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東北圏広域地方計画及び東北ブロックの社会資本の
重点整備方針に対する意見募集について
～意見募集に関する説明会も開催いたします～

「広域地方計画」は広域ブロックにおける国土づくりの将来像や地域戦略等を示す
ものであり、また、「地方ブロックの社会資本の重点整備方針（以下、「地方重点方
針」）」はそれを実現するための社会資本整備の具体的な方針を示すものであり、両者
は、今後の各ブロックをかたちづくっていく上で根幹となる、まさに「車の両輪」と
なって機能するものです。

広域地方計画及び地方重点方針については、それぞれ平成２０年７月４日の国土形
成計画（全国計画）の閣議決定、平成２１年３月３１日の社会資本整備重点計画の閣
議決定を踏まえて検討を進めているところであり、今後、本年夏頃を目途に策定する
予定としております。

この策定にあたっては、各ブロックが持つ地理的・経済社会的・文化的条件等にお
ける地域特性を踏まえた独自性や多様性を重視しつつ、地域のニーズ等を十分に踏ま
えた計画づくりが非常に重要となりますので、広域地方計画 計画原案及び地方ブロ
ックの社会資本の重点整備方針（素案）に対して、広く国民の皆様からのご意見を募
集します。

なお、ご意見募集の実施要領につきましては、広域地方計画は（別紙１）を、地方
重点方針は（別紙２）をご参照願います。

また、この意見募集に関わる説明会（別紙３）を東北圏の主要都市において、平成
２１年６月１７日から平成２１年６月２８日までの間に実施いたしますので、あわせ
てお知らせいたします。

◆ 意見募集の概要 ◆

■意見募集期間 平成２１年６月１１日（木） ～ 平成２１年７月１０日（金）

■意見募集の対象 ・東北圏広域地方計画 計画原案
・東北ブロックの社会資本の重点整備方針（素案）

■説明会の開催 東北圏の主要都市において説明会を開催（詳細は別紙３参照）

<発表記者会>：宮城県政記者会、新潟県政記者クラブ、新県政記者クラブ、
東北電力記者会、東北専門記者会

問い合わせ先

【東北圏広域地方計画の内容については】
国土交通省 東北地方整備局 022-266-0014

東北圏広域地方計画推進室 総括副室長 小林 孝
副 室 長 原田 吉信

国土交通省 東北運輸局 022-791-7507
東北圏広域地方計画推進室 副 室 長 菊池 憲満

【東北ブロックの社会資本の重点整備方針の内容については】
国土交通省 東北地方整備局 022-225-2171（代表）

企画部 環境調整官 原田 吉信 （内線3114）
企画部 企画課 課 長 補 佐 樋口 和則 （内線3153）



東北圏広域地方計画に係る意見募集要領 
 
 

