
東北圏広域地方計画の推進状況について

【概 要 版】

平成22年6月
東北圏広域地方計画協議会



１.計画のフォローアップについて

毎年度、計画の進捗状況を把握し、各広域連携プ
ロジェクトの推進状況を検証するため、以下の方
針に基づき計画のフォローアップを実施する。

フォローアップの基本的な考え方

モニタリング指標の設定について

●外形的・定量的な評価となるように、モニタリ
ング指標を設定する。
●各広域連携プロジェクトは、関係機関等で実施
している施策の進捗状況を把握し、合わせて関
連性の高いモニタリング指標を用いて、その進
捗状況を把握する。

●計画全体の進捗状況を俯瞰するため、信頼性や
継続性のある人口・域内総生産といった社会経
済状況を表す基本的な指標を用いる。

●各広域連携プロジェクトは、アウトカム的な適
切性を有する指標を設定し、可能な範囲で定量
的な評価を継続的に行う。

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・政府の温室効果ガス排出量1990年比、2020年25％削減に向け、更な

る取組が必要
・今後も、補助制度の活用等により新エネルギー等の導入を促進
・カーボン・オフセット等、さらなるＣＯ2吸収源の森づくりの推進

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・政府の温室効果ガス排出量1990年比、2020年25％削減に向け、更な

る取組が必要
・今後も、補助制度の活用等により新エネルギー等の導入を促進
・カーボン・オフセット等、さらなるＣＯ2吸収源の森づくりの推進

▲東北圏の発電形態内訳
(出典 資源エネルギー庁)

１．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

１．東北圏のポテンシャルを活かした１．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低炭素・循環型社会づくりプロジェクト

［低炭素社会構築のための新エネルギー等の導入］
○新エネルギー導入補助制度等の実施
○バイオエタノールの製造の効率化に向けた研究開発等の実施
○再生可能エネルギー地域間連携に関する協定の締結
○弘前大学北日本新エネルギー研究センターが開所

［低炭素社会構築のための二酸化炭素吸収源等
美しい森林づくり］

○森林吸収による目標の達成に向け、間伐等の森林整
備の着実な推進と効率的な作業ｼｽﾃﾑの普及・他産業

との連携による林業・木材産業の再生の取組を実施
○地域材を活用した家づくりへの支援を推進する様々な取組を実施
○カーボン・オフセットに向けた取組や検討の実施

［循環型社会づくりの推進］
○｢使用済み小型家電からのレアメタル回収モデル事
業｣を実施

○大学の環境･リサイクル産業の人材育成事業を支援
○非鉄金属業界の動向把握、加工技術確立等の情報

交換・検討などを実施

▲六ヶ所村二又風力発電所
(出典:東北経済産業局提供)

発電形態 Ｈ２０ Ｈ２１
風力 580,448 645,218

太陽光 2,595 112,964
地熱 0 0
水力 37,943 38,254

ﾊﾞｲｵﾏｽ 1,790,328 1,790,883

複合型 115 115

豊かな自然の中で交流・産業拠点として発展するふるさと「東北にっぽん」東北圏

２.各プロジェクトのフォローアップ

結果について

13の広域連携プロジェクトのフォローアップ結果

としてプロジェクト進捗状況、課題、今後の方向
について整理する。
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３．日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震等大規模地震災害対策プロジェクト

３．日本海溝・千島海溝周辺海溝型３．日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震等大規模地震災害対策プロジェクト地震等大規模地震災害対策プロジェクト

［津波防災対策の強化、津波避難体制の整備］
○防波堤や津波対策堤防・防潮堤の整備、防潮水門

の遠隔操作を含めた津波対策を実施
○津波観測網の構築へ向けて、ＧＰＳ波浪計等を活

用したリアルタイム観測情報の暫定運用を開始

［中山間地域、沿岸地域の孤立集落等への対応］
○孤立集落の把握と通信手段の確保を図るための補

助制度の導入と通信機器の配備
［広域的な連携による震災対策の推進］
○平成21年7月、「防災基盤の効果的な整備と広域連携の強化プロジェクト

チーム」を設立し、防災情報の共有化などを実施
○三陸道の一部区間の供用を含め緊急輸送道路網の代替性・信頼性の確保

に向けた高規格幹線道路等の整備推進や、重要路線の橋梁を耐震化
○防災エキスパート(ボランティア)の運用改善とともにTEC-FORCE(緊急災
害対策派遣隊)研修等を実施

