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ＰＪ１ 新しい東北圏を創造する東日本大震災からの復興ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
産業基盤や生活基盤等、暮らしを支える施設の復旧にとどまることなく、被災地の地域経済の再生と生活

の再建を果たすため、復興の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、産業創
造に向けた拠点形成や原子力災害の克服に向けた取組の推進といった、活力ある地域構造の構築に向け
た復興を進める。

また、三陸沿岸の自然、震災遺構、「道の駅」等を活用し地震及び津波防災の伝承・継承、三陸沿岸の
周遊観光拠点として「(仮)三陸震災伝承街道」の形成を推進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

1-1．復興のまちづくりと一体と
なった基盤整備の促進

まちづくりと一体となった整備については、平成28年度末で、民間住
宅用等宅地完了率（戸数）は69％、災害公営住宅完了率は83％、そ
して津波復興拠点整備事業着工率は100％となり、完了率は38％と
なった。

1-2．復興を支える公共施設等の
整備

復興道路・復興支援道路の早期整備については、対象路線全区間
にて工事着手済みとなっている（着手率１００％）。 また、開通延長に
ついては、国土交通省が中心となって整備している区間において約２６
８ｋｍ（約４９％）、みやぎ県北高速幹線道路において約９ｋｍ（約４
５％）であり、三陸沿岸道路については４車線化計画区間の約５２ｋｍ
全線が開通している。

1-3．研究開発の推進等による産
業の創造と拠点形成

東北圏の海洋生態系の調査を推進するため、シンポジウムの開催や
各種データの公開・更新が行われ、東北マリンサイエンス拠点の形成
が推進された。

1-4．（仮）三陸震災伝承街道の
形成

（仮）三陸震災伝承街道を形成する、みちのく潮風トレイルの新たな
開通、南三陸・海のビジターセンターの建設、復興道路・復興支援道
路の整備を行った。また、国営追悼・祈念施設（仮称）の工事に着手し
た。

1-5．原子力災害の克服に向けた
取組の推進

原子力災害からの復興に向け、環境回復プロジェクト、除染作業、JR
常磐線の復旧工事、福島イノベーション・コースト構想等の取組を実施
した。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、東日本大震災からの復興にむけ、各種事業の推進が図られて
いる。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、引き続き各種事業を推進するとともに、 「(仮)三陸震災伝承街
道」の形成に向け、新たに「石巻・川のビジターセンター（仮称）」の整備等を進める。
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1-1．復興のまちづくりと一体となった基盤整備の促進

＜具体的取組の内容＞
津波で被災した河川堤防及び海岸堤防の早期復旧を図り、津波、高潮、波浪等による被害を防止・軽減

させるとともに、多重防御を含めたハード・ソフト対策により地域の安全性の向上を図る。
また、産業復興に向けた工場立地、鉄道復旧、津波等により被災した臨海部の用地の戦略的な活用、防

災・減災機能を強化した基盤整備、市街地の移転・整備等による再構築等について、まちづくりと一体となっ
た整備を推進する。

さらに、防災拠点の機能をあわせ持つ公園等の整備や延焼防止帯を兼ね備えた道路及び緑地等の整備
を進め、防災機能が強化された都市構造の構築を推進する。

加えて、被災地における被災者の生活環境の確保のため、災害公営住宅を中心とする公的住宅供給や
保健福祉と防災機能を有する公設民営型複合施設の整備、被災者のコミュニティの核となる学校、交流施
設等の整備を進める。

このほか、観光や交流人口の拡大を通じた復興の発信や災害の伝承のため、三陸復興国立公園及びみ
ちのく潮風トレイル等のグリーン復興を推進する。

【復興まちづくりと一体となった基盤整備状況】

【結果とりまとめ】

●まちづくりと一体となった整備については、平成28年度末で、民間住宅用等宅地完了率（戸数）は69％、
災害公営住宅完了率は83％、そして津波復興拠点整備事業着工率は100％となり、完了率は38％となっ
た。

ＰＪ１ 新しい東北圏を創造する東日本大震災からの復興ＰＪ

（出典：復興庁HP「公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況」)

○津波復興拠点整備事業着工率・完了率
津波復興拠点整備事業完了率は、平成27年度の0％から、平成28年度には38％となった。
着工地区数でみると、平成28年度末時点で、計画地区数24地区※3が全て着工した。

完了地区数でみると9地区が完了した。

※3津波復興拠点整備事業として復興交付金の配分可能額通知を受けた地区のうち一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定をした地区数

○民間住宅用等宅地完了率※1（戸数）
民間住宅用等宅地完了率は、平成27年度末

の43％から、平成28年度末には69％となった。
供給計画戸数でみると、平成28年度末時点

で、計画戸数18,854戸のうち13,020戸の造成工
事が完了した。

※1高台移転を指しており、防災集団移転促進事業・土地区画整理事
業・漁業集落防災機能強化事業の3事業の合計。

○災害公営住宅完了率
災害公営住宅完了率は、平成27年度末

の58％から、平成28年度末には83％と
なった。

供給計画戸数でみると、平成28年度末
時点で、計画戸数30,553（30,234）戸のう
ち25,029戸（24,960）戸の建築工事が完
了した。

※2（）内の数値は帰還者向け災害公営住宅を除いた戸数

まちづくりと一体となった整備状況
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太平洋沿岸における各地域間の連絡性を高める復興道路及び太平洋沿岸と内陸部を結ぶ復興支援道路を早期に
整備するとともに、沿岸の被災地と後方支援都市を結ぶアクセス道路や他圏域との連携を図るための交通網の整備を
促進する。
また、太平洋側地域の物流･産業を支える港湾・海岸等の復旧と早期復興を推進するとともに、ＪＲ常磐線等の被災

鉄道路線の復旧に向けた取組を進めるとともに、水産業の発展に貢献する造船業の強化を図る。
さらに、防災拠点等を兼ね備えた「道の駅」、東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂等を目的とし、地方公共団

体が整備する復興祈念公園とともに国営追悼・祈念施設（仮称）の整備を推進する。
津波により被災した農地・農業用施設においては、早期復興を目指し、復旧を進めるとともに、農地集積等による収

益性の高い農業の実現に向け、大区画化を推進する。
宮城県沿岸地域等における海岸防災林の復旧や再生に当たっては、生育基盤の造成とマツノザイセンチュウ抵抗性

クロマツコンテナ苗の活用を推進するとともに、地域住民、ＮＰＯ（非営利活動団体）や企業等からの協力を得ながら着
実に復旧を進める。

【復興道路及び復興支援道路の整備状況】

1-2．復興を支える公共施設等の整備

【結果とりまとめ】

●復興道路・復興支援道路の早期整備については、対象路線全区間にて工事着手済みとなっている（着手
率１００％）。 また、開通延長については、国土交通省が中心となって整備している区間において約２６８ｋｍ
（約４９％）、みやぎ県北高速幹線道路において約９ｋｍ（約４５％）であり、三陸沿岸道路については４車線化
計画区間の約５２ｋｍ全線が開通している。

ＰＪ１ 新しい東北圏を創造する東日本大震災からの復興ＰＪ

【出典：東北地方整備局ホームページ 『第７回復興道路会議（宮城県）（H29年6月20日開催）』 配布資料より抜粋】

復興道路・復興支援道路の各路線別進捗状況復興道路・復興支援道路の概要（H29.3.31現在）

○開通延長（平成２８年度末）
【復興道路・復興支援道路】
約２６８km （計画延長に対し約４９%)

＜うち震災後開通、約１０８km
【みやぎ県北高速幹線道路】
約９ｋｍ （計画延長に対し約４５%)
＜うち震災後開通、約９ｋｍ

【三陸沿岸道路】
計画延長、約５２km全線開通
（ ４車線化計画区間）

20km

20km
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1-3．研究開発の推進等による産業の創造と拠点形成

＜具体的取組の内容＞
三陸沖の漁場の回復と水産業の復興を図るため、海洋生態系の再生に向けた大学や研究機関による復興
支援のためのネットワーク「東北マリンサイエンス拠点」を形成し、東北圏の海洋生態系の調査を推進する。

また、東北大学等と連携して、東北メディカル・メガバンク計画を推進し、被災地域の住民の健康調査を通
じた被災地の住民の健康管理と、バイオバンクを用いた解析研究により、個別化医療等の基盤を形成し、次
世代医療の実現を目指す。

さらに、福島県立医科大学を中心として、放射線医学・最先端診断や医薬品等の開発拠点整備を通じた
医療関連産業の振興を図るほか、福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想に基づき、再生
可能エネルギー、医療、農林水産業、環境回復・創造、廃炉技術関係を中心とした研究開発及び産業創造
に向けた拠点形成を推進する。

【東北圏の海洋生態系の調査の推進状況】

「東北マリンサイエンス拠点」の形成
東北大学・東京大学大気海洋研究所・海洋研究開発機構等と、

漁協関係者の協力のもとに、東日本大震災の津波等により激変
した東北沿岸域の海洋生態系の変化の実態とそのメカニズムを
明らかにするため、「東北マリンサイエンス拠点形成事業」を開始
した。概要を以下に記載する。
■シンポジウムの開催
「宮城水産復興連携協議会主催公開シンポジウム」

（平成29年3月18日・宮城県女川町）
・「震災と海-これからの漁業と養殖業-」を開催。
・環境および養殖環境が津波によりどのように変化したのかなどを

報告
・次の一手を見据えたエコラベルの実際に関する報告
・販路拡大に向けた質の向上性について議論
「東北マリンサイエンス拠点形成事業シンポジウム」

（平成29年3月20日・東大農学部）
・「私たちと震災―世代を越えて―」を東大農学部 中島董一郎

記念ホールにて開催
・高校生や大学生、地元の方もふくめ、震災に関する活動を行って

きた様々な方々にも発表して頂き、サイエンスの枠にとどまらずに
世代や立場を越えた相互の共通点を見出そうという、今までに
ない試みを実施

■各種データ公開・更新
・「TEAMS調査海域環境データベース（TEAMS-EBIS）」により、
TEAMSの調査・観測で得られた水温や塩分、溶存酸素等の物理・
生物化学データ（環境データ）を公開
・「TEAMSデータ案内所『リアス』」、「TEAMS動画ギャラリー」の更新
・新青丸航海CTDデータ公開

【結果とりまとめ】

●東北圏の海洋生態系の調査推進するため、シンポジウムの開催や各種データ公開・更新が行われ、東北
マリンサイエンス拠点の形成が推進された。

ＰＪ１ 新しい東北圏を創造する東日本大震災からの復興ＰＪ

2017 TEAMS シンポジウム
(出典：東京大学大気海洋研究所

プロジェグランメーユ事務局HP)

東北マリンサイエンス拠点データ
共有・公開機能の整備・運用

（出典：東北マリンサイエンス拠点形成事業TEAMS HP）
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1-4．（仮）三陸震災伝承街道の形成

＜具体的取組の内容＞
三陸海岸は、これまでも津波被害を後世に伝えるため数多くの遺構や史跡が残されているほか、東日本

大震災の震災遺構としても保存検討が進められており、これらの貴重な遺構を「（仮）三陸津波防災遺構」と
して次世代へ継承する取組を進める。

国内外から来訪者に対する情報発信の拠点・ゲートウェイとしての「道の駅」、「みなとオアシス」、三陸沿
岸地域の周遊を支援するための復興道路、復興支援道路、震災遺構の案内看板等の整備を促進するとと
もに、追悼と鎮魂、震災の記憶・教訓の伝承等の場として「高田松原津波復興祈念公園」の整備を推進す
る。

また、風光明媚な景観や豊かな自然資源を活かした「三陸復興国立公園」、みちのく潮風トレイル、三陸
ジオパーク等と連携を図り、自然の恵みや津波の脅威の学び場、三陸沿岸の周遊観光の拠点、国内や世界
への防災情報発信拠点として（仮）三陸震災伝承街道の形成を推進する。

【（仮）三陸震災伝承街道の形成状況】

ＰＪ１ 新しい東北圏を創造する東日本大震災からの復興ＰＪ

南三陸・海のビジターセンター
（出典：東北地方環境事務所提供）

長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」
（出典：東北地方環境事務所HP）○ 「南三陸・海のビジターセンター」の建設

（東北地方環境事務所）

「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョ
ン」に基づく「里山・里海フィールドミュージアム」整備の一環
として、平成28年11月に南三陸・海のビジターセンターを建
設。三陸復興国立公園とその周辺部の里山・里海、集落地
を含めた一定のまとまりをもつ地域をフィールドミュージアムと
して位置づけ、国立公園内の核となる施設として整備した。

○長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」設定への取組
（東北地方環境事務所）

【場所】 青森県八戸市から福島県相馬市松川浦までの
太平洋沿岸部（全長900km超）

「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビ
ジョン」（平成24年５月環境省。以下、「ビジョン」という。）に
基づき、地域の自然環境やくらし、震災の痕跡、利用者と
地域の人々など、様々なものを結ぶ道として設定する取り
組みを進めた。岩手県普代村普代浜から岩手県田野畑
村鵜ノ巣園地に至る約34km区間を開通し、開通区間の累
計は約400kmとなった。
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【（仮）三陸震災伝承街道の形成状況】

起工式の様子と岩手県・宮城県の国営追悼・祈念施設（仮称）の設置場所 （出典：東北地方整備局提供）

○国営追悼・祈念施設（仮称）の設置（東北地方整備局）
東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記憶と教訓の後世への伝承、国内外に向けた復

興に対する強い意志の発信のため、地方公共団体との連携のもと、国営追悼・祈念施設（仮称）を設置す
る。

平成29年3月5日に岩手県陸前高田市（高田松原地区）、同年3月19日に宮城県石巻市（南浜地区）
において起工式を開催し、工事に着手した。

登米志津川道路（三滝堂IC～志津川IC） 開通式の様子
（出典：東北地方整備局提供）

復興・復興支援道路、三陸沿岸道路の位置図
（出典：東北地方整備局提供）

【結果とりまとめ】

●（仮）三陸震災伝承街道を形成する、みちのく潮風トレイルの新たな開通、南三陸・海のビジターセンターの
建設、復興道路・復興支援道路の整備を行った。また、国営追悼・祈念施設（仮称）の工事に着手した。

○基幹インフラの復旧・復興（東北地方整備局）
（仮）三陸震災伝承街道を形成する、三陸沿岸
道路の整備を行った。平成28年度は登米志津
川道路11.1km、南三陸道路（志津川IC～南三
陸海岸IC）の3kmを開通させると共に、矢本石巻
道路の12.1kmを4車線化した。
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1-5．原子力災害の克服に向けた取組の推進

＜具体的取組の内容＞
東京電力福島第一原子力発電所の事故による原子力災害の一刻も早い復興に向け、関係機関の連携の下、人の

健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的として、放射性物質汚染対処特措法に基づき除染を
実施する。

福島県が実施している健康調査や検査体制の充実、子どもの生活環境にも十分配慮した除染の実施、農林水産物
の安全管理・検査体制の充実、風評被害の払拭対策として正しい知識の啓発等の取組を推進する。

特に、福島県においては、放射性物質で汚染された環境の再生に向けた調査の拠点を形成するため、福島県環境
創造センターや浜地域農業再生研究センター、水産研究拠点等の整備を進める。

低線量被曝の人体への影響等について調査研究を行うため、福島県立医科大学を中核的機関として県民健康管
理調査本部・データセンター等を整備するほか、独立行政法人日本原子力研究開発機構や独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機構等において、除染に関する技術開発等を推進する。放射線の人体への影響や除染技術等
に関する調査研究や開発を推進するため、国際会議の誘致やＩＡＥＡ（国際原子力機関）等の国際機関との更なる連
携に取り組むとともに、廃炉技術関係やロボット技術等の研究開発を推進し、廃炉に向けた取組を推進する。

加えて、復興を支える道路・港湾・海岸等の公共施設を重点的に整備するとともに、上下水道等の生活インフラの
確保、医療・介護・福祉・教育等の生活環境の整備、農地・農業用施設・農林道等の産業基盤の整備やため池等の
放射性物質対策を着実に推進する。さらに、全県に及ぶ風評被害の軽減や被災地と避難先との交流等、全県的な取
組を着実に進める。

このほか、地域経済の再生及び観光業の復興を図るため、首都圏等との連携によるＰＲやプロモーションの取組、ツ
アーの企画、国内外へ情報発信等の取組を推進する。

【原子力災害の克服に向けた取組の推進状況】

○環境回復プロジェクト（福島県）
福島県民が安心して生活できる環境の確保や、避難者のふるさとへの

一刻も早い帰還に向け、 県内の除染を着実に進めるとともに、放射線に
対する正確な情報提供と正しい知識の普及に取り組んだ。

○風評・風化対策プロジェクト（福島県）
第５９回新生ふくしま復興推進本部会議において、風評・風化対策強化

戦略第２版を制定。

【結果とりまとめ】

●原子力災害からの復興にあたって、環境回復プロジェクト、除染作業、JR常磐線の復旧工事、福島イノ
ベーション・コースト構想等のプロジェクトが実施された。

ＰＪ１ 新しい東北圏を創造する東日本大震災からの復興ＰＪ

放射線量特定マップ
（出典：福島県HP）

除染作業の様子
（出典：環境省HP）

○ＪＲ常磐線（避難指示区域内）の開通
JR東日本は平成28年7月に原ノ町～小高を開通させた。

○除染作業
環境省は除染特別地域（帰還困難区域を除く。）に指定された全１１市町

村の面的除染を平成29年3月末までに完了した。
また、市町村等が実施する汚染状況重点調査地域における面的除染に

ついても、平成29年3月末で概ね終了した。

○福島イノベーション・コースト構想（福島県）
福島ロボットテストフィールドの整備など関連プロジェクトに着手。

○避難指示区域解除（福島県）
平成28年度は1市2町3村における避難指示区域の解除が進み、平成

29年4月1日までに、双葉町・大熊町を除き、全ての「居住制限区域」及
び「避難指示解除準備区域」が解除された。
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ＰＪ２ 安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
地震・津波災害に対して安全・安心な圏域の形成を図るため、地震・津波防災対策の強化及び避難体制の整備、

災害時の通信環境確保、地震等の経験を踏まえた中山間地域・沿岸地域等の孤立集落への対応等、国内外に誇
れる防災先進圏域の実現に向けて、東北圏が一体となった広域連携による震災対策を推進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

2-1．地震・津波防災対策の強化・
避難体制の整備

公共インフラの耐震化へ向け、東北圏では橋梁の耐震補強及び老朽化対
策工事等が行われた。また、避難体制整備の促進へ向け、津波防災施設の
整備、津波避難計画の策定が行われた。

2-2．災害に強い通信環境確保の推
進

正確な災害情報を住民等に向けて発信する防災無線通信施設の整備を
進めており、平成28年度末で、東北圏での整備率は94％となった。

2-3．中山間地域・沿岸地域等の孤
立集落への対応

土砂災害等の危険性の高い土地において、安全な土地利用への誘導を
促進するため、土砂災害警戒区域等の指定を推進した。

2-4．災害の記録と伝承や防災訓
練・教育の充実強化

東北圏各県において防災訓練、並びに、学校への外部指導者派遣等によ
る津波防災教育が行われた。

2-5．震災対策の強化と日本海側と
太平洋側等の広域連携強化

防災拠点となる公共施設等の耐震化率が東北圏全県において増加した。
また、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が進められた。

2-6．社会資本の長寿命化対策の
推進

老朽化が進むインフラの維持管理・長寿命化に向け、個別施設計画の策
定を進めている。東北圏７県所管施設では、公園に対しては平成28年度末
時点で策定が完了しているが、その他の施設では未策定がある。また、国所
管の施設では、橋梁・道路トンネル・大型附属物に対して策定が完了している
が、官庁施設については各省各庁において目標達成に向けた取り組みが進
められている。

2-7．災害に強いサプライチェーンの
構築と危機管理体制の強化

東北各県で「東北地域における災害に強い物流システムの構築に関する
協議会」の連絡会を開催し連携方策等についての検討・意見交換を行った。
また、災害時における人的・物的支援、応急対策等に対し、行政機関と民間
事業者等が迅速な協力体制を確立するために災害時応援協定があるが、
平成28年度は東北圏全体で４５件締結された。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「災害に強い物流システムの構築に関する協議会」における取組
同上。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、安全・安心な東北圏の形成に向け、地震・津波防災対策等の様々な取
組が進められている。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、引き続き各種事業を推進するとともに、公共インフラの耐震化について、
緊急輸送道路の重要度等を考慮し、橋梁の耐震補強工事や補修工事の適正な優先度を設定し、順次実施する。ま
た、所管施設の個別施設計画の策定を進め、社会資本の長寿命化対策を進める。避難体制の整備については、市
町村の津波避難計画等の策定・整備を支援するとともに、津波災害区域の指定について検討する。
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2-1．地震・津波防災対策の強化・避難体制の整備

＜具体的取組の内容＞
太平洋沿岸地域の八戸港、釜石港、相馬港等における防波堤・防潮堤等の整備と粘り強い構造化、緊急輸送道路上の

橋梁の耐震補強、津波発生時における防潮水門、陸閘遠隔操作化の推進等、被害の防止・軽減策を推進するとともに、緊
急輸送道路上の橋梁の耐震補強を始めとするインフラの耐震・耐液状化・津波浸水対策の推進を図り、関係企業と連携し
て、石油・ＬＰＧ（液化石油ガス）等の貯留施設の損傷による危険物・可燃物の漏洩・流出の被害拡大防止策や港湾、漁港
の漂流物対策等、津波にともなう二次災害防止策を推進する。