現在、国土交通省では、昨年７月に閣議決定されました国土形成計画（全国計画）を踏まえ、

各広域ブロックにおける国土づくりの将来像や地域戦略等を示す広域地方計画の検討を進めて

いるところです。広域地方計画の策定に当たっては、地方自治体、経済団体及び国の地方支分

部局からなる広域地方計画協議会における検討が積み重ねられてきたところであり、これを踏

まえ、この度、各広域地方計画の計画原案を作成いたしましたので、国土形成計画法第９条第

３項の規定により、広く国民の皆様からのご意見を募集します。 
 

■意見募集の期間  平成２１年６月１１日（木）～ 平成２１年７月１０日（金） 
 
■意見募集の対象  東北圏広域地方計画 計画原案 
 
■資料の入手方法 （１）東北圏広域地方計画推進室ホームページ 

            http://www.thr.mlit.go.jp/kokudo/ 

 （２）窓口での配付 

            国土交通省東北地方整備局東北圏広域地方計画推進室 

             〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 

                  （３）郵送（国内のみ） 

「東北圏広域地方計画 計画原案 郵送希望」と明記し、返信用封筒（Ａ

４版封筒に、氏名、住所を記載の上、240円分の切手を貼付したもの。）

を同封の上、以下宛にお送り下さい。 

  〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 

国土交通省 東北地方整備局 東北圏広域地方計画推進室 宛 
 
■意見の提出方法  別添１の意見提出様式にしたがって、次のいずれかの方法によりご意見

をご提出ください。 
 

（１）電子メール 

・東北圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛 で 題名を「東北圏広

域地方計画 計画原案に対する意見」として、テキスト形式でご提出

ください。 

 ・メールアドレス  kou-suishin2@thr.mlit.go.jp 
 

（２）ＦＡＸ 

・東北圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛 でご提出ください。 

 FAX番号（022-266-0024） 
 

（３）郵送 

・東北圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛 で送付ください。 

住所：〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 

   国土交通省 東北地方整備局 東北圏広域地方計画推進室 
 

（別紙１） 



 
 

■そ  の   他  ・いただいたご意見の内容については、個人が特定されない形で公表さ

せていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 

          ・電話によるご意見の受付は対応しかねます。 

・ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。 

 

 

●お問い合わせ先  国土交通省 東北地方整備局 東北圏広域地方計画推進室 

          電話 022-266-0014（推進室直通） 

              

 



（意見提出様式） 

国土交通省 東北地方整備局 東北圏広域地方計画推進室 意見募集担当 宛 

 

東北圏広域地方計画(計画原案)に対する意見 

氏名 電話番号 電子メールアドレス 

   

住所 

 

ご意見（理由） 

 

 

※ 氏名、電話番号、電子メールアドレス及び住所につきましては、ご意見の内容に

不明な点があった場合等の連絡・確認といった本意見募集に関する業務にのみ利用

させていただきます。 

別添１ 



（別紙２） 

 

東北ブロックの社会資本の重点整備方針（素案） 

に係る意見募集要領 

 

現在、国土交通省では、今年３月に閣議決定されました社会資本整備重点計画を踏まえ、

各地域の特性に応じて社会資本を重点的、効率的かつ効果的に整備し、適切に維持管理・

更新していくため、地方ブロックの社会資本整備の具体的な方針を検討中です。 

東北ブロックの社会資本の重点整備方針の策定に当たっては、県、政令市、有識者、経

済団体及び国の地方支分部局からなる東北地方戦略懇談会などにおける検討が積み重ねら

れてきたところであり、これらを踏まえ、この度、東北ブロックの社会資本の重点整備方

針（素案）を作成いたしましたので、広く国民の皆様からのご意見を募集します。 

 