▲青森県沖の太平洋上に
設置されたＧＰＳ波浪計

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・減災に向けた各種施設の整備と避難誘導、防災訓練等のソフト施策を

引き続き推進
・日本海津波観測網の構築
・各種防災施設、公共施設等の交通ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝの耐震化の推進

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・減災に向けた各種施設の整備と避難誘導、防災訓練等のソフト施策を

引き続き推進
・日本海津波観測網の構築
・各種防災施設、公共施設等の交通ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝの耐震化の推進

５．豪雪地域の暮らし向上プロジェクト５．豪雪地域の暮らし向上プロジェクト５．豪雪地域の暮らし向上プロジェクト

［安全で安心・快適な暮らしの確保］
○生活に身近な通学路等の歩道整備やバリアフリー化、
雪崩予防施設などの整備を推進

○地域コミュニティとの協働による歩道除雪として、
住民ボランティアによる歩道除雪等を実施

［雪を貴重な地域資源ととらえた取組］
○雪をテーマとして、首都圏などの県外や国外からの
集客に向けたイベント出展や誘客説明会等を実施

○雪氷熱エネルギーを活用し、雪冷房導入事業に関する実証実験を行い、
野菜・果物をはじめ、雪を付加価値とした商品の開発を実施

▲地域住民ボランティアに
よる歩道除雪(青森市)

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・歩道除雪の住民要望は増加傾向にあり、自治体に加え地域住民のボラ
ンティアを活用する働きかけを継続実施

・雪を貴重な資源として活用した農業や商品開発等の取組を実施

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・歩道除雪の住民要望は増加傾向にあり、自治体に加え地域住民のボラ
ンティアを活用する働きかけを継続実施

・雪を貴重な資源として活用した農業や商品開発等の取組を実施

４．地球温暖化に伴い高まる
自然災害リスクへの適応策プロジェクト

４．地球温暖化に伴い高まる４．地球温暖化に伴い高まる
自然災害リスクへの適応策プロジェクト自然災害リスクへの適応策プロジェクト

［高まる風水害等のリスクに対する適応策］
○地すべり対策や保安林整備事業をはじめ、多目的ダム建設事業、海岸侵食
対策事業、海岸防災林造成事業等を実施

○H20.6岩手･宮城内陸地震時に山地災害が発生した
迫川流域等にて、河道閉塞・土砂災害対策を推進

○洪水ハザードマップ等を作成・住民への普及・啓

発を実施
○ICTの活用によるリアルタイムでの雨量・河川水位

・ダム諸量・洪水予報・水防警報等、自治体に向け
た精度の高い情報配信を開始

［渇水リスクの回避に向けた適応策］
○多目的ダム建設事業の促進、保安林整備事業や治山事業を実施
○各県において、渇水情報連絡会等を活用した連絡及び調整体制を整備

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・地球温暖化がもたらす気候変動による降水量の増加など将来予想され
る自然災害リスク増に対応するための対策を着実に進めることが必要

・高まる風水害等のリスクに対する適応策にかかる関連事業を継続する
ほか、新たなICT活用による洪水予報の運用に向けた検討を実施

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・地球温暖化がもたらす気候変動による降水量の増加など将来予想され
る自然災害リスク増に対応するための対策を着実に進めることが必要

・高まる風水害等のリスクに対する適応策にかかる関連事業を継続する
ほか、新たなICT活用による洪水予報の運用に向けた検討を実施

▲仙台海岸に整備された
ヘッドランド

２．歴史・伝統文化、自然環境の
保全・継承プロジェクト

２．歴史・伝統文化、自然環境の２．歴史・伝統文化、自然環境の
保全・継承プロジェクト保全・継承プロジェクト

［歴史・伝統文化の保存・継承］
○平泉の文化遺産の世界遺産登録のための推薦書を平
成22年1月ユネスコ世界遺産センターに提出

○東北で初めて｢古事の森｣を平泉において設定、植樹
が行われ木造文化継承の取組を実施

○北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群の世界遺産

登録へ向け、縄文文化に関する学術的な検討を実施
○新潟県の佐渡金銀山遺跡においても、国際シンポジ

ウム等の普及啓発事業を実施
［自然環境の保全・再生］
○国立公園等による植生回復事業や盗採防止パトロール等のほか、貴重な自

然資源の保全に向けた活動を実施

▲世界遺産登録の推薦書
を提出した平泉

(出典 岩手県HP)