また、沿岸自治体と連携し、東北圏沿岸におけるＧＰＳ（人工衛星による測位システム）波浪計等の波浪観測網の高度
化及び観測データを活用した津波等への対策推進、遠隔操作により津波の到達を監視する津波遠隔監視装置の整備推
進を図る。

避難体制整備については、津波防災地域づくりに関する法律に基づく市町村の「津波防災地域づくりを総合的に推進す
るための計画」の活用により、高盛土構造物の整備、津波災害危険区域等の指定による安全な土地利用への誘導、企業
等と連携した沿岸部ビルの避難施設としての利用、そのほか国営公園等を始め防災公園の整備等、地域住民、臨港部労
働者、観光客等の津波避難場所確保を促進する。

また、避難路の整備や指定、避難階段の整備、狭隘区間の解消等のための道路整備の推進、避難場所の案内板の設
置等、災害時の被害を最小化する津波防災まちづくりのための施策を推進する。

さらに、緊急物資輸送・復旧資材確保等については、初動体制の強化を図るとともに、物流・産業のサプライチェーンを
維持するために、各港における港湾ＢＣＰ（業務継続計画や事業継続計画）の策定や当該ＢＣＰに基づく訓練と改善等、ＰＤ
ＣＡ（Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔの略）によるスパイラルアップを実施する。

【公共インフラの耐震化状況及び避難体制の整備状況】

ＰＪ２ 安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策ＰＪ

八戸シーガルブリッジ（出典：青森県提供）

■青森県
【公共インフラの耐震化】

橋梁耐震補強（青森県内全域）として、跨道橋・跨線橋、緊急輸送
道路上の橋梁、防災公共路線上の橋梁を対象に、落橋防止構造の
設置、橋脚の巻立て、支承部の補強等を実施した。平成28年度末で
３橋が完了し、耐震補強進捗率は約80％となった。
八戸港では、橋梁の耐震改良として、既設橋梁のレベル２地震動に

対する耐震性能の確保を図るため、平成28年度は、事業化に向けて
予算要求を行った。また、津波による浸水被害から埠頭の背後地を
守るため、防潮堤の整備を行っている。
【避難体制の整備状況】
青森県内の沿岸部２２市町村のうち、１１市町村が津波避難計画を

策定。

橋梁耐震補強（出典：青森県提供）

■岩手県
【公共インフラの耐震化】
緊急輸送道路上の15ｍ以上の610橋のうち、平成28年度末までに565橋の対策が完了し、対策率92.6％となっ

た。
【避難体制の整備状況】
津波防災施設の整備状況は平成28年度末の時点で60.2％となった。

■宮城県
【公共インフラの耐震化】
宮城県沖地震以前の基準（昭和55年道路橋示方書以

前）で建設された，主要な幹線道路上にある橋梁の耐震
化を推進しており、平成28年度は，主要地方道及び一般
県道にある５橋の耐震化が完成した。
【避難体制の整備状況】

平成28年度末で、津波避難ビル79棟、津波避難タ
ワー等14棟を整備した。

橋梁耐震補強（出典：宮城県提供）
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【公共インフラの耐震化状況及び避難体制の整備状況】

■山形県
【公共インフラの耐震化】
山形県道路橋耐震補強計画に基づき、継続的に緊急輸送道路上の橋梁の耐震化を進めており、平成29年3月末

時点までに、その耐震化率は約58%となった。
【避難体制の整備状況】
平成27年度に県が津波防災地域づくりに関する法律に基づき設定・公表した津波浸水想定を踏まえ、全ての沿岸

市町において津波ハザードマップの作成見直しを行った。

■福島県
【公共インフラの耐震化】
緊急輸送路や、通勤通学等の地域間連携において、欠

かすことの出来ない路線において、大規模地震発生後に
おける交通を確保するため、橋梁の耐震化を図っている。
平成28年度は橋脚部の巻立てや落橋防止システムを施
工した。
【避難体制の整備状況】
ふくしま復興再生道路として、避難解除等区域やその周

辺の広域的な物流や地域医療、産業再生を支える幹線
道路である浜通りと中通りを結ぶ路線の狭隘区間の解消
を行った。

橋梁耐震補強（出典：福島県提供）

狭隘区間の改良状況
（出典：福島県提供）

■新潟県
【公共インフラの耐震化】
県管理橋梁の緊急輸送道路上の耐震化率は平成28年度末までに、３橋が

耐震化工事を完了し、99％（168橋/170橋）となった。また、新潟県流域下水
道総合地震対策計画（第2期）を実施した。
【避難体制の整備状況】
津波防災地域づくりにかかる意見交換会を行い、津波防災地域づくり法の枠

組みや実際の取組、推進計画の実例、津波に関する有識者の知見などを情
報共有した。 マンホール耐震化工事（出典：新潟県提供）

【結果とりまとめ】

●公共インフラの耐震化へ向け、東北圏では橋梁の耐震補強及び老朽化対策工事等が行われた。また、
避難体制整備の促進へ向け、津波防災施設の整備、津波避難計画の策定が行われた。

■秋田県
【公共インフラの耐震化】
緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強（耐震対策実施橋

梁：１４橋）及び老朽化対策工事（八峰町 浜田・八森海
岸、泊川防潮水門）を実施した。
【避難体制の整備状況】
平成27年度に県が公表した最大クラスの「津波浸水想

定区域図」をもとに、平成28年度にはほとんどの市町村
でハザードマップを修正完了した。 橋梁耐震補強（出典：秋田県提供）
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2-2．災害に強い通信環境確保の推進

＜具体的取組の内容＞
産学官が連携し、災害時の通信の輻輳を軽減するとともに、通信インフラが被災した場合でも自律的に回

復するネットワークの構築（つながる・壊れないネットワーク）に向けて、関連する技術開発を推進するための研
究開発拠点を整備する。

また、災害時の通信環境確保のため、電柱倒壊等を防ぐ無電柱化の推進、非常用電源の確保等による停
電対策の強化、緊急電話網の整備、自治体における衛星通信機器の配備、周波数や無線方式の異なる通
信（コグニティブ無線）の活用方策の検討を進める。

さらに、正確な災害情報を住民等に向けて発信するため、電話回線や防災行政無線のほか、コミュニティＦ
Ｍとの連携強化、携帯電話への緊急速報メール配信等、広報媒体の充実を図る。

加えて、人口の密集している地域や行政機関が集積する地域に携帯電話の大ゾーン基地局を設置すると
ともに、移動基地局を増設することにより通信環境の復旧に要する時間を短縮し、被災地域での迅速な通信
環境の回復を図る。

このほか、災害時に備えた金融システムのバックアップ機能の確保と金融機関の横断的な合同訓練の実
施を促進する。

【県別の防災無線通信施設整備状況】

ＰＪ２ 安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策ＰＪ

【結果とりまとめ】

●正確な災害情報を住民等に向けて発信する防災行政無線の整備率は、平成28年度末時点で、東北圏
において94％となった。

（出典：総務省電波利用HP）

市町村の防災行政無線整備率を各県別に示すとともに、東北圏における整備率の推移を示す。
平成28年度末時点では、東北圏の各県の整備率は、90％を超えている。また、東北圏全体の整備率

の経年変化を見ると、平成27年度の93％から、平成28年度は94％となった。
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東北圏の市町村防災行政無線の

MCA代替含む整備率（平成28年度末時点）

※上記はMCA代替含む整備率を示している。

（出典：総務省電波利用HPより東北圏7県について集計し作成）

12



2-3．中山間地域・沿岸地域等の孤立集落への対応

＜具体的取組の内容＞
衛星携帯電話の配備を推進し、孤立集落の通信手段を確保するとともに、震災時に孤立する可能性があ

る集落の把握及び物資供給・救助活動のためのヘリコプター離着陸場所の確保を推進する。
また、がけ地等危険箇所からの住宅移転促進等、土砂災害の危険性や津波により浸水する可能性が高い

土地における安全な土地利用への誘導を促進させる。
さらに、災害時に孤立するおそれが高い集落においては、孤立時の避難体制の整備や避難所と食料等の

備蓄の確保等、平時から住民が話し合いをしながら地域継続計画を策定するための取組を支援する。

【県別の土砂災害警戒区域等の指定状況】

ＰＪ２ 安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策ＰＪ

【結果とりまとめ】

●土砂災害等の危険性の高い土地における安全な土地利用への誘導を促進するため、土砂災害警戒区域
等の指定を推進した。

（出典：国土交通省HP 「土砂災害警戒区域等の指定状況」）

過去3年間に指定された土砂災害警戒区域等の箇所数を各県別に示す。

東北圏全体で見ると、土砂災害警戒区域等の指定箇所数（※）は、平成27年度末の29,984箇所から
8,373箇所増え、38,357箇所となった。

※上記箇所数は、各県が指定している土石流、急傾斜地の崩壊、地滑り、それぞれの土
砂災害警戒区域の平成29年3月末時点の合計値であり、土砂災害特別警戒区域も含ん
でいる。
※集計時期の違い等により、ここで用いている都道府県の指定数と都道府県が公表してい
る市町村別指定数の合計が一致しない場合がある。
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＜具体的取組の内容＞
これまでに東北圏が直面した震災の実情と教訓を踏まえた防災文化を保存するとともに、東日本大震災で

培った震災対応のノウハウを整理・共有し、次世代へ伝承する仕組みの構築を図る。また、国内の津波防災
教育の推進を図るとともに、そのノウハウを世界へ情報発信していく。

【津波防災教育に関する取組状況】

東北圏の津波防災教育等に関する取組の概要を県別に以下に記載する。

2-4．災害の記録と伝承や防災訓練・教育の充実強化

【結果とりまとめ】

●津波防災教育の推進のため、東北圏各県において防災訓練、並びに、学校への外部指導者派遣等によ
る津波防災教育が行われた。

ＰＪ２ 安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策ＰＪ

青森県 ○深浦町津波避難訓練（H28.11. 4）
○おいらせ町総合防災訓練（H28.10.30）

岩手県 ○平成28年度第2回津波避難訓練（H28.11.5）

宮城県 ○津波被災シンポジウム開催（H28.5.14)
○3．11復旧・復興パネル展 県庁ロビーにて（H28.5.9～13）
○平成28年度「津波防災の日」津波避難訓練、仙台市（H28.11.5）
○平成28年度気仙沼市津波総合防災訓練（H28.11.5）

秋田県 ○防災キャンプ推進、学校等へ外部指導者派遣、高校・幼稚園・町内会合同の避難訓練研修など（H28.9.2)
○内閣府主催、地震・津波防災訓練の実施、にかほ市（H28.11.4）
○秋田市津波防災訓練

山形県 ○鶴岡市総合防災訓練（H28.10.30）

福島県 ○平成28年度いわき市総合防災訓練（H28.11. 5）

新潟県 ○内閣府主催、地震・津波防災訓練の実施、佐渡市（H28.11.6）
○児童生徒の成長段階を考慮したカリキュラム・学習指導案作成、災害食の調理、保護者向け講座など（H29.3)

津波被災シンポジウム（出典：宮城県HP）

3．11復旧・復興パネル展（出典：宮城県HP ）

防災キャンプ（秋田県大館市の中学校）
（出典：秋田県HP）

震災津波伝承施設（仮名）の整備
（出典：岩手県HP）

（出典：宮城県HP、内閣府HP）

（出典：秋田県HP、内閣府HP他）

（出典：鶴岡市HP）

（出典：いわき市HP）

（出典：公益社団法人 中越防災安全推進機構 防災教育switch HP、内閣府HP他）

（出典：内閣府HP）

（出典：岩手県HP、内閣府HP）
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2-5．震災対策の強化と日本海側と太平洋側等の広域連携強化

＜具体的取組の内容＞
震災対策強化については、堤防、堰、水門、護岸等防災施設及び庁舎、学校、医療施設、公民館等様々な応急対

策活動や避難所となり得る建築物の耐震化を推進するほか、防災機能を併せ持つ庁舎の整備を推進する。
また、飲料水を始めとする生活用水や工業用水等の確保に向けた給配水・貯水設備の耐震化、下水道施設の基本

機能及び代替処理機能の確保を図る。
広域連携強化については、ミッシングリンクの解消や日本海国土軸の強化に加えて、大規模地震の発生時においても

代替性・多重性や緊急輸送の信頼性を確保する格子状骨格道路ネットワークの形成を目指し、三陸沿岸道路、新庄
酒田道路等の整備を進めるとともに、日本海側を含めた高速鉄道ネットワーク等、高速交通ネットワークの整備・充実を
進めるほか緊急輸送上重要な既設道路の拡幅や沿道建築物の不燃化を推進する。
また、東日本大震災では、被災地の支援に当たり、現地の司令塔となる拠点の必要性が認識されたことから、広域応

援のベースキャンプ、物資の集配基地等に使用される広域防災拠点の整備や海上・空路からの緊急物資や避難者等
を輸送するための港湾・空港施設の耐震化、非常時にも対応可能な港湾機能確保、災害用トイレや防災備蓄倉庫、
非常用電源装置等の整備による「道の駅」やサービスエリア、パーキングエリアにおける防災機能の強化等、日本海
側、太平洋側の２軸を活かした広域的な連絡体制の構築、防災機能の強化をより一層推進する。
さらに、震災等により発生する災害廃棄物については、早期の復旧・復興に資するため、廃棄物処理施設への支援を

推進するとともに、災害廃棄物の処理のための広域的な連携・協力体制の構築を図る。
加えて、道路交通の安全性・確実性を確保するため、道路斜面や盛土等の道路防災対策を推進し、日本海側と太

平洋側の連携強化を図る。

【防災拠点となる公共施設等の耐震率（県別）と格子状骨格道路ネットワークの整備状況】

ＰＪ２ 安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策ＰＪ

（出典：総務省消防庁 「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進報告書」）
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過去3年間の防災拠点となる公共施設等の耐震化状況を各県別に示す。
平成26年度末から平成28年度末において、東北圏の各県全てで耐震化率が向上し、平成28年度末にお

いては、いずれの県も85％を上回った。
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【防災拠点となる公共施設等の耐震率（県別）と格子状骨格道路ネットワークの整備状況】

【結果とりまとめ】

●応急対策活動や避難所となり得る建築物の耐震化については、防災拠点となる公共施設等の耐震率が
東北圏全県において増加している。
●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が進めら
れた。

◯格子状骨格道路ネットワークの形成
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
局管内の平成28年度末の高規格幹線道路の整備率は
80％、地域高規格道路等の整備率は28％となった。
また、新潟県内の平成28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３２％となった。

高規格道路等の整備状況
（出典：東北地方整備局提供）

新潟県内の高規格幹線道路（上）・地域高規格道路（下）の
整備状況 （出典：新潟県HP）

16



2-6．社会資本の長寿命化対策の推進

＜具体的取組の内容＞
老朽化が進むインフラについて、維持管理計画や長寿命化計画の策定と推進を図る。

また、農業水利施設等の長寿命化対策の推進、「メンテナンス会議」等の開催のほか、正し
い知識や適切な技術判断力育成のための技術講習会の開催等、効率的な維持管理に向け
た技術開発を推進する。

【個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定】

ＰＪ２ 安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策ＰＪ

○各県所管施設の個別施設計画策定状況

※施設の施設分野（道路等）の対象施設（橋梁やトンネル）の内、1つでも未策定の施設があれば「未策定」と記載している。
※各県の「公共施設等総合管理計画」を確認し、記載のない施設分野に対しては策定の必要がないとみなし、「ー」としている。
※策定率は「有り」、「未策定」の合計値を母数として算出した。

東北圏７県では、インフラの維持管理・長寿命化へ向け、各県所管施設の長寿命化計画（個別施設計画）
を策定しており、平成28年度末時点で、全ての公園で長寿命化計画（個別施設計画）の策定が完了したが、
その他の施設では未策定がある。

出典：青森県HP「個別施設計画の策定状況 」
出典：岩手県HP「岩手県公共施設等総合管理計画」
出典：宮城県HP「宮城県公共施設等総合管理方針」
出典：秋田県HP「あきた公共施設等総合管理計画」
「秋田空港維持管理・更新計画書」
出典：山形県HP「山形県県有財産総合管理（ファシリティマ
ネジメント）基本方針」 「山形県県有建物長寿命化指針」
出典：福島県HP「福島県公共施設等総合管理計画」
出典：新潟県HP「公共施設等総合管理計画」

確認時期 H29年3月 H28年3月 H28年7月 H28年3月 H29年3月 H29年3月 H29年4月

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 策定率

道路 未策定 有り 未策定 有り 未策定 有り 有り 57%

河川・ダム 未策定 有り 有り 未策定 有り 未策定 有り 57%

砂防 未策定 有り 有り 未策定 有り 有り 有り 71%

海岸 未策定 未策定 有り 未策定 有り 未策定 有り 43%

下水道 有り 有り 有り 有り 有り 未策定 有り 86%

港湾 未策定 有り 有り 有り 有り 有り 有り 86%

空港 有り 有り 未策定 有り 有り 有り 有り 86%

鉄道 有り ー 未策定 ー ー ー ー 50%

自動車道（民
間等が経営す
る道路）

ー ー 未策定 ー ー ー ー 0%

航路標識 ー 有り 未策定 未策定 ー 未策定 ー 25%

公園 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 100%

住宅 有り 有り 有り 未策定 有り 未策定 有り 71%

官庁施設 有り 有り 有り 未策定 未策定 有り 有り 71%
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【個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定】

○国所管施設の個別施設計画策定状況

東北地方整備局では各省各庁
が目標を定めて取り組む官庁施
設の個別施設計画の策定推進に
対して、指導及び助言を行ってい
る。個別施設計画は中長期保全
計画、点検及び確認結果の記録、
修繕履歴で構成され、平成26か
ら平成28年度の作成状況は別
図のとおりで、着実に改善されて
いる。

⚫東北地方整備局管内の官庁施設
（庁舎等・宿舎）の個別施設計画

（出典： H27～H29年度実施の保全実態調査の結果より）

⚫橋梁の長寿命化修繕計画

⚫道路トンネル個別施設計画

東北地方整備局では管理する全ての橋梁4591橋について、
長寿命化修繕計画を策定し、予防保全型の橋梁管理へ転換
することにより橋梁の長寿命化を図っている。平成28年2月時
点では平成28年度に370橋に対して修繕を行う予定とした。

（出典：東北地方整備局HP「橋梁の長寿命化修繕計画」 (H28年2月））

東北地方整備局が管理する道路トンネルは、
平成27年12月31日現在で194箇所あり、その
全てに対して個別施設計画を策定し、長寿命
化を図っている。平成28年3月時点では平成
28年度に9箇所、修繕を行う予定とした。

※判定区分Ⅱ（構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置
を講ずることが望ましい状態）については、当面、判定区分Ⅳ及びⅢのトンネルの対
策を推進することとし、今後の点検結果や対策の実施状況を踏まえたうえで、対策
を実施することとします。
※対策費用については、今後掲載を予定しています。

（出典：東北地方整備局HP「道路トンネル個別施設計画」 (H28年3月））
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【個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定】

⚫大型附属物の個別施設計画

【結果とりまとめ】

●老朽化が進むインフラの維持管理・長寿命化に向け、個別施設計画の策定を進めている。東北圏７県所
管施設では、公園に対しては平成28年度末時点で策定が完了しているが、その他の施設では未策定があ
る。また、国所管の施設では、橋梁・道路トンネル・大型附属物に対して策定が完了しているが、官庁施設に
ついては各省各庁において目標達成に向けた取り組みが進められている。

東北地方整備局が管理する道路附属物等は、シェッド43箇所、大型カルバート321箇所、横断歩道橋
270箇所、門型標識等405箇所、全1039箇所存在する。その種類に対する施設数を下図に示す。

東北地方整備局では管理する全ての道路附属物等の施設1,039箇所について、個別施設計画を策定し
ている。平成28年度は4箇所で修繕が行われ、平成29年度は3箇所で修繕を行う予定としている。

（出典：東北地方整備局HP「大型附属物個別施設計画」 (H29年3月））

定期点検に係る修繕計画

（出典：東北地方整備局HP「大型附属物個別施設計画」 （H29年3月））
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2-7．災害に強いサプライチェーンの構築と危機管理体制の強化

＜具体的取組の内容＞
災害時の円滑な支援物資の確保・輸送に向けて、物流事業者、自治体、国の関係機関等からなる「災害

に強い物流システムの構築に関する協議会」等において、支援物資拠点の選定、災害時に民間の物流施
設・ノウハウを活用するため自治体との協定締結を促すとともに、広域連携体制の強化を図る。また、関係企
業の連携等による災害発生以降の物流機能の確保に向けたＢＣＰの策定を促し、ＰＤＣＡによるスパイラル
アップを推進する。

また、「日本海溝・千島海溝周辺型地震対策東北地区連絡協議会」を始め広域的な連携による震災対策
として、平常時及び被災時情報の共有並びに応急復旧活動や津波対策等、防災関連施策の連携・調整を
進めるとともに、放送機関と「防災関連情報の受信に関する協定」等を締結し、災害発生時のヘリ画像の提
供や各種カメラ情報等の共有化を図る。

危機管理体制の強化については、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チー
ム）、警察災害派遣隊、緊急消防援助隊の充実・強化及び自衛隊等防災関係機関との連携による効果的
な運用を行うとともに、訓練等を適宜実施する。

また、民間事業者、業界団体、ボランティア等と災害発生時の応援協定等を締結するなど、災害復旧活
動、災害情報の収集支援を強化するとともに、社会福祉協議会・ＮＰＯと連携し、災害ボランティアセンターの
設置・運営に関する連絡体制の整備や、広域災害の発生時における避難者の受入体制の強化に向けた取
組を推進する。

