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■「東北圏の新しい将来像」実現のための、4つの基本方針、７つの戦略的目標と１５の広域連携プロジェクトの体系

広域連携プロジェクト７つの戦略的目標

「震災復興から
自立的発展
へ」
～防災先進圏
域の実現と
豊かな自然を
活かし交流・産
業拠点を目指
す「東北にっぽ
ん」～

東北圏の
新しい将来像

（復興・防災・減災）

（自然・環境）

（暮らし）

（産業）

（国際連携）

（人材・共助）

7.次世代産業の研究・産業集積拠点形成プロジェクト

8.東北圏の資源を活かした農林水産業の収益力向上プロジェクト

14.「東北にっぽん」を創造する多様な主体が連携・協働する
地域づくり支援プロジェクト

Ⅰ東日本大震災からの被災
地の復興

Ⅲ恵み豊かな自然と共生する
環境先進圏域の実現

Ⅴ地域の資源、特性を活かし
た世界に羽ばたく産業によ
る自立的な圏域の実現

Ⅵ交流・連携機能の強化によ
る世界と対流する圏域の実
現

Ⅶ地域を支える人材の育成と
共助による住民主導の地域
運営の実現

3.東北圏における人口減少対策プロジェクト

4.都市と農山漁村の連携・共生などによる
持続可能な地域構造形成プロジェクト

5.雪国東北の暮らし向上プロジェクト

Ⅳ雪にも強くて人に優しく暮ら
しやすい魅力的な対流促進
型の地方の創生

Ⅱ災害に強い防災先進圏域
の実現

４つの計画の基本方針

11.地球温暖化等にともない高まる自然災害リスクへの適応策プロジェクト

12.東北圏のポテンシャルを活かした低炭素・循環型社会づくりプロジェクト

13.東北圏の自然環境の保全・継承プロジェクト

6.東北圏の生活を支える地域医療支援プロジェクト

9. 「四季の魅力溢れる東北」を体験できる
滞在交流型観光圏の創出プロジェクト

10.東北圏の発展を牽引する日本海・太平洋２面活用による
グローバル・ゲートウェイ機能強化プロジェクト

人と自然が共生し
地球に優しく生命力
あふれる空間の形
成

豊かな自然と地域
資源を活かし持続
的な成長を実現す
る「東北にっぽん
自立経済圏」の形
成

震災からの復興とと
もに世界に発信す
る防災先進圏域の
実現

一人ひとりの自立意
識と交流・協働で創
る東北圏

1.新しい東北圏を創造する東日本大震災からの復興プロジェクト

2.安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策プロジェクト

15.首都圏・北海道・北陸圏等との連携強化プロジェクト

■ 平成２６年７月に策定された「国土のグランドデザイン2050」等を踏まえた新たな「国土形成計画（平成２７年８月閣議決
定）」に基づき、全国８ブロックについて、国、地方公共団体、経済団体等で構成する「広域地方計画協議会」における検討・
協議を経て、概ね１０年間の国土づくりの戦略を策定（平成２８年３月２９日 国土交通大臣決定）。

■東北圏広域地方計画協議会 組織

【計画区域】
青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、
新潟県

※「東北圏」とは国土形成計画
法施行令に基づき、上記７県を
一体とした圏域を指す。

【基本的考え方】

○ 個性豊かな地域が相互に連携することにより、ヒト、モノ、情報等が双方向で活発に行きかう「対流促進型国土」の形成を基本として、
「コンパクト＋ネットワーク」 により、「稼げる国土」、「住み続けられる国土」 の実現を目指す。

○ 各地域の独自の個性を活かした、これからの時代にふさわしい国土の均衡ある発展の実現

【計画の効果的かつ着実な推進】

○ 広域地方計画協議会を中心として、国と地方、官民の連携により計画を推進

○ 地方ブロックにおける社会資本整備重点計画、国土強靱化地域計画、地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略等との連携の下に推進

東北圏の将来像としては、「震災復興から自立的発展へ」とし、震災復興を契機に国内外に誇れる防災先進圏域の実現
を図るとともに、日本海、太平洋２面活用による産業集積、インバウンド増加により、人口減少下においても自立的に
発展する圏域を目指す。

東北圏の将来像

「
取
組
項
目
」

全
71
項
目

1

東北圏広域地方計画とは

東北圏広域地方計画の概要

東北圏広域地方計画の体系



【全体総括】

東北圏が有する地域資源や特性を活かし、産業集積拠点の形成、農林水産業の収益力向上、
滞在交流型観光圏の創出等に取り組んでいる。また、日本海・太平洋２面活用によるグローバル・
ゲートウェイ機能の強化に取り組んでいる。
■令和元年度の主な取組
・福島再生可能エネルギー研究所の主な成果
・東北放射光施設の設置実現に向けた取組
・大型クルーズ船の受入環境整備
・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた活動