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・東北圏の多様な歴史、伝統文化の保存に向けた取組を始め、自然環境

保全の取組が必要
・世界遺産登録に向け、イコモスによる現地調査や、専門家による現地

指導、気運を高める普及・啓発活動を推進

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・東北圏の多様な歴史、伝統文化の保存に向けた取組を始め、自然環境

保全の取組が必要
・世界遺産登録に向け、イコモスによる現地調査や、専門家による現地

指導、気運を高める普及・啓発活動を推進
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６．都市と農山漁村の連携・共生による
持続可能な地域構造形成プロジェクト

６．都市と農山漁村の連携・共生による６．都市と農山漁村の連携・共生による
持続可能な地域構造形成プロジェクト持続可能な地域構造形成プロジェクト

［都市の連携による地域づくりの推進］
○広域観光圏の支援、デザインの統一による観光案内板の整備や東北６県
共同による文化振興策の検討に着手

［都市と農山漁村の連携と共生した関係の再構築］
○優良農地の保全及び無秩序な開発抑制のため、都市
計画制度等の運用による適正な土地利用を推進

○体験型交流施設の整備によるｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑの推進

［地域間を結ぶインフラ整備と公共交通の確保］
○高規格幹線道路等の整備やICT交付金事業等を活用

した光ケーブル網等の情報通信基盤整備を推進

［都市機能の集約・高度化による効率的でコンパクトな都市づくり］
○空き店舗を活用した集客拠点施設や産直施設等、中心市街地活性化事
業等への支援を実施

７．地域医療支援プロジェクト７．地域医療支援プロジェクト７．地域医療支援プロジェクト

[医師確保対策の推進]
○医療機関との連携による医師派遣・女性医師への
支援、臨床研修医・指導医を対象とした講習会の
開催等を実施

[ドクターヘリを活用した高度な救急医療の確保]
○青森県、福島県に続いて、岩手県において導入さ

れることとなり、秋田県では平成23年度の導入を
目指し具体的な検討を開始

[画像診断による遠隔医療体制の構築]
○岩手県において遠隔妊婦健診の体制を整備

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・遠隔医療体制,がん医療均てん化の取組の具体化に向けた検討が必要

・山形県、新潟県のドクターヘリ導入検討、女性医師支援センター設
置など新たな取組の推進

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・遠隔医療体制,がん医療均てん化の取組の具体化に向けた検討が必要

・山形県、新潟県のドクターヘリ導入検討、女性医師支援センター設
置など新たな取組の推進

▲ドクターヘリ運航状況
(出典 福島県提供）

平成21年8月、「地域医療支援取組推進プロジェクトチーム」を設立

[救急医療情報システムや格子状骨格道路等を活用した救急搬送体制の構築]
○地域医療支援PTにて医療資源の基礎調査及び救急医療支援検討を実施

平成22年2月、「東北発コンパクトシティプロジェクトチーム」を設立

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・都市と農山漁村の連携・共生による持続可能な地域構造の形成は、

進捗に時間を要することから、各種取組の継続と更なる推進に向け
た新たな取組の検討が必要

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・都市と農山漁村の連携・共生による持続可能な地域構造の形成は、

進捗に時間を要することから、各種取組の継続と更なる推進に向け
た新たな取組の検討が必要

▲しんまち新鮮市場 まち
の駅(出典 青森県HP)

８．次世代自動車関連産業集積拠点形成
プロジェクト

８．次世代自動車関連産業集積拠点形成８．次世代自動車関連産業集積拠点形成
プロジェクトプロジェクト

［次世代技術等の研究開発の促進等］
○東北地域ｸﾗｽﾀｰ形成戦略｢TOHOKUものづくりｺﾘﾄﾞｰ｣では､
自動車関連産業における｢ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出会議｣を発足し、
東北地域で取組むべき次世代自動車製品の方向性につい
て論議