さらに、災害対策用機械の集積場所や活動拠点の事前把握、必要となる燃料の確保、津波災害を想定し
た排水計画の策定等を推進する。

加えて、複合災害が発生した場合を想定し、対策本部が複数設置された場合における重複する要員の所
在調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催、対策本部事務局及び現地
対策本部の統合を含めた具体的な連携方策の検討を進めるとともに、広域的な大規模災害発生時に活用
する中核的防災拠点の調査・検討を進める。

【災害時の民間と自治体との協定締結状況】

ＰＪ２ 安全・安心な東北圏を形成する大規模地震災害対策ＰＪ

【結果とりまとめ】

●災害時の民間と自治体との協力や広域連携体制の強化にあたって、東北各県で「東北地域における災害
に強い物流システムの構築に関する協議会」の連絡会を開催し連携方策等について検討・意見交換を行っ
た。また、民間事業者等と各県の間で災害時応援協定が新たに東北圏全体で４５件締結された。

○災害に強い物流システムの構築に関する協議会の開催（東北運輸局）
「東北地域における災害に強い物流システムの構築に関する協議会」を平成２４年度まで開催し、平成２８

年度はそのフォローアップとして東北各県において「連絡会」を開催した。
連絡会は、災害物流関係の実務担当者が顔を合わせ、連携方策、民間の物流施設の物資集積拠点とし

ての活用等について意見を交わすことにより、発災時の迅速な連絡及び、物資集積拠点の開設がスムーズ
に出来るような体制作りを主な目的としている。

平成28年度では、東北各県において、県、トラック協会、倉庫協会、運輸局、運輸支局の実務担当者が集
まり、「公的物資拠点のリストアップの情報提供」、「民間物資拠点の拡充」、「災害時における協力協定締結
の推進」などについて検討・意見交換を行った。
◯災害時応援協定の締結（東北圏各県）

災害時応援協定は、行政機関と民間事業者等との間であらかじめ協定書を交わし、災害時における人的・
物的支援についての協力を確保して、応急対策等を迅速に進めるものである。

平成28年度の各県の民間事業者等との締結件数は、青森県で4件、宮城県で10件、秋田県で2件、山形
県で５件、福島県で19件、新潟県で５件で、東北圏では４５件が新たに締結された。
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ＰＪ３ 東北圏における人口減少対策ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
人口減少下における東北圏において、中長期的に人口減少を安定させ、持続可能な地方創生を成し遂げ

るため、多世代循環型地域の構築、医療・介護・福祉等の高齢社会へ向けた取組、子育て支援等の女性
が活躍できる環境づくり、若者定着に向けた取組等により、地元への定住、若者の流出防止、東北圏へ人の
流れを呼び込む社会環境を創出する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

3-1．多世代循環型地域の構築 東北圏におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録戸数は、平成
27年度末から平成28年度末において約10％増加しており、スマート
ウェルネス住宅・シティ（※）の実現が図られている。
※「高齢者をはじめ多様な世代がまちで交流し、安心して健康に暮らすことができる

住宅・まちづくり」を指す。（参考：国土交通省HP）

3-2．高齢社会に向けた取組 地域包括ケアシステム（※）の構築に向け、地域包括支援センターの
設置数は東北圏全県で607となった。
※「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的のもとで、可能な限り住み慣れ

た地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるような、地域の包括
的な支援・サービス提供体制」を指す。（出典：厚生労働省HP）

3-3．女性が活躍できる環境づく
りの推進

女性活躍推進法「見える化」サイトを通じて、女性の登用状況や出
産・育児休暇の取得率、女性管理職の割合等の情報を公表し、女性
の活躍「見える化」の推進が図られている。

3-4．人口減少・若者定着に向け
た取組

地元での雇用確保と定住促進に向け、県内就職、U・Iターン就職へ
の支援として、相談窓口設置や大学との連携、PR活動等に取り組んで
いる。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、地元への定住促進や若者の流出防止に向けた各種取組が進
められている。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、多世代循環型地域の構築や、医療・介護・福祉等の高齢社会
へ向け、サービス付き高齢者向け住宅や地域包括支援センターの整備を引き続き進める。

また、女性が活躍できる環境づくりへ向けた取組の1つとして、引き続き女性の活躍「見える化」を推進する。
さらに、若者定着に向けた取組として、県内就職やU・Iターン就職の更なる魅力発信に向け、現在取り組ん

でいるPR活動や大学との連携等の取組内容の充実を図るとともに、県内各地域における移住者の受入体制
の整備、県内回帰・定着を促進させる奨学金返還支援制度の充実・周知、県内企業を紹介するガイドブック
の作成等の取組を推進する。
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3-1．多世代循環型地域の構築

＜具体的取組の内容＞
子どもから高齢者まで、多様な世代が豊かで安心して暮らすことのできる多世代循環型地域の構築を目指

し、サービス付き高齢者向け住宅や医療・介護・健康、コミュニティ等のサービス拠点施設の整備等によるス
マートウェルネス住宅・シティの実現を図るとともに、多世代の居場所となる「地域の茶の間」の整備やシニア
が有する知識・経験・技術を活用した学校支援、家庭教育支援、子どもの地域活動支援等を促進する。

また、高齢者が社会参画として活躍できる働き方のための継続雇用制度の導入、定年の引き上げ等の高
齢者の就業支援促進を図る。
さらに、多様なニーズに対応する保育サービスの充実や、学校教育と連携した放課後児童クラブの運営等、

地域力を活かした子育て支援の取組を行うともに、仕事と子育てを両立できる環境整備を図るほか、港湾に
おいては「みなとオアシス」といった海のふれあい拠点を活用したイベントの開催等を通じ、多様な世代が交
流する地域づくりを推進する。

【サービス付き高齢者向け住宅の整備状況】

【結果とりまとめ】

●東北圏におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録戸数は、平成27年度末から平成28年度末において
約10％増加しており、スマートウェルネス住宅・シティの実現が図られている。

ＰＪ３ 東北圏における人口減少対策ＰＪ

（出典：一般社団法人 高齢者住宅推進機構HP）

東北圏におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録戸数は平成28年度末現在で16249戸となってお
り、平成27年度末から平成28年度末において約10％増加している。

高齢者をはじめ多様な世代がまちで交流し、安心して健康に暮らすことができる住宅・まちづくり（スマート
ウェルネス住宅・シティ）に向け、厚生労働省と国土交通省の連携の下、平成23年10月にサービス付き高
齢者向け住宅の登録制度が創設され、バリアフリー構造等の高齢者にふさわしいハードと、状況把握・生
活相談サービスを備えた安心な住まいとして普及が図られてきた。

（国土交通省HPより）
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3-2．高齢社会に向けた取組

＜具体的取組の内容＞
高齢社会への対応策として、健康寿命の延伸に向けた高齢者の健康づくりと介護予防を推進するととも

に、医療・介護、予防、住まいそして生活支援等のサービスを一体的、継続的に提供する地域包括ケアシス
テムの構築を図る。

また、通院、買い物等の生活を支える地域の足として、コミュニティバス・デマンド交通等の移動手段の維
持・確保を図るとともに、安全・安心に外出できるよう歩道整備やバリアフリー化等を推進する。

さらに、高齢社会に備える地域の担い手等、人材育成の支援を行う。

【地域包括ケアシステムの構築状況（地域包括支援センター設置状況）】

【結果とりまとめ】

●地域包括ケアシステムの構築にあたって、地域包括支援センターの設置数は東北圏全県で607となっ
た。

ＰＪ３ 東北圏における人口減少対策ＰＪ

○地域包括ケアシステムの構築
厚生労働省では、２０２５年（平成３７年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと

で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括
的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進している。

東北圏各県では、地域包括支援センターの一覧を公表しており、ここでは各県の平成28年度における地
域包括支援センターの設置数を示す。

東北圏全体では設置数は計607となっている。

※データ取得年度
青森県（平成28年）
岩手県（平成28年7月）
宮城県（平成28年8月）
秋田県（平成28年6月）
山形県（平成28年10月）
福島県（平成28年4月）
新潟県（平成28年4月）

（出典：東北圏各県HP）
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3-3．女性が活躍できる環境づくりの推進

＜具体的取組の内容＞
女性が活躍できる環境づくりを促進するために、仕事と子育てを両立させる必要があり、女性の再就職支

援や男性の育児休業取得促進等、多様な主体による女性活躍のための支援を行うとともに、多様な主体に
よる支援ネットワークの構築を図る。

また、女性の活躍推進のためには、周囲の意識改革、柔軟な勤務制度や働き方の改革が重要であるとと
もに、女性の登用状況を開示するなどの「見える化」についても促進を図る。

さらに、老若男女誰もが、仕事と生活の調和を図ることができるワーク・ライフ・バランスを推進する。例え
ば、幼稚園・学校等への送迎の負担軽減、児童施設や遊び場の確保等、子育て支援の推進を始め、農山
漁村等で活躍する女性人材の育成と一層活躍できる環境整備として、農林漁業に関する方針決定への女
性の参画促進や家族経営協定締結の促進を図る。

さらに、多様な産業において、女性が活躍するための取組や人材育成、人材確保等の促進を図る。

【女性の活躍「見える化」】

【結果とりまとめ】

●女性が活躍できる環境づくりの推進に向け、女性活躍推進法「見える化」サイトを通じて、女性の登用状況
や出産・育児休暇の取得率、女性管理職の割合等の情報を公表しており、女性の活躍「見える化」の推進が
図られている。

ＰＪ３ 東北圏における人口減少対策ＰＪ

○内閣府における女性の活躍「見える化」の取組
内閣府では、働く場面で活躍したいという希望を持つ全ての女性がその

個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、平成28年9月に
女性活躍推進法「見える化」サイトを開設し、女性の活躍推進に向けた数
値目標を盛り込んだ行動計画を策定している地方公共団体等や女性の
登用状況等を公表している。

「見える化」サイト内で公開されている「市町村女性参画見える化マッ
プ」では、全国の市町村別の女性の参画状況（公務員の管理職や市町
村議会議員に占める女性の割合等）、男性公務員の育児休業取得率等
について、地図上で見ることができる。

「市町村女性参画見える化マップ」（出典：内閣府HP）

○東北圏における女性の活躍「見える化」の取組一例
東北圏における公務員（市町村）の管理職に占める女性の割合（平成

28年4月1日現在）は右図に示す通りとなり、全ての市町村において女
性管理職の割合が公表されている。その他、各県にて女性職員の採用
割合や出産・育児休暇取得率等についても情報を公表し、女性の活躍
「見える化」の推進が図られている。

公務員（市町村）の管理職に占める女性の割合
（出典：内閣府HP 「市町村女性参画見える化マップ」 ）

30%以上
20％～30％未満
10％～20％未満
10％未満
0%
対象者なし
公表なし・データなし
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【雇用確保及び定住促進に関する取組状況】

3-4．人口減少・若者定着に向けた取組

＜具体的取組の内容＞
人口減少対策として、若者の流出防止と東北圏への流入・定着及び都市部からの人材回帰に向け、地方

大学等への進学、企業の地方拠点の強化、地元企業への就職や都市部大学から地方企業への就職を促
進し、地元での雇用確保と定住促進を図る。

また、学校と地域が連携・協働し地域の人材につながるキャリア教育や地域の誇りを持てる教育を推進す
る。若者が活躍できる拠点づくりと集落の再生・活性化を推進するほか、結婚・妊娠・出産・子育て等の切れ
目のない支援を行う。

さらに、東北圏への移住希望者の受入促進に向けた情報発信、支援体制の強化を推進するとともに起業・
創業の支援を行う。

農林水産業分野については、圏域内外からの青年層の新規就業者への支援を促進するとともに、都市と
農村との交流からの発展的定着や「お試し」、関係団体の連携した協働活動等により、移住・定住、就職につ
なげる取組を推進する。

ＰＪ３ 東北圏における人口減少対策ＰＪ

■岩手県の主な取組
いわてで働こう推進協議会として、協議会を2回、担当者会議４回開催し、県内就職や

創業支援に関する情報共有・意見交換を実施した。また、首都圏在住の岩手県出身学
生等にインターンシップを促進するためのワーキンググループ設置により推進体制を強化
した他、学生や企業、教育関係者など現場の若手実務者による推進ミーティングを実施
し、課題や方策を提言としてとりまとめ、協議会への報告を行った。

またジョブカフェいわてに委託し、推進大会の開催（平成28年6月）や県の就業支援情
報総合サイト「シゴトバクラシバいわて」による一元的な情報発信、シンボルマークの募集と
啓発グッズ製作等を実施した。

いわてで働こう
推進大会のHP

（出典：岩手県HP）

■青森県の主な取組
①首都圏等大学との連携促進

首都圏等大学と学生UIJターン就職促進協定を締結し、説明
会や情報発信などを実施した。
②県民向けプロモーション（高校生に対する暮らしやすさ紹介冊
子の配付・説明など）

県内企業による高校生への企業ＰＲのほか、冊子やマスメディ
ア、交通広告などを活用して、青森県の「暮らしの魅力」をＰＲし
た。
③県内大学等との連携（COC+の取組支援）

県内大学等と連携し、青森県で暮らす魅力ＰＲ、早期インター
ンシップの取組支援などを実施した。

■宮城県の主な取組
官民連携組織「みやぎ移住・定住推進県民会議」の開催により、移住者の受入体制の整備や情報発信について、

行政、関係団体、移住者を含めた住民等の連携・協力を図った。また、東京都内及び仙台市内に設置しているワンス
トップ相談窓口「みやぎ移住サポートセンター」及び「みやぎ暮らし相談センター」により、移住希望者に対する相談対
応や、県内企業・市町村とのマッチング支援等を行った。みやぎ移住サポートセンターでは、平成28年度は職登録者
数４６７人（学生150人）、紹介件数８５７件、就職者（内定者）数59人であった。

また、宮城県への移住に興味・関心を持っていただくため、専用サイト「みやぎ移住ガイド」による「仕事」や「暮らし」の
情報や、メルマガ、ＳＮＳによるみやぎの魅力の発信、移住イベントの実施等を行い、潜在的な移住希望者の掘起しを
行った。

さらに、市町村と連携し、下記の取組を行った。
①移住・交流市町村連絡会議を開催し県の施策や市町村の取組事例等の情報共有と意見交換を行い、緊密な

連携を図った。
②みやぎ移住・交流推進モデル事業として、移住推進に積極的な市町村、団体、民間等と連携し、移住者受入推

進、移住・定住に有効な事業を実施した。
③市町村に対し首都圏での移住イベントへのブース出展によるＰＲを促した。
④市町村振興総合補助金により、移住推進に関する情報発信や移住体験ツアーの実施に必要な経費を補助し

た。

大学と連携した学生向け説明会
（出典：青森県提供）

青森県の暮らしやすさPR冊子
（出典：青森県提供）

みやぎ移住・定住推進県民会議
（出典：宮城県HP）
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【雇用確保及び定住促進に関する取組状況】

■福島県の主な取組
東京と福島市に「ふるさと福島就職情報センター」を設置し、きめ細かい就職相談や職業紹介を

行うとともに、本県出身者が多い首都圏の大学等に進学した学生に対し、福島県内の企業情報を
発信し、県内企業への就職を支援した。実績としては、利用件数１０,３２５件、就職決定者数６４２
人、平成28年度末までの就職支援協定締結校数１３校となっている。

また、福島県へのひとの流れを創出し、地域の活性化を図るため、定住・二地域居住推進モデ
ル事業を実施しており、移住希望者の受入れに必要な仕事と住居の確保を図った。

さらに、地域産業の後継者育成を目的とした地域おこし協力隊を県と市町村が協同で設置（5自
治体・14名）したほか、市町村と連携した合同募集説明会を開催するなど、市町村への地域おこし
協力隊導入を支援した。

平成28年度福島県内の地域おこし協力隊員数は81名、受入自治体数は29であった。

【結果とりまとめ】

●地元での雇用確保と定住促進へ向け、県内就職、U・Iターン就職への支援として、相談窓口設置や大学
との連携、PR活動等に取り組んでいる。

■秋田県の主な取組
高校生に対して秋田県内企業の求人開拓や情報提供、高校への就職支援員やキャリアアドバイ

ザーの配置、大学卒業後の県内就職等も視野に入れたキャリア教育を実施した。大学生等に対し
て秋田県内就職への意識醸成の試みとしてインターンシップ等開催した。さらに既卒者に対しては、
Aターンプラザ秋田を設置しマッチング支援を行う他、３者共通の取組として下記を実施した。

①県内就職者に対する奨学金返還助成の実施
②「KocchAke!」による県内就職に関する情報の提供
③定着促進のためのイベントに参加し貯めたポイントに応じ優待サービスを受けられる「秋田ＧＯ！

ＥＮアプリ」のリリース
また、移住推進のための取組としては、東京に移住相談窓口を設置し、情報発信や相談対応等

を行い、雇用確保のため取組としては、起業家に対する初期投資費用の支援や、工場等の新増設
に係る費用の一部助成等を実施した。

■山形県の主な取組
① 山形県若者定着奨学金返還支援事業

若者の県内回帰・定着の促進を図るため、山形県内の高等学校等を卒業
し、県内に居住かつ就業等の条件を満たした者に対し、奨学金返還の助成候
補者の認定を実施した。

平成２８年度在学者の認定数は、地方創生枠：１００名、市町村連携枠：１
０４名、産業団体等連携枠：８名であった。
② 「オールやまがた若者定着推進会議」の設置

人口減少、少子高齢化が加速する中、労働力を確保し、安定した県内産業
の振興を図るため、若者とともに、産・学・官・金・労・言の各界が、人材の県
内定着・回帰を進める意義を共有し、「オール山形」でその促進を図るため平
成28年12月に「オールやまがた若者定着推進会議」を設立した。

オールやまがた若者定着推進会議の様子
（出典：山形県提供）

←山形県若者定着奨学金返還支援事業

PRチラシ（出典：山形県提供）

「KocchAke!」のロゴ （出典：「KocchAke!」HP）

ふるさと福島
就職情報センター

大卒等就職面接会の様子

（出典：福島県提供）

■新潟県の主な取組
① 県内大学への進学促進

大学、学部・学科の新設・定員増に向けた取組や入学者の増加に向けた特色ある取組を支援した。
② 県内大学生の県内就職促進

市町村・産業界・県内大学等と連携し、新潟の産業・企業を知る講座等や県内企業へのインターン
シップを実施した。
③ 県外大学生等のU・Iターン就職促進

就職活動等に係る負担軽減（交通・宿泊費支援）や、首都圏等の協定大学（平成29年現在25校）と連携して、情報提供及び県イベントの周知
等を実施した。
④ U・Iターン転職者等の流入促進

U・Iターン促進「新潟コンシェルジュ」事業では、平成28年度に新たに東京相談窓口の開設等を行い、登録者は450人、U・Iターン者は181人で
あった。

新潟県Ｕターン促進奨学金返還支援事業では、若者のＵターンを促進するため、一定の要件を満たしＵターン転職する30歳未満の方に奨学金
返還の支援を行い、平成28年度中のＵターン者は24人であった。

また、市町村等と連携した取組を進めるため、「にいがた暮らし推進ネットワーク会議」を設置し、県、市町村及び関係団体の施策等の情報共有
や意見交換を行うとともに、協働してＵ・Ｉターン促進イベントを実施したほか、移住者受入体制支援モデル事業等により、市町村が行う、住宅家賃
等の補助やお試し居住、移住体験ツアー、首都圏イベント等の取組に対して支援を行った。

秋田ＧＯ！ＥＮアプリ
（出典：秋田県HP）

③ 首都圏の大学等との連携
山形県内の就職関連情報をより多く提供し、ＵＩターン就職を促進するため、首都圏の大学と「学生ＵＩターン就職促進に関する協定」を締結し、

説明会やインターンシップ受入支援等を実施した。

新潟県U・Iターンコンシェルジュホームページ
（出典：新潟県U・IターンコンシェルジュHP）
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ＰＪ４ 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ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
東北圏の地方都市においては、人口減少社会の中にあっても持続可能な圏域とするため、コンパクトなまち

づくりを進めるとともに、都市周辺に広がる農山漁村地域との有機的な共生と近隣市町村との連携を強化す
る「東北発コンパクトシティ」の形成に取り組み、東北圏の特性を踏まえた対流型の地域構造形成を推進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

4-1．都市機能の集約・高度化な
どによる「コンパクト＋ネットワーク」
の都市づくり

コンパクトなまちづくりの推進に向けて立地適正化計画の策定が進めら
れており、立地適正化計画策定都市数は14となった。

中心市街地活性化に向けて中心市街地活性化基本計画の認定を進
めており、平成28年度は東北圏内の2都市が認定を受け、平成28年度ま
でに認定を受けた都市数は25となっている。

空き店舗や空き家の利用促進に向けて空家等対策計画の策定が進め
られており、空家等対策計画が策定された市町村の割合は18％となった。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「東北発コンパクトシティ推進研究会」における取組

「東北発コンパクトシティ推進研究会」を開催し、コンパクトなまちづくりの
取組事例や課題について情報交換を行った。

4-2．都市と農山漁村の連携と共
生した関係の再構築

都市と農山漁村が連携した地域資源の活用や滞在型ニューツーリズム
等の展開に向けて、東北圏において農林漁家民宿及び農家レストランが
開業されている。

4-3．都市の連携による地域づくり
の推進

「定住自立圏形成協定」の締結数は80市町村となり、地域の利便性向
上を図るための市町村間の連携検討が進められている。
※「定住自立圏形成協定」とは、「生活機能の強化」､「結びつきやネットワークの強
化」､「圏域マネジメント能力の強化」の観点から連携する取組について、地域の中心
となる市と周辺市町村が１対１で結ぶ協定。