■意見募集の期間  平成２１年６月１１日（木）～ 平成２１年７月１０日（金） 
 
■意見募集の対象  東北ブロックの社会資本の重点整備方針（素案） 
 
■資料の入手方法 （１）東北ブロックの社会資本の重点整備方針（素案） 

パブリックコメント（意見公募）ホームページ 

 http://www.thr.mlit.go.jp/syourai/public/index.html 
 

 （２）窓口での配付 

    東北地方整備局 企画部 企画課 地方計画第一係 

    （配布場所）宮城県仙台市青葉区二日町９番１５号 北庁舎３F 
 
                  （３）郵送（国内のみ） 

「東北ブロックの社会資本の重点整備方針（素案） 郵送希望」

と明記し、返信用封筒（Ａ４版封筒に、氏名、住所を記載の

上、200 円分の切手を貼付したもの。）を同封の上、下記の担

当宛にお送り下さい。 

〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町９番１５号 

東北地方整備局 企画部 企画課 地方計画第一係 宛 
 
■意見の提出方法  別添２の意見提出様式にご記入の上、次のいずれかの方法により

ご意見をご提出ください。 
 

（１）電子メール 

・メールアドレス syourai@thr.mlit.go.jp 

・東北地方整備局 企画部 企画課 地方計画第一係 宛 

・題名を「東北ブロックの社会資本の重点整備方針（素案）に対

する意見」として、別添２の意見提出様式に従ってご記入頂い

たファイルを添付の上、ご提出ください。 



 
（２）ＦＡＸ 

・FAX 番号 022-221-9890 

・東北地方整備局 企画部 企画課 地方計画第一係 宛 

・別添２の意見提出様式に従ってご記入頂いた資料をご送付くだ

さい。 
 

（３）郵送 

・〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町９番１５号 

・東北地方整備局 企画部 企画課 地方計画第一係 宛 

・別添２の意見提出様式に従ってご記入頂いた資料をご送付くだ

さい。 
 

■そ  の   他  ・いただいたご意見の内容については、個人が特定されない形で

公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

          ・電話によるご意見の受付は対応しかねます。 

          ・ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願いま 

す。 

 

 

●お問い合わせ先    国土交通省 東北地方整備局 

企画部 企画部 企画課 地方計画第一係 

TEL．022-225-2171（代表） 



 別添２ 

 

 （意見提出様式） 

 

国土交通省 東北地方整備局 企画部 企画課 地方計画第一係 宛 

 

東北ブロックの社会資本の重点整備方針(素案) に対する意見 
 

（フリガナ）   

氏名   

  
住所  

  

  
  

  （団体名）         （部署名）  

所属   

電話番号     

メールアドレス    

（本文、別表中の該当箇所）  
  
  
  
  

（御意見）  
  
  
  
  
  
  
  

御意見  

（理由）  
  
  
  
  
  
  
  

※ 氏名、電話番号及び電子メールアドレスにつきましては、ご意見の内容に不明な

点があった場合等の連絡・確認といった本意見募集に関する業務にのみ利用させ

ていただきます。 



                                                  

  「「広広域域地地方方計計画画」」及及びび「「社社会会資資本本のの重重点点整整備備方方針針」」  

にに関関すするる説説明明会会をを開開催催ししまますす 

 

 

1. 説明会の目的 

東北圏における「広域地方計画」及び「社会資本の重点整備方針」の計画策定に向け、

一般の方から広く意見を募集するパブリック・コメント（意見公募：６月１１日～７月

１０日）に合わせ、東北圏の主要都市で説明会を開催します。 

 

 

2. 開催概要 

学識経験者による基調講演、「広域地方計画」と「社会資本の重点整備方針」の説明

を行います。 

●日 時、会 場 ： 以下の「説明会の会場」参照 

●プログラム 

   ■基調講演 

    ＜演 題：「広域計画等に期待すること」＞ 

             ※講演者：以下の「説明会の会場」参照 

   ■「広域地方計画」と「社会資本の重点整備方針」の説明 

   ■ ２時間程度で実施予定 

 

【説明会の会場】 
開催市 会場 開催日 講演者 

仙台市 エル・パーク仙台 
6 月 17 日（水） 

18：00～20：00 
森杉 壽芳氏（東北大学名誉教授） 

福島市 コラッセふくしま 
6 月 20 日（土） 

14：00～16：00 
鈴木 浩氏（福島大教授） 

山形市 ヤマコーホール 
6 月 21 日（日） 

14：00～16：00 
柴田 洋雄氏 
（美しい山形・最上川フォーラム会長）

秋田市 秋田県社会福祉会館 
6 月 26 日（金） 

18：00～20：00 
稲村 肇氏（政策研究大学院大学教授）

盛岡市 エスポワールいわて 
6 月 27 日（土） 

14：00～16：00 
今村 文彦氏（東北大学教授） 

青森市 青森駅ビル・ラビナ 
6 月 28 日（日） 

14：00～16：00 
香取 薫氏（青森公立大学教授） 

       

○問い合わせ先 東北地方整備局 東北圏広域地方計画推進室 TEL 022-266-0014                   

                                  企画部 企画課       TEL 022-225-2171（代表） 

（別紙３）




