（同日開催 大鰐線DEハロウィン＆コスプレイベント）

平成28 2月6日 冬バル（中央弘前駅でスープふるまい等）
平成28 3月11日 りんくるHIROSAKI公共交通ポータルサイト開設 コンソーシアム設立会の様子
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コンソーシアムイメージ図
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コンソーシアム活動報告①_大鰐線シールラリー
活動参加者 内容

企画・協 東勾 期大学保 学生 シール台紙作成
＆体験イベント

協 弘南鉄道（株） ラッセル君シール作成
＆体験イベント

勿 弘前実業高等学校服飾手芸部 体験イベント用制服
＆制帽作成

コンソーシアム事務局 周知＆体験イベント
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コンソーシアム活動報告②_ホームページ＆フェイスブック作成
活動参加者 内容

企画・製作 東勾コン ューター 学校学生
（1 生 5人＋教頭先生三上先生）

交通コンソーシアム＆公共交通を紹介する
ホームページを授業で作成

協 コンソーシアム事務局 交通事業者等との調整

活動参加者 内容
企画・製作 コンソーシアム代表 大野悠貴さん 交通コンソーシアム ロゴ作成

交通コンソーシアム フェイスブック作成(今後運用）
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平成27年度 コンソーシアム以外で弘前市が実施した取組

項 目 概 要 時 期

№1
二次交通連携
パークアンドライド
実証実験

弘南鉄道大鰐線定期 用者に対し、弘前学 大前駅
（5名）、 駅（5名）、松木平駅（4名）、石川
駅（4名）において、 で できる 場を
するパークアンドライドを実施。

平成27 9月1日
平成28 3月31日

【社会実験】

№2
中心市街地公共交通
アクセス向上社会実
験

弘南鉄道大鰐線中央弘前駅と 定された 線バス停を
乗り継いだ場 、通 から100円割り引く社会
実験を実施。【弘南鉄道＋弘南バス】

平成27 10月10日
平成28 3月31日

【社会実験】

№3
シャトルバスの試験
運

中央弘前駅 弘前駅、 駅 勣募・ 野地区の
2 線において、ジャンボタクシーを使った乗 タ
クシーを使った実証運 を実施。

平成27 12月7日
平成27 12月20日

【社会実験】

№4
大鰐線 用者の公

化

大鰐線に乗 し中央弘前駅において乗 証明証を け
勚ると、「弘前さくらまつり」「弘前 と ま
つり」の 施設が となる勚 を実施。

【弘前さくらまつり】
平成27 4月18日

平成27 5月10日
【弘前 と まつ
り】
平成27 10月16日

平成27 11月8日