地域の将来を担う人材の育成や住民主体の地域づくりを支援する取組を行っている。
■令和元年度の主な取組
・建設業や交通事業分野における取組
・官民協働・地域間連携による住民主体の地域づくりに関する取組
・コミュニティ活性化支援の取組

東北圏の豊かな自然環境の保全、自然災害リスクへの対応等に取り組んでいる。また、持続可

能な地域として発展していくために、人口減少対策や都市と農山漁村の連携を強化する取組、雪と
共生した魅力ある地域社会の形成、地域医療体制の構築、再生可能エネルギーの活用及び低炭
素・循環型社会づくり等に取り組んでいる。
■令和元年度の主な取組
・静脈物流ネットワークの構築と二酸化炭素排出抑制対策事業等への支援
・定住自立圏構想
・「みちのく五大雪まつり」でのＰＲと北東北三県のスノーリゾートを豪州に発信

【４つの計画の基本方針に応じた取組状況】
１．震災からの復興とともに世界に発信する防災先進圏域の実現

２．人と自然が共生し地球に優しく生命力あふれる空間の形成

３.豊かな自然と地域資源を活かし持続的な成長を実現する
「東北にっぽん自立経済圏」の形成

４.一人ひとりの自立意識と交流・協働で創る東北圏
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東北圏では、新しい将来像の実現のため、4つの基本方針、7つの戦略的目標と15の広域連携プ
ロジェクトのもと、全71項目の具体的取組が進められている。
計画期間における最優先課題である「東日本大震災からの着実な復興」については、復興のまち
づくりと一体となった基盤整備、公共施設等の整備、原子力災害の克服に向けた取組等が推進さ
れている。
また、自然災害リスクへの対応と、豊かな自然環境との共生への取組が進められているほか、 高
齢化と人口減少に対応した自立的な地域づくり、産業集積拠点の形成や滞在交流型観光圏の創
出等に取り組んでいる。

「東北圏の新しい将来像」に向けた取組状況の概要（令和元年度）

復興まちづくりと一体となった基盤整備、復興を支える公共施設等の整備を促進するとともに、原
子力災害への対応に取り組んでいる。また、ハード・ソフトの両面から災害に強くしなやかな東北圏を
目指し、公共インフラの耐震化、広域連携強化を図る交通ネットワークの整備、社会資本の長寿命
化対策等を推進しているほか、防災教育・防災訓練、災害の伝承等に取り組んでいる。
■令和元年度の主な取組
・福島イノベーション・コースト構想の推進
・避難指示区域解除・ＪＲ常磐線の全線運転再開
・一般財団法人３．１１伝承ロード推進機構の設立
・格子状骨格道路ネットワークの整備



【基本方針】
１．震災からの復興とともに世界に発信する防災先進圏域の実現

○東日本大震災からの被災地の復興（復興・防災・減災）
■福島イノベーション・コースト構想の推進（福島県）
平成29年5月、改正福島復興再生特別措置法に本構想が位置付けられ、平成30年4月、同法に基づく「重点推
進計画」が内閣総理大臣の認定を受けた。構想推進の中核的な役割を担う福島イノベーション・コースト構想推進
機構（H29.7月設立）は、平成30年4月より専従職員を配置し、事務所を新設したほか、10月には県内外の大手企
業の代表や有識者などを役員に迎え、組織体制を強化。さらに、令和元年12月に復興・創生期間後の中長期的な
ビジョンである「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」を復興庁、経済産業省、福島県
で策定し、令和2年3月に「重点推進計画」の変更を認定申請した。
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令和元年度の進捗状況（主な取組）

■避難指示区域解除・ＪＲ常磐線の全線運転再開
特定復興再生拠点区域復興再生計画が認定された6町村全
てで除染・解体工事を実施しており、令和2年3月4日に双葉町
の一部、同年3月5日に大熊町の一部、同年3月10日に富岡町
の一部で避難指示が解除された。
JR東日本は、令和2年3月14日に富岡駅～浪江駅間の運転
を再開し、9年ぶりに全線で運転再開となった。