○センサ・画像処理テーマでは、｢マシンビジョン研究会｣
を設置し、マシンビジョン・公開セミナーを開催

［人材の育成］

○｢みやぎｶｰｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ人材育成ｾﾝﾀｰ｣(宮城県)による研修
講座の実施や「いわてﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱ育成ｾﾝﾀｰ｣(岩手県)の開所など、各県が
積極的に求職者向けの講座を実施

［企業立地の促進、域内調達率の向上］
○とうほく自動車産業集積連携会議主催の展示商談会｢とうほく６県新技術・新
工法展示商談会｣や各県単独での商談会の開催、ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽを展開

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・ｾﾝﾄﾗﾙ自動車の宮城県内移転など拠点形成が進みつつあるが､低迷する経済
成長の中ですそ野の広い､自動車関連産業の一層の集積を推進することが課題

・次世代技術等の研究開発の促進等については、｢地域新成長産業創出促進事
業｣により、関係機関と連携し事業を展開し、北東北３県自動車技術研究会で
は次世代自動車の研究開発を継続的に実施

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・ｾﾝﾄﾗﾙ自動車の宮城県内移転など拠点形成が進みつつあるが､低迷する経済
成長の中ですそ野の広い､自動車関連産業の一層の集積を推進することが課題

・次世代技術等の研究開発の促進等については、｢地域新成長産業創出促進事
業｣により、関係機関と連携し事業を展開し、北東北３県自動車技術研究会で
は次世代自動車の研究開発を継続的に実施

▲第3回｢イノベーション創
出会議｣の開催(H21.8.27)

９．農業・水産業の収益力向上プロジェクト９．農業・水産業の収益力向上プロジェクト９．農業・水産業の収益力向上プロジェクト

［東北産農産物等の収益力向上に向けた取組］
○飼料用米給与等に関する｢東北地域飼料増産シンポジウム｣を開催
○｢東北地域農商工連携促進フォーラム｣等を実施し今後の農商工連携の促進に
向けた活動の強化及び新事業展開への意識を醸成

［農業技術開発、多様な担い手の育成・確保と農地の有効活用］
○各県で地球温暖化による水稲やリンドウ、リンゴ等
の生育への影響等の技術研究、開発を実施

○地域農業を担う経営体の育成・確保を図るため「東
北地域農業経営体育成推進シンポジウム」を開催

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・東北圏における農地利用の現状としては、耕地利用率は低く、耕作放棄
地面積も増加してきていること等が喫緊の課題

・各県連携による飼料用米等の利用拡大に向けた取組を引続き実施

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・東北圏における農地利用の現状としては、耕地利用率は低く、耕作放棄
地面積も増加してきていること等が喫緊の課題

・各県連携による飼料用米等の利用拡大に向けた取組を引続き実施

［農業生産基盤及び流通基盤の整備］
○ほ場整備事業や、農業用用排水施設等の整備を実施
○高規格幹線道路等の整備実施 ▲平成21年度東北地域飼料増産

シンポジウムの開催(H21.12.14)
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[がん医療の均てん化の推進]
○東北がんﾈｯﾄﾜｰｸにおいてがん医療に関する各活動の報告や情報を共有化



１２．環日本海広域交流圏の形成プロジェクト１２．環日本海広域交流圏の形成プロジェクト１２．環日本海広域交流圏の形成プロジェクト

１３．地域づくりコンソーシアム創出による
地域支援プロジェクト

１３．地域づくりコンソーシアム創出による１３．地域づくりコンソーシアム創出による
地域支援プロジェクト地域支援プロジェクト

１０．「日本のふるさと・原風景」を体験できる
滞在型観光圏の創出プロジェクト

１０．「日本のふるさと・原風景」を体験できる１０．「日本のふるさと・原風景」を体験できる
滞在型観光圏の創出プロジェクト滞在型観光圏の創出プロジェクト

［｢日本のふるさと･原風景｣を象徴する地域資源の発掘･磨き上げ］
○各観光圏の地域資源を活用した体験型観光メニューの検討や造成、

観光ボランティアガイド等の研修会を実施

［｢日本のふるさと・原風景｣を体験できる滞在型観光圏の形成］
○新たな観光圏の形成や各観光圏において、一つのメニューに留まらず、
複数の体験型メニューを検討・開発