4-4．地域間を結ぶインフラ整備
と公共交通の確保

格子状骨格道路ネットワークの形成を目指し、地域高規格道路等の整
備が進められた。

バスや乗合タクシーにより、地域間交通や地域内交通の確保・維持が
図られているほか、多くの自治体等において、地域にとって望ましい公共
交通の在り方を示す「地域公共交通網形成計画」の策定に取り組んでい
る。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、コンパクトなまちづくりの推進、東北圏の特性を踏まえた対流型
地域構造形成の推進に向けた都市と農山漁村の連携・共生や近隣市町村の連携強化等の取組が進めら
れている。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、コンパクトなまちづくりのためのインフラ整備や公共交通機関等を
確保するとともに、引き続き東北発コンパクトシティ推進研究会を開催し、各自治体の特性に配慮したまちづ
くりのための情報交換を行う。

また、都市と農山漁村地域との有機的な共生に向けて、農林漁家民宿及び農家レストランが開業されてい
るが、人口減少や高齢化の進行による後継者不足、インバウンドの受け入れ態勢の不備、情報発信力不足
等の課題を抱えているため、今後は、農家民宿開業講座の開催等を通して人材や拠点地域の育成を図ると
ともに、地域の魅力発信の強化を行う。
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4-1．都市機能の集約・高度化などによる「コンパクト＋ネットワーク」の
都市づくり

＜具体的取組の内容＞
既存の都市機能を見直し、民間事業者と連携を図りつつ、生活サービス機能、高齢者支援、スマート化、

環境対策、防災対策等多角的視点からコンパクトな都市づくりを進める。既に、大曲駅周辺等においては、公
共施設及び公益施設、商業施設、住居施設等の機能集積、交通結節点の整備等の市街地整備を推進し
ている。

また、中心市街地を活性化し、歩いて暮らせるまちづくりを推進するため、まちづくりにかかわる官民及び医
療、商工、福祉等の各種関連機関の連携を構築し、まちづくり会社による中心商店街再生化の支援や民間
事業者による商業施設整備、イベントの開催等、中心市街地の活性化の取組を行う。例えば、上越市等で、
街なかへ賑わいを取り戻すため、新たな都市機能の導入等を推進していく。

さらに、住生活の安定した確保を目的に、低額所得者、高齢者、子育て家庭等への住宅の供給の総合的
な推進、情報バンク制度を活用した空き店舗や空き家の利用、空き店舗入居者に対する助成制度等により、
既存ストックの有効活用を促進する。

加えて、まちづくり等の地域戦略と連携した持続可能な公共交通ネットワークの形成を推進する。

【立地適正化計画策定数・中心市街地活性化基本計画策定数・空き家等対策計画策定数】 （市町村数）

【結果とりまとめ】

●コンパクトな都市づくりの推進に向け、平成28年度の立地適正化計画策定都市数は14となった。
●中心市街地活性化に向け、平成28年度は東北圏内の2都市が中心市街地活性化基本計画の認定を受
け、平成28年度までに中心市街地活性化基本計画の認定を受けた都市数は25となっている。
●空き店舗や空き家の利用促進に向け、平成28年度までに空家等対策計画が策定された市町村の割合
は18％となった。

ＰＪ４ 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ＰＪ

（出典：国土交通省HP）
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東北圏では、平成28年度ま
でに25都市が中心市街地活
性化基本計画の認定を受けた。

国土交通省では、生活環境の保全
や地域住民保護、空家等の活用の
ため、空家等対策計画の策定を推進
している。

東北圏では、平成28年度までに46
市町村で空家等対策計画が策定さ
れており、計画策定率は18％となっ
ている。
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4-2．都市と農山漁村の連携と共生した関係の再構築

＜具体的取組の内容＞
マタギや漁師等による現地案内や体験学習、特産である米等の農林水産物を活用した６次産業化

等、東北ブランドが前面に現れる取組を通じて、都市部からの来訪者と地域住民との交流人口を拡大す
る。
また、宿泊施設を備えた滞在型市民農園の整備等、都市住民が体験をしながら農山漁村と継続的な

交流を行える環境を設け、農山漁村とそこに暮らす人々が持つ魅力を十分に理解してもらうことで、将来
的な長期滞在・移住・定住へとつなげていく。
さらに、ライフスタイルの多様化や田園回帰の意識の高まりにあわせ、都市と農山漁村が連携して地域

資源（景観、食材、伝統文化等）を活用した滞在型ニューツーリズム等の展開を図り、農山漁村の活力
維持、雇用・所得の確保、二地域生活・就労の促進や積極的に地域にかかわりを持つ協働人口の拡大
等に結びつけていく。

【農林漁家民宿及び農家レストランの開業状況】

ＰＪ４ 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ＰＪ

農林漁家民宿（出典：青森県提供）

農家レストラン（出典：青森県提供）

岩手県グリーン・ツーリズム研修会
（出典：岩手県提供）

■青森県
【農林漁家民宿】

農林漁家民宿数は、平成２８年度４１５軒であるが、ここ２年間は横ばい状況
にある。その要因としては、一定の新規開業がある一方で、実践者の高齢化に
より同じくらいの廃業もあることが上げられる。
【農家レストラン】

農山漁村女性起業チャレンジ支援事業(県単)で、起業や、経営発展のため
の新たなチャレンジに対し、新商品試作費、機械・施設整備費、販売促進活
動費等を補助し、農家レストランに取り組む若手女性起業を2件支援したこと
で、農家レストラン数は、33軒となった。

（農林水産省「平成28年度農村女性による起業活動実態調査結果」より）

■岩手県
県では農林漁家民宿及び農家レストランの開業支援を行っており、平成28

年の農林漁家民宿営業数は52経営体、農家レストラン営業数も52経営体
である。
【農林漁家民宿】

広域振興局のグリーン・ツーリズム担当が窓口となり、農林漁家民宿の開
業に必要な諸手続等に関する農林漁家等からの相談に対応した。

また、農林漁家民宿にかかる規制緩和や平成28年３月に国が作成した開
業のための手引き等について、通知や研修会等を通じて受入地域等へ周知
した。
【農林漁家民宿・農家レストラン】

平成28年度は、いわて都市農村共生・対流推進事業（農山漁村振興交
付金）を活用して、農林漁家民宿及び農家レストランの開業を支援するため
のサポーター派遣や農林漁家民宿の法的解釈と事例をテーマとした研修会
を開催した。
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【農林漁家民宿及び農家レストランの開業状況】

【結果とりまとめ】

●都市と農山漁村が連携した地域資源の活用や滞在型ニューツーリズム等の展開にあたって、東北圏にお
いて農林漁家民宿及び農家レストランが開業されている。

農家レストラン（出典：秋田県提供）

蕎麦カフェ田伝（出典：宮城県HP）

■秋田県
特定非営利法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会が行う農

家民宿及び農家レストランの開業のための講座開設や個別指導の支援を
行った。
【農林漁家民宿】

平成２８年度時点で、農家民宿（体験民宿含）は１０１軒開業しており、平
成２８年度の新規開業は６軒である。
【農家レストラン】

平成２８年度時点で、農家レストランは５４軒開業している。

■宮城県
グリーン・ツーリズムのより一層の推進を図るため、みやぎ型グリーン・ツー

リズム行動計画の策定、グリーン・ツーリズム実践者向けの専門家の派遣事
業等を行っている。
【農林漁家民宿】

平成２８年度時点で、宮城県内における農林漁家民宿は１３軒開業してい
る。
【農家レストラン】

平成２８年度時点で、宮城県内における農家レストランは５２軒開業してお
り、このうち平成２８年度の新規開業は２件である。

■山形県
開業者や開業志向者に対して、県等主催のスキルアップ研修会を開催し、料理や体験メニュー、接客等の

質の向上に向けて支援を行った。また、県では、平成２９年３月、開業支援のための手引書「６次産業化支援
マニュアル」を作成し、農林漁家民宿・レストランの人材育成を図っている。
【農林漁家民宿】

平成２８年度時点で、３７軒開業している。
【農家レストラン】

平成２８年度時点で、６２軒開業している。
（Ｈ２８起業活動実態調査「山形県６次産業推進課調べ」より）

■福島県
【農林漁家民宿】

平成２７年度時点で、農家民宿は１４０軒開業している。
【農家レストラン】

平成２７年度時点で、農家レストランは７０軒開業している。
（総務省統計局「平成27年度６次産業化総合調査報告」より）

■新潟県
【農林漁家民宿】

平成２７年度時点で、農家民宿は９０軒、漁家民宿は５０軒開業している。
【農家レストラン】

平成２７年度時点で、農家レストランは５０軒開業している。
（総務省統計局「平成27年度６次産業化総合調査報告」より）
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4-3．都市の連携による地域づくりの推進

＜具体的取組の内容＞
介護・医療施設等の利用や福祉・医療サービス等の提供、教育・文化施設等の利用や公共施設等の休

館日の調整、運動公園や図書館の共同利用等にかかわる市町村間の連携検討を行い、地域の利便性向
上を図る。

また、広域的な観光案内等、複数の市町村が連携した地域づくりを推進する。

【定住自立圏構想の取組数】

【結果とりまとめ】

●定住自立圏構想の取組数について、「定住自立圏形成協定」の締結数は平成28年度末現在で80市町
村となっており、地域の利便性向上を図るための市町村間の連携検討が進められている。

ＰＪ４ 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ＰＪ
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■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）

（出典：総務省HP）
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【地域公共交通の確保・維持の取組状況】

4-4．地域間を結ぶインフラ整備と公共交通の確保

＜具体的取組の内容＞
地域間及び地域内の交通ネットワークを構築するため、下北半島縦貫道路、新潟山形南部連絡道路、会

津縦貫南道路等の格子状骨格道路ネットワークやバイパス・環状道路等の整備、既存施設等の長寿命化
対策を推進する。

また、超高速ブロードバンド等の整備や活用拡大、携帯電話の不感地域の解消等、情報通信ネットワーク
の整備を推進する。

さらに、地域住民の移動を確保するため、地域住民やＮＰＯ等の多様な主体の連携によるデマンド型乗合タ
クシー等の導入やスクールバスへの相乗り、スクールバスの空き時間を利用した循環バスとしての運行、隣
接市町村間におけるコミュニティバスの相互乗り入れ等、バスの有効利用を促進するとともに、「道の駅」や
診療所等の地域のコミュニティを交通拠点として形成し、利便性の向上を図る。

加えて、鉄道・航路等の地域公共交通の維持確保を図るため、関係自治体、地域住民、まちづくり団体や
観光地等が連携した観光ルートの創設、企画列車の計画、乗り継ぎの利便性確保、輸送力の強化等による
集客力向上のための取組を促進する。

このほか、離島航路の確保や観光船の安定就航、地場産業の発展に貢献するフェリーやＲＯＲＯ船等の海
上輸送を支える港湾・荷役機能の強化を図る。

【地域高規格道路の整備状況】

ＰＪ４ 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ＰＪ

【結果とりまとめ】

●格子状骨格道路ネットワークの形成を目指し、地域高規格道路等の整備が進められた。
●バスや乗合タクシーにより、地域間交通や地域内交通の確保・維持が図られているほか、多くの自治体等
において、地域にとって望ましい公共交通の在り方を示す「地域公共交通網形成計画」の策定に取り組んで
いる。

東北6県において、生活交通路線として複数の市町村間を結んで運行する地域間幹
線バスは、平成28年度末で205系統が維持されている。市町村区域内交通として運行
するコミュニティバス等は、平成28年度中に23系統が新たに運行を開始している。

東北圏全体では、バス等が整備されていない地域等の生活交通確保のため、予約型
乗合タクシーが運行されている。

また、平成28年度末までに東北6県において、自治体等、地域にとって望ましい公共
交通網のマスタープランである「地域公共交通網形成計画」が35件策定されている。

山形市で運行されている予約
型乗合タクシー「スマイル号」
（出典：山形市市民活動支援
センターHP）

高規格道路等の整備状況
（出典：東北地方整備局提供）

新潟県内地域高規格道路の整備状況
（出典：新潟県HP）

格子状骨格道路ネットワークの
形成を目指し、地域高規格道路
等の整備を進め、東北地方整備
局管内の平成28年度末の地域
高規格道路等の整備率は28％
となった。

また、新潟県内の平成28年度
末の地域高規格道路の整備率
は32％となった。
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ＰＪ５ 雪国東北の暮らし向上プロジェクト

＜プロジェクトの目的＞
圏土の約８割が豪雪地帯である東北圏において、住民の安全・安心で快適な生活を確保し、雪

と共生した雪国ならではの魅力ある地域社会の形成のため、地域間の交流・連携による雪対策を
推進するとともに、雪を貴重な地域資源ととらえた利雪の促進と冬期観光の魅力発信に取り組む。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

5-1．安全・安心で快適な暮らし
の確保

助成制度による雪国定住の促進に向け、高齢者世帯等の除排雪活
動を行う団体設立や住宅の安全対策工事に係る経費等ヘの助成が
行われた。

除雪ボランティアの確保・活動支援に向け、除雪ボランティア登録制
度を設けるとともに、住民団体等との協働により除雪活動を行っている。

5-2．雪を貴重な地域資源ととら
えた取組

YouTubeへの東北6県のプロモーション動画の公開や、みちのく五大
雪まつり推進協議会HP等を用いたみちのく五大雪まつり開催の情報発
信を行った。

5-3．ウィンタースポーツの振興に
よるまちづくり

青森県・秋田県・山形県では、スキーをはじめ、ウィンタースポーツの
国際大会、全国大会等が数多く行われた。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、雪と共生した魅力ある地域社会の形成に向けた雪対策や利雪
等の取組が推進されている。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、地域間の交流・連携による雪対策の取組では、除雪ボラン
ティアや担い手の確保、除雪技術の不足等が課題となっているため、引き続きボランティア登録
や団体立ち上げの支援を実施するとともに、ボランティア制度周知のための広報活動や、技術力
向上に向けた講習会の開催をより一層推進していく。

また、利雪の促進と冬期観光の魅力発信に向け、引き続きインターネット等を通じて東北の冬や
雪祭りの情報発信を行う。さらに、ウィンタースポーツの国際大会・全国大会の開催を推進する
ため、協賛金等の大会開催経費の確保や他大会との日程調整等に努め、各大会の国際大会への格
上げを目指す。
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5-1．安全・安心で快適な暮らしの確保

＜具体的取組の内容＞
積雪による空き家倒壊の危害を防止するための取組を推進するとともに、克雪住宅の普及促進、宅地内

雪処理対策への助成制度による雪国定住の促進を行う。また、歩行空間確保のための無電柱化、市街地
の融雪型歩道の整備、生活に身近な通学路等の歩道整備やバリアフリー化、雪崩予防施設の整備等を推
進するほか、地域コミュニティとの協働による歩道除雪の促進を行う。

また、消流雪用水の導入により、市街地の中小河川における雪の円滑な流下を図るとともに、過去の大雪
被害を踏まえ、建設業団体やＮＰＯ等と連携し、除排雪の体制整備や雪処理の担い手が不足している地域
への除雪ボランティアの確保・活動支援を促進する。

さらに、産学官民の連携による克雪技術の開発や改良・普及等の雪対策を推進する。
加えて、冬期間でも安全で安心かつ快適な交通ネットワークを確保するため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用

した適時・適切な道路除排雪や雪みち情報の発信、除雪優先区間の設定や早めの通行止めによる迅速な
除雪の実施、高速道路と一般道路等の道路管理者間及び関係機関との連携等、除雪体制の強化、防雪
施設・消融雪施設の整備、冬期通行不能区間の解消のための道路改良等を推進する。

【雪対策等の助成制度の取組状況及び除雪ボランティア支援の取組状況】

また、

ＰＪ５ 雪国東北の暮らし向上ＰＪ

スクラム除雪事業の推移

■青森県
【除雪ボランティア支援の取組状況】
スクラム除雪事業として、冬期バリ

アフリーを推進するため、県が市町
村に対して小型除雪機を貸付し、歩
道除雪を実施することで、冬期の日
常生活における歩行者の円滑な移
動を図っている。歩道除雪の実施主
体は、市町村のほか町内会やＰＴＡ
などとなっている。平成28年度にお
いては、115台の小型除雪機を貸付
し、県管理道路の歩道約200キロ
メートルの除雪を実施した。（右図）

（出典:青森県提供）

除雪の実施状況

（出典:青森県提供）

■宮城県
【除雪ボランティア支援の取組状況】
みやぎスマイルロード・プログラムとして、

県管理道路において除雪や清掃活動等
に取り組むボランティア団体等をスマイル
サポーターとして認定し、市町村と協力し
て必要な支援を行うことを通じ、民間と行
政のパートナーシップの構築と住民参加
のまちづくりを図り、あわせて道路愛護及
び道路行政への関心の喚起を図ってい
る。
登録数：４０（平成28年度末） 除雪の実施状況（出典：宮城県提供）

■岩手県
【除雪ボランティア支援の取組状況】
住民団体等との協働による除雪に取り組んでおり、平成28年度は７団体（自治会な

ど）と協働し、延長12.4㎞の除雪を実施した。
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【雪対策等の助成制度の取組状況及び除雪ボランティア支援の取組状況】

除雪講習会の様子
（出典：新潟県提供）

■新潟県
【除雪ボランティア支援の取組状況】
除雪ボランティア「スコップ」の運営を行ってお

り、市町村などからの要請に基づき登録メンバー
を派遣し、主として高齢者世帯などの家屋周りの
除雪作業を行った。平成28年度は４市町７地域
で12回の除雪作業を行うとともに、除雪講習会
を２回開催した。 （出典：新潟県提供）

■山形県
【雪対策等の助成制度の取組状況】
市町村の取組をソフト・ハード両面から支援するため、山形県雪対策総合交付金を実施しており、要援護者の支

援を中心に、各市町村における雪対策の充実が図られた。交付金の活用率は前年度の69.3％を上回り、84.4％
となった。

【除雪ボランティア支援の取組状況】
広域除雪ボランティア登録制度「やまがた除雪志隊」による除雪活動の推進により、除雪ボランティアの登録者

は前年度に比べて大きく増加し、平成28年度末時点で、727名（前年度比＋211名）となり、広域的ボランティア
体制の拡充が図られた。また、「やまがた除雪志隊」を活用したボランティアを活動が、県内5市町村で、合計7回
実施され、合計で111名（前年度比＋40名）の多くのボランティアが活動に参加した。

【結果とりまとめ】

●助成制度による雪国定住の促進に向け、秋田県と山形県では高齢者世帯等の除排雪活動を行う団体設
立や住宅の安全対策工事に係る経費等ヘの助成が行われた。
●除雪ボランティアの確保・活動支援に向け、除雪ボランティア登録制度を設けるとともに、住民団体等との
協働により除雪活動を行っている。

■秋田県
【雪対策等の助成制度の取組状況】
共助による除排雪活動活性化事業として、高齢者世帯等の除排雪活動を行う団体設立ヘの補助金の交付を

行っており、平成28年度は６件について補助金の交付を決定した。
また、安全・安心な雪下ろし支援事業として、住宅の安全対策工事に係る経費に対する補助金の交付を行って

おり、平成28年度は４３件について補助金の交付を決定した。

【除雪ボランティア支援の取組状況】
県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会と協力しながら除雪ボランティアを募り、２17団体・１４４個人が除

雪ボランティアとして登録している。
平成２８年度は、延べ４，５０５人のボランティアが県内１４市町村１，１３１世帯に対して延べ３８５日の活動をした。

■福島県
【除雪ボランティア支援の取組状況】
会津地域においては、若年人口の減少と高齢化の進行により、地域行事の

運営や景観の維持保全、冬期の雪かたし（除雪）等において、担い手不足が
大きな課題となっている。これを踏まえ、県内の学生を対象に、地域課題の
一つである「雪かたし」を体験してもらうとともに、地域住民との交流を図ること
により、会津地域への理解・愛着を深めてもらう契機とすることを目的に雪か
たしボランティアが実施された。
平成２８年度は、福島県内大学生１９名が昭和村『雪かたし学生ボランティ

ア』に参加した。

雪かたしの様子

（出典：福島県HP）
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5-2．雪を貴重な地域資源ととらえた取組

＜具体的取組の内容＞
貯蔵した雪を雪冷熱エネルギーとして、りんどう培養育苗生産施設の良好な低温環境の創出や複合文化

施設の雪冷房システムに活用するなど、資源としての利用を促進するほか、住宅への雪冷房の普及・導入
支援等の拡大を図る。

また、雪さらし等の伝統手法や雪室貯蔵の米・野菜・花き・果物や雪中熟成の日本酒等、雪を付加価値
の創出として活用する商品開発・販売支援の取組を促進する。

さらに、冬の魅力発信として、津軽鉄道ストーブ列車、雪国地吹雪体験プログラムや雪下ろし体験ツアー
等、東北圏の冬の日常を体験できる観光プログラムを開発するとともに、みちのく五大雪祭り（弘前雪燈籠ま
つり、八戸えんぶり、いわて雪まつり、男鹿なまはげ柴灯まつり、横手かまくら）等、東北圏各地における冬の
祭りやウィンタースポーツ、雪と温泉をテーマにした観光プロモーション活動等を積極的に行い、冬の楽しみを
体験してもらうことで冬期観光の活性化を図る。