■一般財団法人３．１１伝承ロード推進機構の設立
令和元年８月１日、一般社団法人東北経済連合会および一般
社団法人東北地域づくり協会は、関係機関の協力を得て「一般
財団法人３．１１伝承ロード推進機構」を設立した。
同機構は、東日本大震災の教訓を伝え、防災への備えにつな
げる「３．１１伝承ロード」の形成に寄与することを目的にしている。
今後、東日本大震災の教訓伝承による防災力向上への貢献と、
多数の来訪者との交流による地域活性化に資するという２本柱を
事業の中心に据えて、マップの整備、モデルルートの整理、伝承
ツアーの企画などの活動を展開していく。 設立式典

（出典：一般財団法人３．１１伝承ロード推進機構）

■格子状骨格道路ネットワークの整備状況

格子状骨格道路ネットワークの形成を目指し、高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備を進め、東北地方
整備局管内の令和元年度末の高規格幹線道路の整備率は91％、地域高規格道路等の整備率は36％となった。
また、新潟県内の令和元年度末の高規格幹線道路の整備率は93％、地域高規格道路の整備率は38％となった。

新潟県内の高規格幹線道路（左）・地域高規格道路（右）の整備状況 （出典：新潟県HP）高規格道路等の整備状況 （出典：東北地方整備局提供）

特急一番列車「ひたち３号」双葉駅到着
（出典：東北運輸局）



【基本方針】
２．人と自然が共生し地球に優しく生命力あふれる空間の形成

○恵み豊かな自然と共生する環境先進圏域の実現（自然・環境）
■静脈物流ネットワークの構築
酒田港においては、平成15年4月に
リサイクルポートに指定されたことを契
機に、リサイクル関連企業進出が進み、
リサイクル関連貨物取扱量は着実に増
加してきたところである。
東北圏においては、日本海側港湾を
中心に、多品目の広域的なリサイクル
貨物輸送ネットワークが形成されている。

（事業の名称）
•水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業
•地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネル
ギー設備等導入推進事業

•脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業
•再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業

■二酸化炭素排出抑制対策事業費等への支援
（東北経済産業局・関東経済産業局）
再生可能エネルギー等を利用した先導的な地産地消型エネルギー
システムの導入を支援

令和元年度の進捗状況（主な取組）

○雪にも強くて人に優しく暮らしやすい魅力的な対流促進型の地方の創生
（暮らし）

■「みちのく五大雪まつり」のPR
令和2年2月に開催された青森県八戸市の「八戸えんぶり」、青森県弘
前市の「弘前城雪燈篭まつり」、岩手県雫石町の「いわて雪まつり」、秋田
県男鹿市の「なまはげ柴灯まつり」、秋田県横手市の「横手かまくら」と北
東北を代表する五つのまつりについて「みちのく五大雪まつり」として、協議
会HP等を通じて積極的に情報発信を行った。
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みちのく五大雪まつり
（出典：みちのく五大雪まつり推進協議会HP）

■北東北三県のスノーリゾートを豪州に発信（秋田県）
冬期間を中心に訪日者数が増加傾向にある豪州市
場を対象に、北東北三県が連携し、現地スキー博へ
ブース出展した。さらに、豪州旅行エージェントを招請し
た北東北三県のスノーリゾートを周遊するファムツアー
も実施し、北東北三県の魅力をPRした。

（出典：総務省HP）

■定住自立圏構想
中心市と近隣市町村間で定住自立圏形成協定を締結し、地方圏へ
の人口定住を図るため、圏域全体で必要な生活機能確保に向け、役
割分担し連携・協力するものである。（総務省HPより）
東北圏において令和元年度末までに、地域全体のマネジメント等、中
心的な役割を果たす意思等を公表した「宣言中心市」数は、33市と
なっている。また、「定住自立圏形成協定」の締結数は89市町村となっ
ており、令和元年度の1年間では１市が新たに締結している。



【基本方針】
３．豊かな自然と地域資源を活かし持続的な成長を実現する

「東北にっぽん自立経済圏」の形成

○交流・連携機能の強化による世界と対流する圏域の実現（国際連携）

○地域の資源、特性を活かした世界に羽ばたく産業による
自立的な圏域の実現（産業）

■青森港では、青森港国際クルーズターミナルが供用
開始
令和元年には、東北管内では過去最多の91隻のク
ルーズ船が寄港。その内、外国船社は47隻と国内船
社より多い。また、平成31年4月に青森港国際クルー
ズターミナルが供用開始し、ますますのクルーズ船受け
入れ拡大が期待されている。
また、新潟港には14隻のクルーズ船が寄港した。

■東北放射光施設の設置実現に向けた取組（宮城県）
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■2020年オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた
活動
東京オリンピック・パラリンピックに向けた事前キャンプ等を誘
致するため、市町村連絡会議や市町村向け説明会の開催、
ポータルサイトの作成、トップスポーツ選手の合宿受入、地域
競技団体等への訪問ＰＲ等、受入環境の整備に取り組んだ。