○観光圏としての知名度向上の取組や地域間の広域連携強化を活かした
事業展開を実施

［東北圏内の移動手段の充実］
○平成21年8月、「高速バスネットワークを活用
した移動手段の充実プロジェクトチーム」を
設立し、東北高速バス共通フリーパス実証実験
等を実施

［環日本海地域の広域連携による東アジアとの互恵関係の構築］
○シンガポールでのビジネスマッチング（商談）の実
施や、日系百貨店の東北フェアに県内企業・団体が
出展し、個別商談会を開催

○ロシアハバロスクにおいて宮城県では、商談会、見
本市を実施し、新潟県では県産品の販路拡大に向け
た取組を実施

［人材交流の促進］
○新潟大学等と中国・韓国・ロシア等環日本海
地域の大学との連携を促進

［歴史・文化資源等を活かした交流プログラムの展開］
○鳥海山を柱にした観光連携推進事業実施
○北前船をテーマにした台湾エージェントの招聘や歴史･文化･食をテーマと
した周遊ルート策定等、地域資源を活かした活動の実施

［地域づくりコンソーシアムの構築］
○平成21年11月、「『新たな公』コンソーシアム・シンクタンクの創設取組
推進プロジェクトチーム」を設立

○「新たな公」ＰＴにおいて、自治体と地域づくり活動団体を対象に地域づ
くり等の現状把握を目的とするアンケート調査を実施

［コンソーシアムを用いた地域づくり支援システムの構築］
○アンケート結果から、中山間地域における活動団体・活動内容の整理を行
い、自治体や活動団体が抱える課題を把握し、中間支援システムに求めら
れる項目を整理

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・観光入込客数が停滞し、経済も低迷する中で、東北ならではの観光

の魅力を｢発掘・育成｣し活用していくことが課題
・観光圏内の広域的な連携強化や滞在型観光メニューの検討等が必要

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・観光入込客数が停滞し、経済も低迷する中で、東北ならではの観光

の魅力を｢発掘・育成｣し活用していくことが課題
・観光圏内の広域的な連携強化や滞在型観光メニューの検討等が必要

［官民一体となった効果的なプロモーション活動］
○海外メディアや旅行エージェントへのプロモー
ション活動などの観光ＰＲを実施

▲観光関係者等と海外旅行
エージェントとの商談会

▲シンガポールで開催された日系
百貨店の東北フェア(H21.9.9)

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・海外現地企業とのビジネスマッチング、バイヤー招聘を通じて、経済
交流の充実が必要

・東北インターナショナル事業化センター（仮称）の設立に向けた中国
華東地域の政府・企業の受け入れ・連携

・ＲＯＲＯ船等を利用したロシアへの農産物の輸出拡大にむけ、港湾施
設使用料の助成等により定期寄港化を目指す取組を推進

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・海外現地企業とのビジネスマッチング、バイヤー招聘を通じて、経済
交流の充実が必要

・東北インターナショナル事業化センター（仮称）の設立に向けた中国
華東地域の政府・企業の受け入れ・連携

・ＲＯＲＯ船等を利用したロシアへの農産物の輸出拡大にむけ、港湾施
設使用料の助成等により定期寄港化を目指す取組を推進

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・コンソーシアム体制構築にあたり、人的・財政的な支援体制等の整備に
向けた検討が課題

・｢新たな公｣ＰＴでは、コンソーシアム像の明確化や地域コミュニティ支
援団体等のネットワーク化等にかかる検討を実施

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・コンソーシアム体制構築にあたり、人的・財政的な支援体制等の整備に
向けた検討が課題

・｢新たな公｣ＰＴでは、コンソーシアム像の明確化や地域コミュニティ支
援団体等のネットワーク化等にかかる検討を実施

１１．グローバル・ゲートウェイ機能強化
プロジェクト

１１．グローバル・ゲートウェイ機能強化１１．グローバル・ゲートウェイ機能強化
プロジェクトプロジェクト

［東北圏の港湾利用の促進］
○平成21年10月、「国際物流プロジェクトチーム」を設立
○｢東北国際物流戦略チーム｣等による、荷主企業に対するポートセール
ス、出前説明会を行うとともに、国際物流の現状
や課題、東北の港湾利用の可能性等についての
「国際物流講演会」を開催