加えて、八甲田山や山形蔵王等の樹氷、下北半島における寒立馬の越冬放牧等、景観や自然環境の
保全と調和した美しく魅力ある冬の観光地づくりを促進する。

【冬（雪）をテーマにした観光プロモーション等取組】

【結果とりまとめ】

●冬期観光の活性化を図るための観光プロモーション活動等として、東北6県によるYouTubeへのプロモー
ション動画の公開や、みちのく五大雪まつり推進協議会HP等を通じてみちのく五大雪まつり開催の情報発信
を行った。

ＰＪ５ 雪国東北の暮らし向上ＰＪ

（出典：みちのく五大雪まつり推進協議会HP）

○プロモーション動画の公開（東北6県・東北観光推進機構）
東北6県では、YouTubeにて東北6県のプロモーション動画

「Autumn Colors in Tohoku, Japan 4K (Ultra HD) -東北の
秋」を平成28年12月20日に公開した。再生回数は平成29年
3月2日現在で560万回を超し、多くの反響を読んでいる。９
０％以上が海外からのアクセスであることから、海外から東北
への観光客の増加が期待されている。「東北の秋」に続き、
「東北の冬」のプロモーション動画を平成29年2月に公開した。

「Winter Lights in Tohoku, Japan 4K (Ultra HD) - 東北の冬 」
の再生画面 （YouTubeより）

○「みちのく五大雪まつり」のPR
平成29年2月に開催された「みちのく五

大雪まつり」について協議会HP等を通じて
積極的に情報発信を行った。

（出典：一般社団法人 東北観光推進機構HP）
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5-3．ウィンタースポーツの振興によるまちづくり

＜具体的取組の内容＞
東北圏においては、フリースタイルスキーやスキージャンプのワールドカップ等が開催されるなど、ウィンター

スポーツのリーディング圏域であり、更なる国際大会や合宿等の誘致を推進し、国内外の交流人口を拡大し
ていく。

また、八戸市が進めるスケート競技の振興策やスポーツ振興によるまちづくりを行っている鹿角市の「ス
キーのまち鹿角」、若者のゲレンデ人口を増やす「雪マジ！19」等の取組を通じて、各種ウィンタースポーツ
に触れる機会を創出し、ウィンタースポーツ人口拡大の強化を図る。

【ウィンタースポーツの国際大会や全国大会等の開催状況】

【結果とりまとめ】

●国内外の交流人口拡大にあたって、青森県・秋田県・山形県では、スキーをはじめ、ウィンタースポーツの
国際大会、全国大会等が数多く行われた。

ＰＪ５ 雪国東北の暮らし向上ＰＪ

各種大会の様子（出典：秋田県提供）

■秋田県
○２０１７ＦＩＳフリースタイルスキーワールド
カップ秋田たざわ湖大会
・会場：秋田県仙北市田沢湖スキー場
・開催日：平成２９年２月１８日、１９日
○２０１７フリースタイルスキー秋田・田沢湖
モーグル競技会
・会場：秋田県仙北市田沢湖スキー場
・開催日：平成２９年２月４日、５日
○全日本スキー選手権大会スノーボートク
ロス競技ＦＩＳ Ｓｎｏｗｂｏａｒｄ Ｃｒｏｓｓ
・会場：秋田県雄勝郡東成瀬村ジュネス栗
駒スキー場
・開催日：平成２９年３月１８日～２０日

青森県、秋田県、山形県では、スキー・ジャンプ等のワールドカップ・競技大会、高校生
や大学生の選手権大会等が行われている。各県での平成28年度における大会の開催概
要を示す。

FISスキージャンプワールドカップレディース
2017蔵王大会（出典：山形市HP）

■青森県
○第１5回全国私立高等学校選抜アイスホッ
ケー大会（青森県）
・会場：テクノルアイスパーク八戸ほか
・開催日：平成２８年９月１７日～１９日
○秩父宮杯・秩父宮妃杯 第９０回全日本学
生スキー選手権大会（青森県）
・会場：大鰐温泉スキー場ほか
・開催日：平成２９年２月１９日～２４日
○第１２回全国高等学校カーリング選手権大
会（青森県）
・会場：みちぎんドリームスタジアム
・開催日：平成２９年２月９日～１２日

秩父宮杯・秩父宮妃杯
（出典：全日本学生スキー連盟HP）

第１２回全国高等学校カーリング選手権大会
（出典：青森市HP）

■山形県
○FISスキージャンプワールドカップ
国際スキー連盟（FIS）が主催する世界最高峰

のスキージャンプ大会。
・会場：クラレ蔵王シャンツェ(蔵王ジャンプ台)
・開催日：平成29年1月20日、21日
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ＰＪ６ 東北圏の生活を支える地域医療支援ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
医療機関の偏在や医師不足に加え、都市間距離が長く、中山間地域に居住地が点在するなど、医療を

受ける条件が厳しい地域での医療体制を整備し、持続可能な地域社会を実現するため、医師の確保に向け
た支援を推進する。

さらに、ドクターヘリの活用や県域を越えた救急搬送体制、遠隔医療体制のほか、大規模災害時において
も地域全体で安心できる医療体制の構築を図る。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

6-1．医師確保対策の推進 医師の養成や女性医師に対する出産や育児に関する支援、地域医療に従
事する医師の圏内定着を図る取組等、医師確保の対策の推進を図ることに
より、東北圏の医師数は増加傾向にあり、平成28年は平成26年から426人
増加し、24,553人となった。

6-2．ドクターヘリを活用した高度な
救急医療の確保

東北圏におけるドクターヘリ出動件数は、2,865件と平成27年比で135件減
少したが、平成26年以降、2,800件以上の件数で推移している。また、平成
28年度は宮城県や新潟県で新たなドクターヘリの運航が開始するなど、救急
医療に対する搬送体制の整備が進んだ。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「北東北３県ドクターヘリ広域連携運航」における取組
効果的なドクターヘリ広域連携運航の実現を図るため、青森県・岩手県・秋

田県の三県間で協議を重ね、過去に「搭乗医師の判断で他県ヘリの出動を
要請できる」、「自県防災ヘリより他県ドクターヘリへの要請を優先できる」と
いった運航マニュアルの見直しを行った。平成28年度は、入院中の患者が
急変した場合も高次医療機関へ搬送できるようにマニュアルの改正を行った。
広域搬送の事例は、要請件数83件、出動件数57件であった。

6-3．傷病者の受入可否情報や格
子状骨格道路ネットワーク等を活用し
た救急搬送体制の構築

傷病者の受入可否情報の共有化や搬送ルールの確立を図るために、救急
医療情報システムを活用するとともに、ドクターヘリの広域連携体制の整備や
救急搬送についての検討等、搬送体制改善についての取組を推進した。

6-4．画像診断による遠隔医療体制
の構築

遠隔医療体制を構築するための医療・福祉機器関連産業分野における技
術開発に関し、青森県では、遠隔医療体制の構築に関するＩＣＴ環境整備に
対する補助、岩手県では遠隔画像診断システムの運用・構築を進めている。

6-5．がん医療の均てん化の推進 がん専門医師等がん医療を担う医療人の養成に取り組み、東北圏での新
規認定医師数は、平成２８年度は73人となり、平成２６年度から毎年増加し
ている。

6-6．災害時における医療体制の確
保

毎年、ＤＭＡＴの参集訓練を各県持ち回りで開催し、関係機関との密接な
連携により被災地における緊急治療、病院支援、広域・地域医療搬送等を
迅速に行うことができるようＤＭＡＴの充実・強化を図る取組を行っている。平
成28年度は、山形県で開催した。
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平成28年度の進捗状況を確認した結果、県域を越える救急搬送体制や、遠隔医療体制の構築に課題は
あるが、地域医療体制の構築に向けて取組が進められている。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、東北圏における地域医療を確保していくために、医師の養成や
医師不足が深刻な地域への医師の派遣等、必要な医師の確保に向けた取組を推進する。

また、高度な救急医療に対する搬送体制を確保するために、ドクターヘリの県域を越えた広域連携体制の
さらなる充実を図る必要があり、救急搬送の受入に関しては、隣接する県間や医療機関が連携し、救急医
療情報システム等を活用した傷病者の受入可否情報の共有化や搬送ルールの確立に向けた検討を図る必
要があるが、異なるシステム間でのデータ共有のあり方や、システム改修に関する課題がある。

さらに、画像診断による遠隔医療体制の構築に関しては、各県での取組にバラツキが見られるため、進ん
でいない県においても進捗を図る必要があるが、システムの維持管理に係る費用や、市町村でのシステム導
入に課題がある県もあり、コストの軽減対策や大学と連携したシステムのモデル構築の成果を市町村での導
入に活用するなど、促進方策の検討も必要である。

その他、がん治療の技術や情報の格差是正のために、がん専門医師等がん医療を担う医療人の養成の
推進や、がんの治療法や情報の共有化によるがん医療水準の向上に向けた取組を進めるとともに、災害時
の医療体制を確保するために、ＤＭＡＴの訓練・研修等による充実・強化をさらに図っていく。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】
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6-1．医師確保対策の推進

＜具体的取組の内容＞
地域の中心的な役割を担う医療機関と医師不足が深刻な自治体病院等の連携による医師の派遣及び地

方公共団体や医療機関の連携によるへき地医療支援機構を通じた医師の派遣を推進する。
また、地方公共団体が医療機関と連携し、医師の募集及び職員としての採用並びに自治体病院等への派

遣や希望医師に対する域内勤務の無料紹介等の取組を推進するとともに、医師の訪問診療や訪問看護等
在宅医療体制の構築及びへき地医療拠点病院における公民館を利用した定期的な医師の派遣診療の実
施等、無医地区における巡回診療体制の構築を推進し、広域的な連携による日常的な受診機会を確保す
る。

さらに、医師の養成に関しては、医学部入学定員の増員や入学者選抜における地域枠の設定の拡充、新
たに認可された東北医科薬科大学ほか各県の大学と連携した取組を強化するとともに医療機関等と連携し
た女性医師に対する出産や育児に関する支援等、働きやすい職場環境づくりや離職後の再就業に必要な
復職研修の実施及び県内病院への再就職の斡旋の推進を図る。

加えて、圏域内の研修医や指導医を対象としたスキルアップを図る取組や福島県立医科大学と福島県の
連携によるホームステイ型医学教育研修等、地域医療に従事する医師の圏内定着を図る取組を促進する。

このほか、地域住民や医師、医療機関、地方公共団体の連携により、医師と患者の相互理解を深め、「コ
ンビニ受診」を控え、子どもの病気に対する知識を持つなど、医師の負担を減らそうとする活動や病院を存続
し地域医療を確保していくための住民意識の向上を促進する。

【医師・歯科医・薬剤師調査（隔年調査）の医師数】

【結果とりまとめ】

●医師の養成や女性医師に対する出産や育児に関する支援、地域医療に従事する医師の圏内定着を図る
取組等、医師確保の対策の推進を図ることにより、東北圏の医師数は増加傾向にあり、平成28年は平成26
年から426人増加し、24,553人となった。

ＰＪ６ 東北圏の生活を支える地域医療支援ＰＪ

（出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）

平成24年以降、東北圏での医師数は増加傾向にあり、平成28年の医師数は、平成26年から426人増
加し、24,553人となった。
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6-2．ドクターヘリを活用した高度な救急医療の確保

＜具体的取組の内容＞
ドクターヘリの導入等、高度な救急医療に対する搬送体制の確保を図る。

また、ドクターヘリを運航する各県が連携し、重複要請や多数の傷病者が発生した際の効果的なドクターヘ
リの運航やランデブーポイントの確保等、県域を越えた連携体制の構築による救急医療体制の充実を図る。

【ドクターヘリの出動件数】

【結果とりまとめ】

●東北圏におけるドクターヘリ出動件数は、2,865件と平成27年から135件減少したが、平成26年以降、
2,800件以上の件数で推移している。また、平成28年度は宮城県や新潟県で新たなドクターヘリの運航が開
始するなど、救急医療に対する搬送体制の整備が進んだ。

ＰＪ６ 東北圏の生活を支える地域医療支援ＰＪ

出典：宮城県HP,秋田赤十字病院HP, 山形県HP, 福島県HP, 新潟大学医歯学総合病院HP
※青森県についてはH27年度末までの数値は県HPより引用。H28年度の数値は青森県提供。
※岩手県：岩手県提供
※新潟県：新潟大学医歯学総合病院HP, 国交省HPより引用。

厚生労働省では、救命救急センターにドクターヘリを委託により配備し、救急患者の救命率等の向
上、広域救急患者搬送体制の向上及びドクターヘリの全国的導入の促進を図っている。

宮城県では平成28年10月28日からドクターヘリの運航を開始し、新潟県では平成29年3月29日
から県内で2機目のドクターヘリの運航を開始するなど、救急医療に対する搬送体制の整備が進ん
でいる。

東北圏におけるドクターヘリ出動件数は、平成27年度の3,000件から135件減少し、平成28年度
は2,865件となっているが、平成26年度以降、2,800件以上の件数で推移している。
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6-3．傷病者の受入可否情報や格子状骨格道路ネットワーク等を活用した救急搬送体制の構築

＜具体的取組の内容＞
隣接する県間や医療機関が連携し、救急医療情報システム等を活用した傷病者の受入可否情報の共有

化や搬送ルールの確立に向けた検討を図る。
また、第三次救急医療機関の60 分到達圏から外れる地域が多い圏域内の救急搬送を支援するため、津

軽自動車道、上越魚沼地域振興快速道路等の必要な整備を始めとする格子状骨格道路ネットワークの構
築やインターチェンジ・救急車退出路・アクセス道路等の整備を推進する。

【救急搬送受入の改善への取組状況】

ＰＪ６ 東北圏の生活を支える地域医療支援ＰＪ

岩手県
●いわて医療ネットのシステム更新
平成13年度から、県内救急医療機関情報をＨＰ上に公開する「いわて医療ネット」を運用しており、平成28年度に

おいてはシステム更新を行った。
これら救急医療情報システムでの広域な情報共有はまだ行われていないが、隣接する県の医療機関と消防機関

における相互の連携体制が構築されている。
●ドクターヘリの広域連携体制整備
青森、秋田両県との北東北三県の救命救急搬送の広域連携については、平成26年10月にドクターヘリの正式運

航が開始し、平成28年度も継続して運用された。さらに、平成28年度に宮城県との広域連携の協定を締結し、平
成２９年度より運航を開始している。

秋田県
救急搬送の受入の現状として、「救急車で搬送する病院決定までに、要請開始から３０分以上かかる件数」や「救

急車で搬送する病院決定までに、４医療機関以上に要請を行った件数」は、全国平均と比較し、低い数値であっ
た。引き続き、ドクターヘリを活用し、安心安全な救急搬送を継続していくこととしている。

青森県
●あおもり医療情報ネットワーク
青森県では、あおもり医療情報ネットワークにより、医療関係者と消防機関との間で必要な情報を共有することによ

り、円滑な連携体制による救急患者の医療確保を担っている。 主要な救急告示医療機関には１日２回の応需情
報の入力を依頼しており、消防機関にその情報を提供できる体制を構築した。重症以上傷病者の受入を医療機関
に照会した回数が４回以上の割合は0.9%であり、全国平均の2.7％を下回った。

宮城県
●ドクターヘリの運航開始
平成28年10月28日からドクターヘリの運航を開始した。運航開始に向けては、基地病院への整備支援や運用調

整委員会における運航要領等の検討のほか、消防機関への説明、ランデブーポイントの選定等を行っている。
また，平成29年3月には、岩手県、山形県、福島県とそれぞれ広域連携協定を締結し、 平成29年4月から広域

運用を開始している。

システムの概要
・救急医療情報システム（関係機関向け）
救急患者や転送を必要とする重症救急患者に、適切な医療を確保するため、医療機関の応需状況や空床数を

管理するシステムで、周産期情報を管理する機能も含まれている。
・医療機関情報システム（県民向け）
県民が医療機関を選択する上で必要な情報を提供するシステムである。
インターネット及び消防機関に設置した医療機関案内電話、FAXサービスにより、休日夜間急患センターや休日夜

間当番医等の情報提供を受けることができる。

43



【救急搬送受入の改善への取組状況】

【結果とりまとめ】

●傷病者の受入可否情報の共有化や搬送ルールの確立を図るために、救急医療情報システムを活用する
とともに、ドクターヘリの広域連携体制の整備や救急搬送についての検討等、搬送体制改善についての取組
を推進した。

観察所見を記録

Cloud

観察所見を共有

最適の搬送先を提示 診断・転帰の記録

救急隊（消防） 医療機関

照会・搬送・診療情報の定量化、視覚化データの還元 データの還元

救急搬送・受入の調査・分析 実施基準の策定・改定

MC協議会

PDSA（Plan Do Study Act）サイクルを回す行政・消防・医療機関の情報共有

iPadiPad

応需情報を入力

（出典：福島県提供）

福島県
●救急搬送先選定の迅速化
患者が医療機関に到着する前に医療機関が詳細な患者情報を把握し、救急搬送を迅速化して、救命率の向上を図る

仕組みを構築した。（下図）
第六次福島県医療計画では、脳梗塞の年齢調整死亡率（福島県女性：第1位）及び虚血性心疾患の年齢調整死亡率

（福島県男女：第1位）について全国平均以下を目指すとしており、救命率の向上や、発症から治療開始（社会復帰）まで
の時間の短縮、データの即時性と分析による救急医療の質の向上が期待される。

新潟県
救急搬送受入等に関して、平成28年度には、主に以下の取組を行った。

●救急医療機関への補助事業の実施
・病院群輪番制に参加する病院の施設・設備整備費の一部を市町村を通じて補助
・小児科輪番制に参加する病院の運営費の一部を市町村を通じて補助
・救命救急センターの運営費の一部を補助
●ドクターヘリ運航経費等への補助事業の実施
初期治療開始時間を短縮することにより救命率の向上等を図るため、県内に２機あるドクターヘリの運航経費及び搭

乗医師確保等にかかる経費を補助した。（補助率：10/10）
●救急医療情報システムの運用
円滑な連携体制による救急患者の医療確保を図るため、救急病院から救急患者の診療や手術の可否、空床等の情

報を収集し、消防機関等への必要な情報の提供を行うとともに、県民に対し救急医療機関に関する情報を提供した。
●住民に対する啓発事業の実施
地域の限られた医療資源について、住民の理解を深めるとともに、医療機関の適正受診や救急車の適正利用につい

て住民啓発を行うため、講演会の開催やチラシ作成等による広報活動を実施した。
●小児救急医療電話相談窓口（＃８０００）の開設
休日夜間の急病時に、保護者等の不安を取り除くとともに、適切な受診を促すことにより、患者の症状に応じた医療が

受けられるようにすることを目的に、毎日１９時から翌８時に電話相談事業を実施した。

山形県
●村山地域救急搬送改善検討会の設置
平成28年12月2日に、救急搬送困難事例の約９割が集中している村山二次医療圏において救急搬送改善検討会を開

催し、救急搬送及び傷病者の受入状況を分析し、改善策の検討を行った。
参加組織は、村山地域の救急告示病院、村山地域の地区医師会、村山地域の消防機関、村山地域メディカルコント

ロール協議会、山形県傷病者搬送・受入実施基準協議会、ＭＣ医師(県立救命救急センター 医師)であった。
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6-4．画像診断による遠隔医療体制の構築

＜具体的取組の内容＞
遠隔地医療支援機能付きＰＡＣＳ（医療用画像管理システム）を導入し、双方向操作画像表示機能を活

用することにより、専門医師が研修医を指導し、質の高い医療サービスを提供する医療機関相互のネット
ワーク整備等、ＩＣＴによる遠隔医療体制を構築するための医療・福祉機器関連産業分野における技術開発
を推進する。

また、福島県立医科大学附属病院、福島県立南会津病院及び会津地域の中核病院におけるインター
ネットを通じた連携と妊婦健康診断に関する遠隔診断の実施に向けた検討の取組等も参考に、画像診断の
活用や技術開発に関する検討を進める。

【画像診断による遠隔医療体制の構築状況】

【結果とりまとめ】

●遠隔医療体制を構築するための医療・福祉機器関連産業分野における技術開発に関し、青森県では、
遠隔医療体制の構築に関するＩＣＴ環境整備に対する補助、岩手県では遠隔画像診断システムの運用・構
築を進めている。

ＰＪ６ 東北圏の生活を支える地域医療支援ＰＪ

●へき地等地域医療支援対策事業（青森県）
青森県では、へき地における医療課題が顕在化する中、へき地等における住民の医療を受ける環境

の維持、向上に資するため、市町村（一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）が新たに行う事
業に要する経費について、当該市町村に対して補助金を交付する事業を実施している。遠隔医療体制
の構築に関しては、ＩＣＴ環境整備に対する補助を行っているが、平成２８年度はＩＣＴ環境整備について
導入する市町村がなく実績はなかった。

事業の概要
１．対象地域

医療を受ける環境が厳しい、又は厳しくなると見込まれる地域を抱える市町村
２．補助対象経費 （遠隔医療体制の構築に関するもの）

ＩＣＴ環境整備：定期通院（再診）が困難な者等に対応した遠隔医療システムの構築。
３．取組例

通院患者及び医療機関の負担軽減のための取組
・医療機関と地域の公民館をテレビ電話等で結び、医療機関までの移動に困難を伴う患者の診察

（主に再診）
・多機能型車輌を活用した遠隔診療

※対象となる患者： 慢性疾患により継続的に服薬等している高齢者。
※テレビ電話等による再診は、診療報酬上の再診料を算定できる。

●遠隔画像診断システムの運用・構築（岩手県）
岩手県では、遠隔画像診断システムの運用・構築を進めている。平成28年度末までの実施状況は

以下のとおり。

(１) 高精細テレビ（HDTV）会議システムの運用（平成14年度～）
(２) 遠隔病理画像診断システムの構築（平成28年度～平成29年度）
(３) 周産期超音波画像伝送システムの運用（平成27年度末～）
(４) 小児医療遠隔支援システムの運用（平成16年度～）