令和元年度の進捗状況（主な取組）

タイ王国バドミントンチーム
美郷町合宿での交流風景
（出典：秋田県提供）

（出典：福島県提供）

（１）東北放射光施設推進協議会実務者会議の開催
・開催年月日 令和2年1月22日
・議事（主なもの）
報告事項１ 次世代放射光施設整備の進捗状況

について
報告事項２ 関係機関の取組み状況について

① 仙台市の取組み
② 東北大学の取組み
③ 東北経済連合会の取組み

（２）放射光利用実地研修（あいちトライアルユース）
成果報告会の実施
・開催年月日 令和2年1月22日
・参加者 約150名
・内容 愛知県の既存放射光施設

（AichiSR）での県内企業向けトライ
アルユースの成果報告会を実施。
東北各県のものづくり企業への普
及啓発，放射光利用促進に寄与。

■令和元年度の「福島再生可能エネルギー研究所」
の主な成果

（出典：産業技術総合研究所HP）

福島再生可能エネルギー研究所が、福島県にて
導入が促進されている再生可能エネルギー電力で
水素を製造し、化学変換、貯蔵、輸送を経て、水素
混焼発電機システムで発電するサプライチェーンの
技術を実証した。
さらに、ディーゼルエンジンをベースにした水素混焼
発電機システムで燃焼試験を実施。福島県内の学
校給食などで使用済みの食用油を原料とするバイオ
マス燃料を用いて水素混合発電機システムを稼働さ
せることにも成功しており、100％地産地消となる脱
炭素型発電機システムとして期待されている。



【基本方針】
４．一人ひとりの自立意識と交流・協働で創る東北圏

○地域を支える人材の育成と共助による住民主導の地域運営の実現
（人材・共助）
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令和元年度の進捗状況（主な取組）

■教育分野での地域コミュニティ再生の事例

★「子どもの学習支援による地域再生事業」

（出典・引用：文部科学省「平成30年度文部科学白書」、文部科学省HPより）

■地域のコミュニティ形成の取組等の発信

震災と復興の取組を通じて得た経験や教訓を活かし
つつ、地域のコミュニティ形成の取組や地域資源の発
掘・活用等も通じて、被災地の自立につながり地方創生
のモデルとなるような魅力あふれる地域「新しい東北」の
創造を目指し、自治体、ＮＰＯ等を支援している。

★「新しい東北」交流会の開催

「地域コミュニティ活性化」の最新事例の共有、参加者
間の交流等をテーマとした「新しい東北」交流会を開催。

（出典：復興庁HP 「新しい東北」交流会 R2.2.14）

文部科学省は、いまだ仮設住宅等における生活を強いられる
など学習環境が好転していない地域や，避難先からの帰還を
実施している地域等において，復興に向けた子供たちの学習支
援等を行う「仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコ
ミュニティ復興支援事業」を実施している。

「企業による復興事業事例」顕彰式 ワークショップ

■官民協働・地域間連携による住民主体の地域
づくりに関する取組（山形県及び県内15市町）
官民協働、政策間連携・地域間連携による「地域づくり支援プラットフォーム」の構築を図り、住民主体の地域
づくり（地域運営組織の形成）支援事業を展開している。（平成28年度 地方創生推進交付金及び地方創生拠
点整備交付金）
令和元年度は、県内5地区を対象に、地域運営組織形成モデル事業を実施し、地区計画策定など組織形成
に向けた取組を支援した。また、地域づくり支援プラットフォームにおいて地域づくり情報の共有や地区の実情に
応じた支援を行った。【事業期間：平成28～令和2年度】

■建設業や交通事業分野における取組
国土交通省では、建設業における女性活躍推進
に向けた対策に取り組んでいるほか、交通事業分野
においては、持続可能で安心・安全な交通に向けた
基盤づくりを目指し、人材確保・育成に向けた各種
方策に取り組んでいる。

令和元年平成26年平成9年

（出典：「もっと女性が活躍できる建設業」参考資料）

人材育成
（若者の地域活動参加促進）

（参考）きらりよしじまネットワーク（川西町）の一例

買い物支援見守りサービス寒河江市
※地産地消型レストラン「たしろ亭」にて

金山町中田地区

地域運営組織形成モデル事業の取組み地区

【地域運営組織の活動模様】

（出典：首相官邸HP 内閣府地方創生推進事務局「地方創生推進交付金を活用した取組事例」、
（公財）東北活性化研究センター「地域コミュニティ中間支援組織の運営に関する調査研究報告書」）