［効率的な国際物流体系の構築］
○45フィート国際海上コンテナ国内輸送実現に向
けたシンポジウム開催や複合一貫輸送(シーアンド

レール)の各種検討及び貨物輸送実験を実施

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・港湾利用拡大を促進するため、港湾への利用転換成功事例集を充実

し、これらを活用した荷主企業等へのポートセールスの実施が必要
・45ﾌｨｰﾄコンテナの国内輸送実現に向けた公道輸送の実証実験を実施

＜プロジェクトの課題と今後の取組の方向＞
・港湾利用拡大を促進するため、港湾への利用転換成功事例集を充実

し、これらを活用した荷主企業等へのポートセールスの実施が必要
・45ﾌｨｰﾄコンテナの国内輸送実現に向けた公道輸送の実証実験を実施

▲秋田港シーアンドレール
実証実験(H21.8.27)
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戦略的目標における達成状況

戦略目標の達成状況についての実感は？（圏域住民）

43.5

41.2

31.7

19.3

17.4

34.1

37.8

43.7

25.0

31.4

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

恵み豊かな自然と共生する環境先進圏域の実現

雪にも強く安全で安心して暮らせる温もりのある人に優しい圏域の実現

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

交流・連携機能の強化による世界に開かれた圏域の実現

東北圏民が一体となって地域を考え行動する圏域の実現

より達成に近づいていると思うもの より達成した方が良いと思うもの

（N=801）

３．フォローアップ結果のまとめ

広域プロジェクトのフォローアップにおける進捗状況、モニタリング指標の動向、東北圏民への意識調査結果
から、５つの戦略的目標に対するフォローアップを実施。それらを踏まえ、計画全体に対する検証を行った。

昨年の８月に計画が策定され、モニタリング指標等の変化から達成状況を評価することが困難なことから、「東北圏民の意識調
査」をベースに５つの戦略的目標の達成状況を把握する。

計画の検証（総括的な評価）

【東北圏民に対する意識調査結果（右図）】
・達成感は「①環境先進圏域の実現」や「②人に優しい圏域の実現」
が高く、「 ④世界に開かれた圏域の実現」や「⑤地域を考え行動す
る圏域の実現」が低い。

・今後の期待感は「③自立的な圏域の実現」が最も高く、「⑤地域を
考え行動する圏域の実現」は達成感の倍程度と多い。

●達成感については・・・
・「①環境先進圏域の実現」や「②人に優しい圏域の実現」に関する取
組が多く実施され、身近なところで実感できることが多い。

・逆に「⑤地域を考え行動する圏域の実現」や「 ④世界に開かれた圏
域の実現」に関する取組は比較的少なく、実感できる場面が少ない。

●圏民の期待については・・・
・伸び悩む地域経済や若者の圏外への高い流出率を踏まえて、早期に自
立可能な産業を形成することに対する期待の表れ。

・財政の悪化に対する不安の表れとして、長期的な行政サービスの低下
を懸念し、圏民一人ひとりが行動しようとする圏民意識の表れ

これらの状況を広域連携PJのフォローアップ結果から類推すると

①災害に対する圏民意識の高まりを受け、災害に強いしなやかな圏域の形成に向け、着実な進展が必要。また、雪に対する取組が少なく次年度以降
に期待。

②地球温暖化対策に関する具体の効果を得るためには、より多くの広範な取組とともに、圏民一人ひとりの意識付けと具体の行動に結ぶ付けること
が必要。

③圏域自立の源となる産業の育成に向け、長期的な視点で着実な進展を図る必要がある。また、主要産業である農林水産業では6次産業化の胎動が
見られ、今後の展開に関心が高まっている。

④「新たな公」に向けた取組は、未だ途についたところであり、その趣旨の圏民への理解醸成を図りつつ、積極的に取り組んでいくことが必要。
最後に・・・

各々の施策の具体の推進には、長期的なモニタリングが必要。今後とも所期の目標達成を目指し、実のある成果の発現を図っていく必要がある。

▲東北圏民に対する意識調査

①恵み豊かな自然と共生する環境先進圏
域の実現

②雪にも強く安全で安心して暮らせる温
もりのある人に優しい圏域の実現

③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

④交流・連携機能の強化による世界に開
かれた圏域の実現

⑤東北圏民が一体となって地域を考え行
動する圏域の実現
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