平成28年度からは、新たに遠隔病理画像診断システムの構築を行っている。
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6-5．がん医療の均てん化の推進

＜具体的取組の内容＞
がん治療の技術や情報の格差是正のため、東北６県の大学病院やがん診療連携拠点病院等が連携し

た「東北がんネットワーク」において、がんの治療法や情報の共有による東北地方のがん医療水準の向上に
向けた検討を推進するとともに、弘前大学、秋田大学、岩手医科大学及び岩手県立大学の４大学と東北大
学、山形大学、新潟大学及び福島県立医科大学の４大学がそれぞれ連携して行う教育システムやがん診
療連携拠点病院との連携により、がん専門医師等がん医療を担う医療人の養成を推進する。

また、がん放射線治療の最先端技術である重粒子線がん治療施設について、東北経済連合会や山形大
学を始めとした産学官で組織する協議会が設立され、施設の開設に向けて人材育成、資金調達等の課題
解決に向けた検討が進められており、その取組を推進する。

【がん専門医師数】

【結果とりまとめ】

●がん専門医師等がん医療を担う医療人の養成に取り組み、東北圏での新規認定医師数は、平成２８年度
は73人となり、平成２６年度から毎年増加している。

ＰＪ６ 東北圏の生活を支える地域医療支援ＰＪ

（出典：日本がん治療認定医機構HP）

一般社団法人日本がん治療認定医機構で
は、がん治療の共通基盤となる臨床腫瘍学の知
識およびその実践を支える基本的技術に習熟
し、医療倫理に基づいたがん治療を実践する優
れた医師および歯科医師を認定医として定めて
いる。

東北圏における新規認定医数（※）は、平成
28年度は73人となり、平成26年度から毎年増
加している。
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6-6．災害時における医療体制の確保

＜具体的取組の内容＞
災害時においても救急医療や人工透析医療等が適切に実施できるよう、災害拠点病院等における非常用

電源や通信連絡設備の確保を図るとともに、災害時の医療ネットワークを確保するため、病院、診療所、在
宅サービス事業者等の連携強化による災害時要援護者の適切な搬送体制を確立し、災害時に医療行為が
継続できる地域医療連携システムの構築を図る。

また、大規模災害時医療救護活動マニュアルを見直すとともに、これらの取組の実効性を高めるため、関
係機関による実践的な訓練を実施する。

さらに、災害時の医療を支える人材や看護師の育成・確保を図り、ＤＭＡＴの充実・強化及びＤＰＡＴ（災害
派遣精神医療チーム）の整備を推進する。

【ＤＭＡＴの充実・強化の取組状況】

【結果とりまとめ】

●東北圏では、毎年ＤＭＡＴの参集訓練を各県持ち回りで開催し、関係機関との密接な連携により被災地に
おける緊急治療、病院支援、広域・地域医療搬送等を迅速に行うことができるようＤＭＡＴの充実・強化を図
る取組を行っており、平成28年度は、山形県で開催した。

ＰＪ６ 東北圏の生活を支える地域医療支援ＰＪ

平成28年度新潟DMAT隊員養成研修
（出典：新潟大学医学部災害医療教育センターFaceｂook）

○平成28年度ＤＭＡＴ東北ブロック実働参集訓練
東北各県ＤＭＡＴと関係機関との密接な連携により、被災地における緊急治療、病院支援、広域・地域医

療搬送等を迅速に行うことができるよう実践的な訓練を山形県で実施した。
訓練は毎年東北圏の各県持ち回りで開催しているもので、参加機関等は、東北ブロック各県DMAT約60

チーム、医療機関（災害拠点病院等）、消防本部、警察本部、陸上自衛隊、県立保健医療大学等であっ
た。 （山形県HPより）

○平成28年度DMAT技能維持研修
DMAT隊員として登録されている者に対して、DMAT活動に必要な知識・技術の維持、資質の向上を目的

に開催されているもので、平成28年度は全12回のうち、東北圏で１回（青森県）開催され、107名が参加し
た。 （独立行政法人 国立医療機構 大阪医療センターHPより）

厚生労働省により、医師、看護師、業務調整員で構成さ
れ、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、
急性期（おおむね48時間以内）に活動できる機動性を持っ
た、専門的な訓練を受けた医療チームである災害派遣医
療チーム（DMAT）が発足しており、災害時には都道府県も
越えた様々な関係機関との協力が必要となるため、地方ブ
ロック等において定期的な研修・訓練が行われている。
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ＰＪ７ 次世代産業の研究・産業集積拠点形成ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
自動車関連産業や医療機器関連産業を始めとする次世代技術の研究開発拠点の集積を促進し、産学

官連携による産業クラスター形成の取組を促進する。
また、高度技術やものづくり人材の育成を図るとともに、戦略的な企業立地の更なる促進と域内調達率の向
上に加え、風力・地熱等の豊かな天然資源を活かした再生可能エネルギー研究や３方を海で囲まれ広大な
海域を有する東北圏の強みを活かした海洋資源の開発等、世界最先端の研究開発拠点を目指す取組等
を促進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

7-1．次世代自動車技術等の研
究開発と人材育成の促進

自動車の次世代技術の研究開発促進に向け、「東北自動車イノベーション
創出会議」で研究開発促進に向けた施策等について委員から意見を頂いて
事業に反映するとともに、「ＩＭＹ連携会議」では共同研究に継続的に取り組ん
だ。また、各県において学生や企業の人材育成を目的とする職業訓練や研
修等が行われた。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「東北自動車イノベーション創出会議」における取組

自動車産業全般に係る振興方策の検討を行うため、「東北自動車イノベー
ション創出会議」を2回開催し、企業や有識者などから政策ニーズ等に係る
意見を頂き、事業に反映した。

7-2．自動車関連企業立地の促
進、域内調達率の向上

輸送用機器の出荷額は2015（H27）年で目標値の85％、自動車関連企業
の事業所数は2016（H28）年11月時点で目標値の55％となった。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「とうほく自動車産業集積連携会議」における取組
「とうほく自動車関連産業振興ビジョン」に基づき、企業の進出促進のための

北海道も含めた８知事が連携したトップセールスの実施、展示商談会での新
技術や新工法のＰＲ、取引拡大に向けた研修の開催、各地域の研究開発プ
ロジェクト間の相互連携促進の取組、人材育成事業等を実施した。
「東北地域の車を考える会」における取組

東北地域の車を考える会を仙台市で４回、仙台以外の都市で４回開催し、
技術展示会や技術プレゼン、講演会等を実施した。

7-3．医療産業集積拠点形成 福島県の医療福祉機器関連産業の工場立地件数は、平成28年末時点で
48件と、目標値の80％に達した。

7-4．エネルギー関連技術等の研
究開発と安定供給の促進

エネルギー関連技術等の研究促進に関して、「福島再生可能エネルギー
研究所」が変換効率の向上に貢献すると期待される太陽電池の表面電場を
計測する手法を開発した。
エネルギーの安定供給に関し、東京都・福島県・産業技術総合研究所・東

京都環境公社によるCO2フリー水素の活用に向けた連携・協力の協定が締
結されるとともに、福島県・相馬港における天然ガス火力発電事業の事業化
が決定された。
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具体的取組の項目 結果

7-5．産学官の協働による
先 端 研 究 ・ 開 発 拠 点
「フューチャー・インダスト
リー・クラスター」形成の促
進

「東北ILC推進協議会」は政府への要望活動や、東北ＩＬＣ準備室の開設、国内や海外に
向けた情報発信等に取り組み、地域のＩＬＣ誘致の機運が一層高まるとともに、受入体制の
準備が大きく進展した。

東北放射光施設の設置に向け、文部科学省での委員会による調査検討着手や、光科学
イノベーションセンターの設立等、気運の高まりが見られた。また、「東北放射光施設推進協
議会」は、計画の理解を促進するため、シンポジウムの開催等の取組を行った。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「東北ＩＬＣ推進協議会」における取組
同上。

「東北放射光施設推進協議会」における取組
「量子ビーム利用推進小委員会」における議論の開始や一般財団法人の設立といった機

運の高まりを受け，平成２９年１月に協議会を開催し，今後の活動方針について合意。また、
東北放射光施設計画の理解促進に向け、シンポジウムを開催した。

7-6．海洋・海底資源の研
究開発の促進

「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」は、政府への要望やフォーラム、研修会等
を開催し、日本海側のメタンハイドレート等の海洋エネルギー資源の開発を一層促進するた
めの取組を行った。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」における取組
同上。

平成28年度の進捗状況を確認した結果、産学官連携の産業クラスター形成の取組は推進されているが、自動車関連企
業の事業所数の集積目標については、達成に向けて取組を強化する必要がある。
今後の進め方（課題・対応策等）としては以下のとおり。
次世代自動車技術の研究開発を促進するために、「東北自動車イノベーション創出会議」での施策の検討や「ＩＭＹ連携会

議」での共同研究に継続的に取り組むとともに、各県で行われている人材育成の取組を引き続き進めることにより、自動車関
連産業に携わるものづくり人材を養成していく。

「とうほく自動車関連産業振興ビジョン」での2017年（平成29年）までの目標に対しては、自動車関連企業の事業所数が
2016年（平成28年）時点で55％であることから、目標の達成を引き続き目指す取組が必要である。
また、福島県の震災からの復興の柱となる成長産業の集積を図る取組の一つとして、福島県を医療機器関連産業の一大

集積地にすることを目指した「ふくしま創生総合戦略」での医療福祉機器関連産業の工場立地件数の目標に向けた取組を
進めるとともに、「福島再生可能エネルギー研究所」でのエネルギー関連技術の研究の促進、CO2フリー水素の活用や相馬
港天然ガス火力発電事業の推進等による、エネルギーの安定供給の促進を図る。
海洋資源エネルギーについては、表層型メタンハイドレートは、上越沖をはじめとした日本海側で相当量の賦存が確認され、

国において実用化を目指した回収技術の調査研究が行われるなど、開発に向け動き出したところだが、砂層型に比べ調査･
開発が遅れており、開発促進のために引き続き日本海連合府県の連携した取組を進めていく。
産業振興や技術革新、雇用創出、人材の育成、地域振興等で多大な波及効果が見込まれるＩＬＣ（国際リニアコライダー）

の誘致実現に向けて、引き続き日本政府に対して速やかな誘致表明を求めるとともに、東北圏内へのＩＬＣに関する理解浸
透を図る。（仮称）東北放射光施設の設置実現に向けては、地域負担財源の確保という課題があるものの、東北圏の産学
官が密に連携しながら、実現に向けた取組を強化する必要がある。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】
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7-1．次世代自動車技術等の研究開発と人材育成の促進

＜具体的取組の内容＞
次世代自動車技術のニーズを先取りするため、大学等における自動車の軽量化に資する代替素材の開

発、次世代高性能蓄電システム開発及び燃料電池車等、次世代技術の研究開発を促進する。
また、中東北（岩手・宮城・山形県）３県の公設試験研究機関の連携による推進会議（ＩＭＹ連携会議）に

おいて、自動車用部材の加工技術の共同研究を促進する。
さらに、「みやぎカーインテリジェント人材育成センター」等、自動車関連企業や大学等の連携による設計・

開発を担う実践的なカーエレクトロニクス技術者の養成、「北上川流域ものづくりネットワーク」等による産業界
と工業高校等の教育界の連携によるものづくりの人材育成、「あきたクルマ塾」等、自動車関連企業のＱＣＤ
の向上等を担う中核的な人材の育成、並びに「いわて組込みシステムコンソーシアム」によるものづくり産業を
支えるキーテクノロジーとしての組込み技術者の育成確保を目指した産学官連携プラットフォーム組織による
ものづくり人材や３次元設計技術者の育成等の取組を促進する。

【次世代自動車技術等の研究開発と人材育成の取組状況】

ＰＪ７ 次世代産業の研究・産業集積拠点形成ＰＪ

■岩手県 [人材育成]
岩手県の産学官金が結集して「岩手県次世代モビリティイノベー

ション推進協議会」を組織し、岩手県に蓄積された自動車産業の基
盤を軸に「いわて環境と人にやさしい次世代モビリティ開発拠点形
成」を掲げ、世界と競争できる地域イノベーションの拠点として、科学
技術による技術革新をベースに、震災からの復興と持続的な発展
を目指すものとして、文部科学省の「地域イノベーション戦略支援プ
ログラム」の採択を受け、「いわて環境と人にやさしい次世代モビリ
ティ開発拠点」プロジェクトを推進しており、プロジェクトの取組の一つ
として、下記の人材育成プログラムを実施した。

(１) 設計・材料分析技術者人材育成（一ノ関工業高等専門学校）
(２) ＥＶ開発人材育成（一ノ関高等専門学校）
(３) ものづくりソフトウェア人材育成（岩手県立大学）
(４) ものづくり人材育成（岩手大学）

設計・材料分析技術者人材育成のプログラムからは、共同研究を
4件（加工・生産技術、再生可能エネルギー活用、バイオマス、品質
工学）立ち上げ、「超音波援用加工設備」と「微少穴加工設備」の2
件が事業化された。
また、ＥＶ開発人材育成講座から出願した分も合わせて、4件の特
許申請を行っている。

■東北経済産業局 [次世代自動車技術等の研究開発]
自動車産業全般に係る振興方策の検討を行うため、企業や有識者などから政策ニーズ等に係る意見を頂く場とし

て、東北経済産業局自動車産業室に「東北自動車イノベーション創出会議」を設置している。（構成機関：委員（企
業・支援機関・大学等の有識者）、オブザーバー（東北６県、東北経済連合会等） ）
平成28年度は上記会議を2回開催し、研究開発促進に向けた施策等について委員から御意見を頂き、事業に反

映した。

■中東北３県公設試技術連携推進会議（ＩＭＹ連携会議） [次世代自動車技術等の研究開発]
「ＩＭＹ連携会議」では、岩手、宮城、山形の各県試験機関による共同研究「金属基複合材料の高能率・精密加

工」「アルミニウム合金鋳造技術の高度化」等について継続して取り組み、アルミニウム合金鋳造技術については「と
うほく・北海道自動車関連技術展示会」に出展して成果のＰＲを行った。（出典：岩手県ＨＰ）

■宮城県 [人材育成]
産学官の協力で運営する「みやぎカーイン

テリジェント人材育成センター」では、次代の
自動車づくりを担う人材育成研修を毎年実
施しており、東北圏の大学・高専・専門学校
の学生を対象に、技術者養成研修やセミ
ナーの開催を通じて、自動車関連産業にお
ける開発や設計に係わる技術者を育成し、
県内の自動車関連企業への就職促進及び
開発系の自動車関連企業の集積、振興を
図っている。平成28年度は63名が修了し
た。

みやぎカーインテリジェント人材育成センター研修の様子
（出典：宮城県提供）
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【次世代自動車技術等の研究開発と人材育成の取組状況】

■新潟県 [人材育成]
新潟県の企業、教育・研究機関、金融機関等からなる「新潟県次世代自動

車産業振興協議会」は、平成28年8月25日に「安全意識向上のためのセミ
ナー」を開催し、４２名が参加した。
新潟県次世代自動車産業振興アドバイザーから「管理者の本気度で職場

が変わる」～トヨタの安全文化構築活動～として、トヨタにおける安全活動の振
り返りから、安全優先への意識改革活動を展開するためのトップ及び第一線
の意識改革活動などを紹介いただくと共に、実際の危険性を体験するデモの
動画も紹介いただいた。
参加者からは、ロボットとの協調作業に対する安全への考え方や、危険事例

の情報展開についてなど、多くの質疑があった。
部品等の品質管理において、製造現場で徹底されるべき５Ｓ（整理、整頓、

清掃、清潔、躾）は非常に重要な事柄であることから、自発的に５Ｓを現場で
実践できる人材を育てることに資するものと期待される。

セミナーの様子（出典：新潟県提供）

■福島県 [人材育成]
ふくしまの産業競争力向上のための人材育成の強化として、「県立テクノ

アカデミー」において、高校卒業者等を対象とした２年間の職業訓練を行
い、新技術への対応能能力、問題解決能力など、より高い能力を身につ
けるため、浜校では実践としてソーラーカーの設計・製作や電気自動車、
各種制御技術や、ニーズに応えた製品・装置を創造できる技術の習得を
図り、郡山校では３Dデータを活用した設計・加工や組込技術の習得を図
ることにより、成長産業などの分野に関連した産業の高度化に対応できる
技術者の育成に取り組んだ。

職業訓練の様子（出典：福島県提供）

【結果とりまとめ】

●自動車の次世代技術の研究開発促進に向け、「東北自動車イノベーション創出会議」で研究開発促進に向けた施
策等について委員から意見を頂いて事業に反映するとともに、「ＩＭＹ連携会議」では共同研究に継続的に取り組んだ。
また、各県において学生や企業の人材育成を目的とする職業訓練や研修等が行われた。

■秋田県 [人材育成]
秋田県の産学官が一体となり、連携、協働して自動車産業の振興に向けた活動を行

う組織として設立された「あきた自動車産業振興協議会」では、自動車産業参入支援
の取組の一つとして人材育成の活動を行っている。平成28年度は、以下の取組を行っ
た。
①あきた自動車人材育成研修では、工程改善セミナーや加工技術セミナー等、６回

のセミナーを開催し、計178名が受講した。
②あきたクルマ塾は、QCD等を推進する企業の中核的人材育成を目的として開講
し、 ９社12名が受講した。

③秋田ものづくりオープンカレッジｉｎ 秋田大学を10月に開催し、21社・団体が出展
し、109人の学生が来場した。

④あきたＮＥＸＴモーターショー2016を10月に開催し、 自動車産業ゾーンに８社・３
高校が出展し、19,900人が来場した。

あきたクルマ塾の様子
（出典：秋田県提供）

■山形県 [人材育成]
県内の自動車関連企業等を対象に、電気自動車の構造等についての理解を深めるため、山形大学有機エレクト

ロニクスイノベーションセンター及び株式会社飯豊電池研究所の協力を得て、平成29年３月28日に電気自動車勉
強会を開催し、10名が参加した。
解体された電気自動車のパーツや搭載電池を見ながら、講師から、電気自動車に必要となる技術・部品等につ

いて説明を受けた。

52



7-2．自動車関連企業立地の促進、域内調達率の向上

＜具体的取組の内容＞
「とうほく自動車産業集積連携会議」等による技術展示・商談会でのＰＲ活動、自動車メーカーと地域企業との交流

機会の創出、トップセールス等の取組を促進し、地域企業の優れた技術、製品等の販路開拓の促進を図るとともに、
各県連携により、企業力向上、新規参入等の支援策の充実強化を図るための各種セミナーや講演会、企業見学会等
の取組を展開する。

また、各県の「組込み技術研究会」等による組込みソフトウェア技術の集積を促進し、各種研究部門の構築と企業
連携による産業集積を通じた完成車両及び関連部品等の生産に係る拠点形成及び拠点間の連携促進を図り、東北
圏全体の自動車関連産業のイノベーション創出を促進する。

さらに、「とうほく自動車関連産業振興ビジョン（2014年６月）」では、コンパクトカーを始めとする環境対応自動車
等、世界に発信できる自動車の生産・開発拠点の形成に向けて、官民一体となって2017年度までに輸送用機器の出
荷額2.2兆円、自動車関連企業1,700事業所の集積を目指すこととしている。

【輸送用機器の出荷額及び自動車関連企業の事業所数】

ＰＪ７ 次世代産業の研究・産業集積拠点形成ＰＪ

【結果とりまとめ】

●輸送用機器の出荷額は2015（H27）年で目標値の85％、自動車関連企業の事業所数は2016（H28）年
11月時点で目標値の55％となった。

「とうほく自動車産業集積連携会議」は、東北圏における産業界や経済界、大学、支援機関、行政等が一
体となって、自動車関連産業に係る交流や連携の場を創出し、地域企業の技術力の向上等による自動車
関連産業への進出や取引の拡大、並びに自動車部品メーカー等の立地を促すことにより、自動車関連産業
の振興とその集積を図ることを目指し、東北圏の産学官組織で構成している。

同会議では、東北圏の自動車産業が、地域の基幹産業から日本のものづくり産業の一翼を担う産業に成
長することを目指し「とうほく自動車関連産業振興ビジョン」を策定しており、2017年までに輸送用機器の出
荷額2.2兆円、自動車関連企業1,700事業所の集積を目指すこととしているが、2015（H27）年の東北圏の
輸送用機器製造品出荷額は1.86兆円に達し、目標値の85％となった。

また、東北圏の自動車関連企業の事業所数は、 2016（H28）年11月時点で942であり、目標値の55％と
なった。

出典：経済産業省「工業統計調査（調査年平成25年,26年）」
経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査結果」

（とうほく自動車産業集積連携会議ＨＰより）
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注）製造品出荷額はそれぞれの年次における1～12月の1年間の数値
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7-3．医療産業集積拠点形成

＜具体的取組の内容＞
「うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト」に代表される産学官連携による研究開発、医療機器メーカー

と地域企業との交流・マッチング等、医工連携の取組を促進し、異業種からの参入支援等の取組を促進す
る。

また、「ふくしま創生総合戦略（平成27年12月策定）」では、平成31年までに医療福祉機器関連産業の
工場立地件数を累計60件以上にすることを目標に、医療機器関連産業の更なる集積を目指すこととしてい
る。

【福島県内の医療福祉機器関連産業の工場立地件数】

ＰＪ７ 次世代産業の研究・産業集積拠点形成ＰＪ

広域連携プロジェクト説明図表
（出典：東北圏広域地方計画 参考資料）

福島県の社会増減は平成８年以降、転出超過が続いているが、進学期と就職期の若者の転出の影響が
大きい。更に震災等による企業の県外移転等も人口流出を更に進めている。そのため、県内での雇用の場
の確保・創出が必要となっている。

【結果とりまとめ】

●福島県では医療機器関連産業の更なる集積を目指し、県内の医療福祉機器関連産業の工場を平成31
年までに累計60件以上立地させるという目標を設定している。平成28年末時点では48件立地しており、目
標値の80％に達している。

※福島県工業開発条例に基づく敷地面積
1,000㎡以上の工場の新・増設に係る届出件
数（累計）

上記を踏まえ、「ふくしま創生総
合戦略」では福島県を医療関連
産業の一大集積地にすることを目
指し、「ふくしま医療機器開発支
援センター」の機能を最大限活用
し、医療機器関連企業の立地、
人材育成等を積極的に推進する
ことにしている。

上記戦略では、平成31年まで
に医療福祉機器関連産業の工場
立地件数を累計60件以上にする
ことを目標としているが、 平成28
年末時点で48件（※）と、目標の
80％に達した。
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7-4．エネルギー関連技術等の研究開発と安定供給の促進

＜具体的取組の内容＞
産業技術総合研究所「福島再生可能エネルギー研究所」において太陽光・風力・地熱・地中熱発電及び

エネルギー貯蔵技術の研究を促進する。
また、自動車・医療関連産業を始めとした各種産業の競争力強化と集積拠点形成に当たっては、エネル

ギーの安定供給が不可欠であるため、東北圏の豊かな再生可能エネルギーや秋田・山形・新潟県で産出さ
れる天然ガス等の利活用も含め、エネルギーインフラの整備の取組を促進する。

【エネルギー関連技術等の研究開発と安定供給の促進状況】

ＰＪ７ 次世代産業の研究・産業集積拠点形成ＰＪ

○東京都・福島県・産業技術総合研究所・東京都環境公社の協
定を締結

東京都と福島県、産業技術総合研究所および東京都環境公
社は、CO2フリー水素の活用に向けた連携・協力の協定を平成
28年5月17日に締結した。
福島県産のCO2フリー水素の活用とそれを通じた福島県内の再

生可能エネルギー導入の推進を目指すとともに、福島県の震災
復興を支援するもので、協定に基づく連携・協力事項として、CO2
フリー水素の活用および再生可能エネルギー分野における研究
開発の強化、福島県内企業などとの技術開発連携事業を推進
するほか、人材育成・人材交流、情報発信・成果普及などに取り
組むことが挙げられた。
※ CO2フリー水素とは製造時にCO2を排出しない水素

調印式の様子（出典：産業技術総合研究所HP ）

（産業技術総合研究所HPより）

○平成２８年度の「福島再生可能エネルギー研究所」の主な成果

（産業技術総合研究所HPより）
レーザーテラヘルツ放射顕微鏡とその概念図

（出典：産業技術総合研究所HP）

産業技術総合研究所の福島再生可能エネルギー研究所と
株式会社SCREENホールディングスは、大阪大学レーザーエネ
ルギー学研究センターと、レーザー光の照射によりシリコン基板
表面から発生するテラヘルツ波の波形を測定する技術と、コロ
ナ放電によって表面電荷を制御する技術を組み合わせて、太
陽電池の表面電場を計測する手法を開発した。この技術を新
しい太陽電池の開発に用いることで、その変換効率の向上に
貢献できると期待される。
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【エネルギー関連技術等の研究開発と安定供給の促進状況】

【結果とりまとめ】

●エネルギー関連技術等の研究促進については、福島再生可能エネルギー研究所で、太陽電池の開発に
用いることで、その変換効率の向上に貢献すると期待される、太陽電池の表面電場を計測する手法を開発
した。
●エネルギーの安定供給にあたっては、東京都・福島県・産業技術総合研究所・東京都環境公社による
CO2フリー水素の活用に向けた連携・協力の協定が締結されるとともに、福島県・相馬港における天然ガス
火力発電事業の事業化が決定された。

（出典：石油資源開発株式会社HP）

○福島県・相馬港における天然ガス火力発電事業の事業化決定
石油資源開発株式会社は、平成28年10月11日、三井物産株

式会社との共同出資で設立した福島ガス発電株式会社（以下
FGP）を通じて検討および諸手続きを進めていた福島県・相馬港に
おける天然ガス火力発電事業について、FGPの株主総会において、
本事業の事業化の決定、ならびにFGP設立時の株主である石油資
源開発株式会社および三井物産株式会社の2社に加え、大阪ガス
株式会社、三菱ガス化学株式会社、北海道電力株式会社の3社
が新たにFGPに出資し事業パートナーとして本事業に参画すること
が決議された。
「相馬港天然ガス火力発電所（仮称）」について、環境アセスメント

などの手続が終了し次第建設を開始すること、建設に係る事前準
備への着手を決定するとともに、発電の燃料となるLNGの調達や発
電への知見を持つ3社の参画により、事業推進体制を強化すること
となった。 （石油資源開発株式会社HPより）
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7-5．産学官の協働による先端研究・開発拠点「フューチャー・インダストリー・クラスター」形成の促進

＜具体的取組の内容＞
「山形県バイオクラスター形成推進会議」において事業化された「クモ糸繊維事業」に代表される、産学

官連携による共同研究や研究シーズの活用を促進し、バイオ分野の研究開発の活性化やバイオ技術を核と
した事業化等の取組に加え、環境産業やＩＴ産業を始めとした多様な産業のクラスター形成のための産学官
連携の取組を促進する。

また、素粒子物理学の先端研究施設であるＩＬＣ（国際リニアコライダー）及び（仮称）東北放射光施設につ
いて、国等の検討状況を踏まえつつ、東北圏の産業界、自治体及び大学等が一体となって、計画に関する
情報収集や調査検討を進める。

【ＩＬＣの誘致に向けた取組状況】

【東北放射光施設の設置に向けた取組状況】

ＰＪ７ 次世代産業の研究・産業集積拠点形成ＰＪ

要望活動の状況
（出典：東北経済連合会提供）

産業界・経済界、地方自治体、大学、有識者等により組織される「東
北ILC推進協議会」では、ＩＬＣの誘致実現に向けた取組を行っている。

１．国内誘致に向けた政府への要望活動と国際交渉への協力
平成28年9月7日、国際リニアコライダーの日本誘致に関する要望とし

て、「1.国際調整をすみやかに進めること」「2.成長戦略、地方創生の観
点からの可能性を検討すること」「3.ＩＬＣの建設費等の削減に向けた技
術開発を進めること」の３点について、政府等へ要望を行った。

【要望先】 文部科学省副大臣、自民党総務会長、リニアコライダー
国際研究所建設推進議員連盟会長、リニアコライダー国
際研究所建設推進議員連盟幹事長

また、自由民主党東北ブロック両院議員会において自由民主党の東
北選出国会議員に対しILC日本誘致の要望を、経団連会長に対してILC
誘致実現に向けた協力依頼等を行った。
さらに11月には、国際学会IEEE（フランス）でブース出展や関連資料の

作成等を通じて国際交渉等への協力を行った。

２．東北ＩＬＣ準備室の活動（特別事業）
平成28年6月に東北ＩＬＣ準備室を設置。政府のＩＬＣ誘致決定に備え、「一般社団法人先端加速器科学

技術推進協議会（ＡＡＡ）」、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）等との協力の
下、東北地域の産学官民が密接な連携を図り、ＩＬＣに係る「地域広域基本計画」の策定をはじめ、地域の
受入体制の準備を行うことを目指し、検討を本格化させた。

３．加速器関連産業の育成・支援
ビジネスマッチング創出を目的とした「ビジネスマッチ東北2016」に東経連ビジネスセンターと連携しILC

ブースを出展した。
また、加速器関連プロジェクトの東北企業の参入支援に取り組む、東経連ビジネスセンターといわて加速

器関連産業研究会に対して、セミナー開催の活動に協力した。
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【ＩＬＣの誘致に向けた取組状況】

【東北放射光施設の設置に向けた取組状況】

４．国内における誘致機運の醸成
ＩＬＣの誘致機運を醸成するため、ホームページでのきめ細かな情報発信に努めるとともに、中高生向け

の科学技術講座、シンポジウム、講演会や視察会の開催をはじめ、テレビ番組等への制作協力等に取り
組んだ。さらに、国内誘致の機運醸成に向けて、自治体、企業等に対して、ポスター、のぼり旗等の掲示依
頼を行い実施した。

サイエンス✕ハローキティでの特設展示
（出典：東北経済連合会提供）

先端加速器科学技術推進協議会と
東京ケーブルネットワーク（株）が制作したテレビ番組

（出典：東北経済連合会提供）

５．海外に向けた情報発信の強化
海外研究者等に対するILCの準備状況や東北の魅力等の情報発信、在東北外国人に対するＩＬＣの国

内立地に関する普及啓発活動等として、以下の活動を行った。
・平成28年5月に、Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議開催記念シンポジウム「国際リニアコライダー

と東北の創造的復興」を開催した。（Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議推進協力委員会、東北経済
連合会、東経連ビジネスセンターとの共催）

・平成28年6月に、キャロライン・ケネディ駐日米大使と協議会高橋代表が懇談した。ケネディ大使は
「ILCに帰国子女の能力を活用すべき」と提案した。

キャロライン・ケネディ駐日米大使の演説の様子
（出典：東北経済連合会提供）
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【東北放射光施設の設置に向けた取組状況】

【結果とりまとめ】

●「東北ILC推進協議会」は政府への要望活動や、東北ＩＬＣ準備室の開設、国内や海外に向けた情報発信
等に取り組み、地域のＩＬＣ誘致の機運が一層高まるとともに、受入体制の準備が大きく進展した。
●東北放射光施設の設置に向けて、文部科学省での委員会の設置による調査検討の開始や、光科学イノ
ベーションセンターの設立等の気運の高まりが見られた。また、「東北放射光施設推進協議会」は、計画の理
解を促進するため、シンポジウムの開催等の取組を行った。

（１）国における動き
平成２８年１１月、文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価

分科会量子科学技術委員会で「量子ビーム利用推進小委員会（第1
回）」が設置され、次世代放射光施設に関する調査検討が開始された。

（２）「（一財）光科学イノベーションセンター」の設立
東北大学と東北経済連合会が、民間資金を活用した施設整備を目

指し、産業界への資金提供の働きかけを行い、民間資金の受け皿とな
る「一般財団法人光科学イノベーションセンター」を平成２８年１２月に設
立した。

センターでは、外部有識者による「東北放射光施設 建設地選定諮問
委員会」を設置し、東北放射光施設の建設候補地の調査を実施した。

（３）「東北放射光施設推進協議会」の活動
「東北放射光施設推進協議会」は、東北地方の産学官が一体となり、

東北地方への放射光施設設置の機運を醸成するための活動の推進や、
施設の利用についての理解促進を図る取組を行うことを目的に設立さ
れた。

量子ビーム利用推進小委員会における議論の開始や一般財団法人
の設立といった機運の高まりを受け、平成２９年１月に協議会を開催し、
今後の活動方針について合意した。

また、平成29年1月に、東北放射光施設計画の理解促進を目的とし
たシンポジウムを開催した。

（４）政府要望
宮城県は、平成28年6月及び8月に政府要望を実施した。また、北海

道東北知事会は、平成28年8月及び11月に政府要望を実施した。

東北放射光施設完成イメージ図
（出典：東北放射光施設計画「SLiT-J」HP）

東北放射光施設推進協議会シンポジウム
（H29.1） （出典：宮城県提供）
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7-6．海洋・海底資源の研究開発の促進

＜具体的取組の内容＞
日本近海に存在するレアアースといった海底鉱物資源や、秋田・山形・新潟県沖で確認されているメタン

ハイドレート等の海洋エネルギー資源の開発を促進するため、関係機関が連携して情報収集や調査研究の
取組を促進する。

【海洋エネルギー資源の開発を促進するための取組状況】

ＰＪ７ 次世代産業の研究・産業集積拠点形成ＰＪ

【結果とりまとめ】

●「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」は、政府への要望やフォーラム、研修会等を開催し、日本
海側のメタンハイドレート等の海洋エネルギー資源の開発を一層促進するための取組を行った。

「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」は、
日本海におけるメタンハイドレート、石油、天然ガス
（在来型）などの海洋エネルギー資源の開発を促進
するため、平成24年9月に設立した団体で、現在、
日本海沿岸の12府県が連携して、海洋エネルギー
資源の開発に関する情報収集、調査研究、国への
提案など、多彩な活動を展開している。

平成28年度の主な取組概要は以下のとおり。

平成28年5月10日には、日本海側の海洋エネル
ギー資源開発促進に関する要望を、内閣総理大臣、
内閣官房副長官、経済産業副大臣に対して行った。

内閣総理大臣等への提案・要望活動
（出典：海洋エネルギー資源開発促進日本海連合HP）

日本海海洋資源フォーラム
（出典：海洋エネルギー資源開発促進日本海連合HP）

平成28年11月8日に、兵庫県で日本海海洋資源フォーラムを開催し、平成27年度メタンハイドレート採
掘技術アイデアコンテスト表彰式や、日本海資源開発促進のための基調講演、意見交換、特別講演を
行った。

平成29年3月22日に、調査・研究等の一環として、「日本における海底資源開発の取組と展望」につい
ての研修会を開催した。

その他、メタンハイドレートの概要や開発計画、「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」の活動等に
関するパンフレットを作成した。
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ＰＪ８ 東北圏の資源を活かした農林水産業の収益力向上ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
東北圏の基幹産業であり、かつ、地場産業でもある農林水産業を活性化するため、安全・安心で高品質な

東北産農林水産物等の提供や６次産業化による付加価値の高い商品の創出により収益力を向上させる。
また、新たな農林水産業技術の開発や多様な担い手の育成・確保と生産基盤・流通基盤の整備により、力
強い持続可能な農林水産業を構築する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

8-1．東北産農林産物等の
収益力向上に向けた取組

各種会議やセミナー・フォーラム等を開催し、関係者間での連携確認・情
報共有や情報提供等が行われるなど、農林水産物等の収益力向上に向け、
農商工連携の促進、輸出促進、６次産業化推進に取り組んだ。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「東北地域農商工連携促進協議会」における取組

６次産業化や農商工連携の更なる取組の推進を図るため、「６次産業化・
農商工連携フォーラムin仙台」を開催し、今後の地域ブランドづくりのヒント、６
次産業化・農商工連携の必要性などを確認した。
「東北地域農林水産物等輸出促進協議会」における取組

東北地域の高品質で安全な農林水産物・食品の一層の輸出促進を図る
ため、「農林水産物・食品輸出促進セミナー」や「輸出促進連絡会議」を開
催し、各関係機関から農林水産物等の輸出に関する情報提供を行い意見
交換を行った。
「東北ブロック６次産業化推進行動会議」における取組

農林水産物の６次産業化の推進へ向け、「東北ブロック６次産業化推進行
動会議」を開催し、６次産業化の実践に重要な企業的経営感覚をテーマとし
た講演等を通じて６次産業化推進のヒントとなる情報発信を行った。

8-2．林業の成長産業化に
向けた取組

林業の低コスト化を図る「一貫作業システム」等の実施、林業大学校・農林
大学校等への支援・協力、木材の計画的な供給に関する協定の締結のほ
か、ＣＬＴのＪＡＳ認定工場が増えるなど、林業の成長産業化に向けた取組
が行われた。

8-3．水産業の収益力向上
に向けた取組

水産業の収益力向上を図るため、各種商品開発、消費者への情報発信、
首都圏等へのＰＲ、イベント開催など、水産物・水産加工品等のブランド価値
向上に向けた取組が行われた。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「三陸地域水産加工業等振興推進協議会」における取組
沿岸被災地における水産加工業の高いポテンシャルを活かし、地域一体と

なってブランド力を高め、海外販路拡大等を促進するため、輸出拡大モデル
事業（復興庁）等による水産加工業等グループの海外展開の促進、三陸の
ブランド価値向上に向けたビジョンとりまとめ、三陸地域のブランド化に向けた
コンテンツ（ムービー、ブック）の制作、国内各種講演や海外（フィリピン、タイ）
での展示会・現地の日本人商工会議所等での情報提供等の取組が行われ
た。
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具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

8-4．技術開発、多様な担
い手の育成・確保と農地の
有効活用

先端技術を取り入れた先進的な農林水産業の実践を図るため、農林業ロ
ボット技術の開発・実証が行われた。

また、多様な担い手の育成確保を図るため、マーケティング知識の習得、
ビジネスプランの立案や実践等にかかわる経営者としての知識と能力を養成
するための講座等が開催された。

8-5．生産基盤の保全管理、
高速交通体系や空港を利
用した販路拡大

東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会において、東北地域の農
林水産物・食品の輸出拡大に向けた循環図式やビジネスモデル等について
意見交換が行われるなど、農林水産物・食品の輸出促進に向けた検討・モ
デル事例の構築に取り組んだ。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、農林水産業を取り巻く環境は厳しいものの、収益力向上に向け
て取組が進められている。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、東北圏の基幹産業であり、かつ、地場産業でもある農林水産業
のさらなる活性化を図る。

具体的には、農林産物等の収益力向上に向けて、農商工連携の促進、輸出促進、６次産業化推進等に
引き続き取り組み、消費者ニーズに対応した安全・安心で高品質な農産物等の生産や、付加価値の高い商
品の創出、需要の発掘、販路拡大に向けた取組の促進を図る。

林業の成長産業化に向けて、林業の低コスト化に向けた取組、民有林関係者との連携強化、木材の安定
供給に向けた取組を引き続き進めるほか、ＣＬＴ（直交集成板）の開発・普及にも取り組む。

水産業の収益力向上に向けて、水産物等の消費拡大に向けた消費者への情報発信、消費者ニーズに
合った商品開発に引き続き取り組むとともに、産地価格向上や高付加価値化にも取り組む。

また、農林水産業技術の開発や多様な担い手の育成・確保の取組を引き続き進めることにより、力強い持
続可能な農林水産業の構築を図る。
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【農商工連携の促進に関する取組状況】

8-1．東北産農林産物等の収益力向上に向けた取組

＜具体的取組の内容＞
農薬・化学肥料の低減や農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入等、環境と共生する産地づくり、安全で安心

なこだわり米・野菜づくりや、安全・安心で高品質な農畜産物の生産拡大を図る。
農林事業者が生産する地域の農林産物を活用し、中小企業者との連携等による付加価値の高い商品の

創出、食品加工業界と連携した農林産物の加工等の取組、流通業や食品製造会社等とタイアップした契約
栽培や販売促進及び外食・中食産業等と連携した契約取引等を促進する。

食料自給率向上の観点からは、小麦粉消費量の10％以上を米粉に置き換える“にいがた発「Ｒ10プロ
ジェクト」”において、大学等で米粉の機能性を検証・研究することによる消費者メリットの創出や、新たな米粉
の需要拡大のための産地・製粉業者及び食品関連企業等と結び付いたモデル事業の創出、新商品の開発
支援を行うほか、パンフレットやホームページ、料理コンテスト等による情報発信等を促進する。

このほか、国内外で物産フェア等の共同開催の促進や関係団体の連携によるセミナー開催等の輸出促
進に向けた取組を実施する。

また、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）」（平成26年法律第84号）等を
活用した地域ブランド商品の開発を促進するとともに、地場産品・地域資源を活用した商品に係るアンテナ
ショップ運営の取組を促進する。さらに、山菜、きのこ類、つまものなど山村特有の資源を活用した６次産業
化を促進するとともに、被災地の農林産物を積極的に消費することによって被災地の復興を応援する取組を
展開する。

ＰＪ８ 東北圏の資源を活かした農林水産業の収益力向上ＰＪ

東北経済産業局、関東経済産業局と東北農政局、北陸農政局は関係機関と連携して、農商工連携の促
進を図っている。

中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者と農林漁業者が有機的に連
携し、それぞれの経営資源を有効に活用し、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓等を行う農商工等連
携事業計画の認定件数は、東北６県あわせて６８件、新潟県11件となった。（平成29年2月3日現在。）

東北農政局と東北経済産業局は、平成28年11月24日に共催にて「6次産業化・農商工連携フォーラムin
仙台」を開催し、今後の地域ブランドづくりのヒント、6次産業化・農商工連携の必要性などを確認した。また、
会場後方では展示コーナーを設け、6次産業化・農商工連携認定事業者パネリストの商品等を紹介した。

6次産業化・農商工連携フォーラムin仙台
（出典：東北農政局HP）
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【農林水産物の輸出促進のための取組状況】

■東北地域農林水産物等輸出促進協議会
東北地域の高品質で安全な農林水産物・食品の一層の輸出促進

を図るため、関係者一体となった取組を推進することを目的に設立さ
れた協議会。（平成17年9月に東北農政局に設置。）
○農林水産物・食品輸出促進セミナー（平成29年3月24日）
東北地域における農林水産物・食品の輸出の取組を後押しすること

を目的としてセミナーを開催した。
○輸出促進連絡会議（３回開催）

輸出に取り組む事業者への情報提供を強化していくため、輸出の取
組を支援している関連機関が相互に情報共有を行うための連絡会議
を開催し、各関係機関から農林水産物等の輸出に関する情報提供を
行い意見交換した。 農林水産物・食品輸出促進セミナー

（出典：東北農政局HP）

【農林水産物の６次産業化推進のための取組状況】

東北農政局は、農林水産物の６次産業化の推進へ向け、「平成28年度東北ブロック６次産業化推進行動
会議」（平成29年3月1日）を開催し、６次産業化の実践に重要な企業的経営感覚をテーマとした講演等を
通じて６次産業化推進のヒントとなる情報発信を行った。

【結果とりまとめ】

●各種会議やセミナー・フォーラム等を開催し、関係者間での連携確認・情報共有や情報提供等が行われ
るなど、農林水産物等の収益力向上に向け、農商工連携の促進、輸出促進、６次産業化推進に取り組んだ。

平成28年度東北ブロック6次産業化推進行動会議
（出典：東北農政局HP）

東北農政局と東北経済産業局は、平成28年11月24日に共催にて「6次産業化・農商工連携フォーラムin
仙台」を開催し、今後の地域ブランドづくりのヒント、6次産業化・農商工連携の必要性などを確認した。また、
会場後方では展示コーナーを設け、6次産業化・農商工連携認定事業者パネリストの商品等を紹介した。
（再掲。【農商工連携の促進に関する取組状況】に写真を掲載。）
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【林業の成長産業化に向けた取組状況】

■東北森林管理局

8-2．林業の成長産業化に向けた取組

＜具体的取組の内容＞
林業においては、木材需要の創出と国産材の安定的・効率的供給体制の構築等に取り組む。具体的に

は、ＣＬＴ（直交集成板）やＬＶＬ（単板積層材）の普及、耐火部材等の技術開発・普及、都市部での中大規
模建築物の木造化等の促進、さらには木材・建築関連業者等のネットワークの形成による地域材を活用した
家づくりへの支援等により東北圏産材の利用を促進する。

また、コンクリート型枠用合板における間伐材等の利用や、木製ガードレール等の使用等、土木分野での
木材利用を推進する。さらに、森林施業の集約化、効率的な林内路網の整備や高性能林業機械の導入等
を通じて木材の安定的・効率的供給体制の構築に努める。

さらに、林業の次世代リーダーを担う人材を育成するため、林業関連大学校等の教育環境を整備する。
加えて、地域の豊かな森林資源を活用した緑の循環システム「森林ノミクス」（モリノミクス）等の促進により、

産業と雇用を生み出すことで、地域の活性化を図る。
このほか、森林資源を余すこと無く利用するため、建築用資材のみならず、木質バイオマス等エネルギー

利用としての取組を促進する。

ＰＪ８ 東北圏の資源を活かした農林水産業の収益力向上ＰＪ

○林業の低コスト化に向けた取組
林業経営コストの削減に取り組むため、伐採とその後の植栽を連続的に実施する「一貫作業システム」、現

地の状況に応じた下刈回数の低減、列状間伐等を東北森林管理局管内全域の国有林で実施した。
さらに、これら取組で得られた技術・知見について現地検討会を開催し、民有林への低コスト林業の普及・

定着を図った。

（出典：東北森林管理局HP ）
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【林業の成長産業化に向けた取組状況】

【結果とりまとめ】

●林業の低コスト化を図る「一貫作業システム」等の実施、林業大学校・農林大学校等への支援・協力、木
材の計画的な供給に関する協定の締結のほか、ＣＬＴのＪＡＳ認定工場が増えるなど、林業の成長産業化に
向けた取組が行われた。

（出典：東北森林管理局HP）

■東北森林管理局
○民有林関係者との連携強化

秋田林業大学校や山形県立農林大学校林業経営課に対し、講師の派遣やフィールドの提供等の支援・
協力を実施した。

また、林業関係高校に対し、インターンシップの受入れ、国有林の現場の見学会、出前授業の開催など
の支援・協力を実施した。

○木材の安定供給に向けた取組
東北森林管理局と製材工場等との間で木材の計画的な供給に関する協定を締結し、東北森林管理局管

内で生産された国有林材を安定的に供給した。（協定量：426,100㎥ ）

■秋田県
○秋田県産ＣＬＴの製造・実証の取組

ＣＬＴ（直交集成板）は、木材の需要拡大に貢献する新材料として注目されているが、関係機関の協力の
下、県内企業の既存設備を利用した受注生産型のＣＬＴ製造を実証する取組を行った。

製造・実証事業を通じて、実証施設がＪＡＳ認定を取得することができ、東北で２つ目のＪＡＳ認定工場と
なった。

（出典：秋田県HP）
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＜具体的取組の内容＞
水産物の消費者拡大に向けた消費者への情報発信や首都圏等へのＰＲ、イベントの開催、消費者ニーズ

に合った商品開発、大間のマグロ、金華さば等水産物のブランド化、６次産業化の推進、水産加工による付
加価値と産地価格向上の促進に取り組む。

また、漁業者自らが漁獲した水産物を活用した漁家レストランの経営、漁協と水産加工業者が協力して、こ
れまで廃棄されていた規格外水産物を活用した新製品の開発・販売等、新たなビジネスに取り組む。

さらに、ＨＡＣＣＰ認定の取得や冷凍技術の開発による市場や加工施設等の品質及び衛生管理体制の向
上に取り組み、海外への販路拡大を促進する。

加えて、水産資源の合理的利用を図るため、漁獲可能量・漁獲努力可能量制限の活用による資源管理、
ハタハタ漁に代表されるような休漁・漁獲制限に関する取組、ホタテガイ・カキ・ワカメの養殖、ヒラメの栽培漁
業やサケマスふ化放流事業等を促進し、生産性や収益性の高い経営体の育成に向けて、生産活動の協業
化や経営の共同化、法人化等を促進するとともに、ホタテガイ養殖残さの削減、省燃油活動、省エネ機器の
導入等による漁業費用削減を促進する。

【水産物、水産加工品等のブランド価値向上に向けた取組状況】

8-3．水産業の収益力向上に向けた取組

ＰＪ８ 東北圏の資源を活かした農林水産業の収益力向上ＰＪ

■三陸地域水産加工業等振興推進協議会
三陸地域における水産加工業及び関連産業の発展や地域産業の活性化を推進するため、三陸地域が

水産に関する世界のトップブランド・産地として認知されることを目指し、産官等が必要な取組やプロジェクト
を推進することによって、被災地の復興を加速化することを目的に設立された協議会。（平成28年3月に
東北経済産業局に設置。）

平成28年度の主な取組内容は以下のとおり。
○広域連携による海外展開の促進

輸出拡大モデル事業（復興庁）等により水産加工業等グループの海外展開を促進した。
○三陸ブランド検討委員会の設置／ビジョン等の検討

三陸のブランド価値向上に向けたビジョンのとりまとめを行った。
三陸地域のブランド化に向けたコンテンツ （ムービー、ブック）を制作した。

○広域連携による取組の国内外への情報発信

■青森県
○八戸前沖さばブランド力向上復興促進事業（平成27～29年度）

八戸沖で漁獲されるブランド魚「八戸前沖さば」について、研究機関
や水産加工業者等と連携しながら、サバの種類（マサバ・ゴマサバ）と
粗脂肪を高精度かつ迅速に選別する技術を開発し、加工原料としての
品質の均一化や鮮度向上によるブランド力向上を図った。
○青森おさかな自慢情報発信

青森県で漁獲される豊富で高品質な水産物について、エピソードや
料理法などを取りまとめ、冊子として配布するとともに、県のホームペー
ジで紹介した。
○大手量販店等における「青森県フェア」やトップセールスの実施

青森県産水産物の消費拡大を図るため、県外の大手量販店で開催
する「青森県フェア」において、漁協の職員等による試食宣伝や、知事
のトップセールスの際に生産者が、産地の思いを消費者に直接伝える
など、関係者と連携したＰＲ活動に取り組んだ。

また、「青森県フェア」において、県産マグロの解体ショーを実施する
場合には、その場面で知事自らが消費者に直接、産地紹介や品質の
高さなどをＰＲした。

（出典：青森県提供）

■岩手県
高度衛生品質管理型水産物生産加工体制構築支援事業として、

食の安全・安心に立脚した消費者から選ばれる産地を確立するため、
漁業者、漁協、魚市場、水産加工団体、市町村と連携して、漁獲から
流通加工までの一貫した衛生品質管理を行う「高度衛生品質管理産
地づくり」を推進した。
具体的な内容・成果等は下記のとおり。
○高度衛生品質管理地域づくりの実行支援

・衛生品質管理アドバイザーの派遣や「高度衛生品質管理地域」の
認定

・生産者所得の向上や水産加工事業者の販路拡大につながる新た
なビジネスモデルを構築
○衛生管理の強化

・県基準に基づく漁船、魚市場、水産加工場の衛生品質管理体制
の整備
○水産加工品等創造支援

・水産業の復興を全国に発信する「復興シーフードショーＩＷＡＴＥ」の
開催

復興シーフードショーIWATEの様子
（出典：岩手県提供）

国内各種講演等で紹介すると共に、海外 （フィリピン、タイ）での展示会や現地の日本人商工会議所
等において情報提供を行った。

ブランドブック（表紙）
（出典：東北経済産業局提供）
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【水産物、水産加工品等のブランド価値向上に向けた取組状況】

■福島県
６次化商品開発の取組として以下の取組を行った。

○相馬双葉漁業協同組合女性部鹿島支部は、地元の水
産物を用いた６次化商品開発の取組を行った。

開発されたシライトマキバイを用いた「ツブ生姜煮」は、高
速道路ＳＡやイベント等で販売。
○相馬双葉漁業協同組合相馬原釜若手漁業関係者は、
これまで市場にあまり出回ることのなかった「どんこ（エゾイ
ソアイナメ）」を用いたどんこボール（ドンコ肝つみれ）を開発
し、販売。

「みやぎ漁師便」パンフレット
（出典：宮城県提供）

■宮城県
「みやぎの水産物」販路拡大創出事業として、宮城県漁業協同組合等と連携し，衛生施設の基準等をク

リアする小回りのきく自動車（キッチンカー）を整備し，知名度アップイベントを行い，販売ネットワークを構築
することにより，首都圏における養殖生産物をはじめとした水産物の需要拡大・販売促進を図った。
主な取組内容は以下のとおり。
○「みやぎの水産物」首都圏ネットワーク構築情報発信業務
・首都圏の飲食店３００店を訪問調査し、県産水産物の需要状況調査及び県産水産物のＰＲを実施した。
・みやぎの水産物の魅力や首都圏で「みやぎの水産物」を扱う飲食店１００店舗を紹介するウエブサイト

「みやぎの漁師便」を立ち上げブロガーからＳＮＳで発信した。
・みやぎの水産物の魅力を料理専門雑誌「料理王国4月号（3月6日発行）」に特集記事として掲載すると

ともに、「みやぎの水産物」を扱う飲食店３０店舗を紹介したパンフレット「みやぎの漁師便」を1万部を作成
し、都内の飲食店やみやぎふるさとプラザのほか、都内で開催するイベントなどで配布した。
○みやぎの水産物販路拡大創出事業費補助金
宮城県漁協が行う販路拡大創出に要する経費（キッチンカーの整備）を補助。平成28年度内に整備し、

販路拡大イベント（県庁、巣鴨、池袋）に活用した。
○宮城県産水産物首都圏知名度アップイベント実施業務

首都圏においてキッチンカーを使用した知名度アップイベントを開催し、宮城県産カキ等の試食ＰＲを実
施した。また、宮城県内においてもカキ等のPRイベントを実施した。

６次化商品のパッケージ
（出典：福島県提供）

■秋田県
「秋田の水産業モデル創出支援事業」や「秋田の海の資源を活かした

ビジネス展開支援事業」により、県産水産物の高付加価値化・ブランド化
や地魚加工品の開発等を支援した。
○漁業者等の行う６件の取組を支援。
（取組内容の例）
・神経締めによる鮮度保持技術の取得
・ハタハタ白子の塩辛など、おみやげ商品の開発等

■山形県
平成28年9月に山形県で開催された「全国豊かな海づくり大

会」を契機に県内産水産物の消費拡大により水産業の振興を図
るため、「庄内浜の魚消費拡大総合プロジェクト推進本部」を設
立（平成28年5月）し、漁業関係者、流通関係者、行政等が一
体となって県内消費の拡大に向けたプロジェクトを推進した。（以
下参照）
・アンテナショップ型直売所等の設置
・ＳＮＳ活用による県内旅館、応援店等への情報提供
・やまがた庄内浜の魚応援店の拡充
・山形市ホテル協会との連携によるＰＲの強化
・庄内浜産魚介類を活用した加工品の開発、販路開拓

神経締め講習会
（出典：秋田県提供）

ハタハタの白子を使った
商品の開発

キッチンカーのお披露目式（上）
首都圏での県産水産物のＰＲ（下）
（出典：宮城県提供）

【結果とりまとめ】

●水産業の収益力向上を図るため、各種商品開発、消費者への情報発信、首都圏等へのＰＲ、イベント開
催など、水産物・水産加工品等のブランド価値向上に向けた取組が行われた。

■新潟県
県産水産物のブランド化や６次産業化の取組を支援した。

○ 新潟県漁業協同組合連合会が、冬のプライドフィッシュ「南蛮
エビ」（ホッコクアカエビ）のPRイベントを開催。
○ 新潟漁業協同組合が整備した冷凍施設で凍結されたカナガ
シラ等の低未利用魚をフィーレ等に一次加工し、給食用商材と
して保育園等に供給。
○ 村上市の漁業者が、神経締めしたヒラメのブランド化の取組と
して、地元飲食店を対象とした販促活動や試食イベントを実施。
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【農林水産業の技術開発及び多様な担い手の育成・確保の状況】

8-4．技術開発、多様な担い手の育成・確保と農地の有効活用

＜具体的取組の内容＞
高温耐性イネ品種の育成や温度条件によるリンドウ生育反応の解明、リンゴの着色向上等、地球温暖化に

よる農作物の生育、収量、品質等への影響の解明と対策に係る技術開発を促進する。また、リモートセンシン
グ技術を活用し、航空機からの水田観測により、高度な生産指導と分別集出荷を行うなど、生産管理と品質
の向上に向けた技術開発の取組に加え、林業の低コスト化等に向けた技術開発と普及を促進する。

とりわけ、原子力災害で大きな被害を受けた福島県においては、日本農林水産業のフロンティアを目指し、
農林業ロボット技術の開発・実証、環境制御型施設園芸の構築等、「イノベーション・コースト構想農林水産プ
ロジェクト」により、先端技術を取り入れた先進的な農林水産業の実践を図る。

また、「宮城県アグリビジネス経営者養成講座」や高度な生産技術や経営技術の習得を図る「いわてアグリ
フロンティアスクール」の開催等によるマーケティング知識の習得、ビジネスプランの立案や実践等にかかわる
経営者としての知識と能力を養成する。

さらに、林業において「緑の雇用」事業等による新規就業者の確保及び育成を促進する。
加えて、建設業等の他産業からの農業参入を支援する相談活動や農業参入フェア等への参加促進、第1

次産業関係団体等の連携による農商工連携プロデューサーの育成を始め、産学官の連携による農商工連
携の中核となる経営人材の育成確保に向けた取組を促進する。

【結果とりまとめ】

●先端技術を取り入れた先進的な農林水産業の実践を図るため、農林業ロボット技術の開発・実証が行わ
れた。
●多様な担い手の育成確保を図るため、マーケティング知識の習得、ビジネスプランの立案や実践等にかか
わる経営者としての知識と能力を養成するための講座等が開催された。

ＰＪ８ 東北圏の資源を活かした農林水産業の収益力向上ＰＪ

○宮城県アグリビジネス経営者養成講座の開催（宮城県）
公益財団法人みやぎ産業振興機構内に設置されているアグリビジネス支援室とと

もに，農業改良普及センターや各関係機関と連携して，アグリビジネスに取り組む人
材の育成や，経営の発展段階に応じたきめの細かいビジネス支援を行った。平成28
年度には以下の講座を開催した。
入門講座（ビジネスプラン基礎・労働法基礎）：計６回
実践講座：全８回開催
経営革新講座（商品開発販売・地域資源活用）：各コース５回開催

○農林業ロボット技術の開発・実証（福島県）
福島イノベ－ション・コースト構想 農林水産分野関連のプロジェクトとして、農林業ロ

ボット技術の開発・実証を行った。
・ロボットトラクタの開発実証

平成28年10～11月に南相馬市において現地実証を実施。
・法面除草ロボットの開発実証

平成28年8月～10月に飯館村において現地実証を実施。
・苗木植栽ロボットの開発実証

平成28年10月に南相馬市において現地実証を実施。

（出典：いわてアグリフロンティアスクールHP）

（出典：福島県HP）

（出典：みやぎ産業振興機構HP）
○いわてアグリフロンティアスクールの開催（岩手県）
いわてアグリフロンティアスクールにおいて、経営感覚・企業家マインドを持っ

て、経営革新に取り組む先進的な農業経営者を育成することを教育理念とし
て、岩手大学、JAいわてグループ及び岩手県が協働で取組を行っている。
平成28年度の主な取組として、従来の「農業経営科目群」に加え、新たに「6

次産業化科目群」と「農村地域活動科目群」を設定し、より学びたい分野に応
じて教育プログラムを選択できるようにした。（H28年度講義開催日数：33日）
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【農林水産物・食品の輸出促進に向けた検討・モデル事例の構築状況】

8-5．生産基盤の保全管理、高速交通体系や空港を利用した販路拡大

＜具体的取組の内容＞
優良農地を確保するとともに、かんがい排水事業の推進により農業生産基盤の適切な保全管理を行い施

設の長寿命化を図る。また、農地中間管理機構のフル稼働、人・農地プランの活用、これらの事業の連携等
による担い手への農地集積・集約化と荒廃農地対策を促進する。

さらに、「青森県総合流通プラットフォーム（Ａプレミアム）」の取組では、農水産品を高速交通体系や空路
を活用し、輸送時間の短縮と鮮度を保持した付加価値の高い物流サービスを行うことで、全国はもちろん香
港・台湾等の東南アジア圏へも翌日配達を実現し海外を含めた販路拡大につながっており、こうしたＩＣＴを活
用した生産・流通システムの高度化を図る取組を促進する。

【結果とりまとめ】

●東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会において、東北地域の農林水産物・食品の輸出拡大に向
けた循環図式やビジネスモデル等について意見交換が行われるなど、農林水産物・食品の輸出促進に向け
た検討・モデル事例の構築に取り組んだ。

ＰＪ８ 東北圏の資源を活かした農林水産業の収益力向上ＰＪ

東北地域の農林水産物・食品の輸出拡大に向けた循環図式
（出典：東北農政局HP）

（出典：東北農政局HP）

○第３回協議会（平成２８年５月１３日）
東北地域の農林水産物・食品の輸出拡大に

向けた循環図式（イメージ）とその具体的取組な
どについての意見交換や仙台空港を活用した農
林水産物・食品輸出拡大モデルの取組状況に
ついての報告が行われた。

■東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会（事務局：東北農政局、東北地方整備局、（一社）東北経済連合会）

東北地域の農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、商流と物流を一連にコーディネートするビジネスモデ
ルを構築し、構築したビジネスモデルに対して支援することを目的に設立された協議会。（平成27年10月設
立。）

集荷組織と海外バイヤーをマッチングさせるための検討やオール東北での輸出促進に向けた地域連携・産
地連携の検討を行い、生産者の掘り起こし、販路確保、東北の港湾・空港を利用した物流の効率化につなげ、
官民で連携してモデル事例を育成していくこととしている。
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ＰＪ９ 「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ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
東日本大震災からの被災地の復興や東北圏の活性化を図るため、落ち込んだ国内外の観光交流の増大

を早期に実現することが必要である。そのため、「歴史」、「伝統文化」、「温泉」、「食」、「祭り」、「田園風景」、
「自然の風景」等、東北圏の「日本のふるさと・原風景」を象徴する観光資源を地域一体となって発掘・磨き
上げ、ゆっくり、のんびりと東北圏の魅力を体験し、より長く滞在が可能な観光圏を創出する。さらに、東北圏
への直接のアクセス機能の強化等観光客が旅行しやすい環境づくりを進め、西日本、東アジアを中心に、「ビ
ジット・ジャパン地方連携事業」等により国と地方（自治体及び観光関係団体）が都道府県の枠を超え広域に
ＰＲ、プロモーション活動を展開し多様なニーズに即した誘客を推進する。

これらの取組とラグビーワールドカップ2019、さらには2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を
大きな起爆剤としながら、東北６県の外国人宿泊者数を2020 年に東日本大震災前の３倍の150 万人泊に
押し上げることを目指す。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

9-1．歴史・伝統文化の保存・継承 東北圏の歴史的風致維持向上計画認定市町村数は９市町村、景観計画策
定市町村数は３８市町村となった。（平成28年度末現在。）

縄文遺跡群世界遺産登録推進本部では、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の
世界遺産登録に向けて、世界遺産登録推薦書案の改訂作業を実施するととも
に、国際フォーラムや国際会議を開催し、普及啓発及び国際的合意形成の促
進に取り組んだ。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「縄文遺跡群世界遺産登録推進本部」における取組
同上。

9-2．「四季の魅力溢れる東北」を象
徴する地域資源の発掘・磨き上げ

地域資源の発掘･磨き上げに関する取組として、地域の特性を生かしたテーマ
性・ストーリー性のある観光メニューの構築やニーズに応じた観光資源の創出、
キャンペーンやイベント開催等による地域資源のPRが行われた。

9-3．「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形成

広域観光周遊ルート「日本の奥の院・東北探訪ルート」について、東北観光推
進機構が実施主体となり３つのモデルコースが平成28年4月に公表されるなど、
訪日外国人旅行者の周遊促進の取組が行われた。

9-4．東北全体の活性化を促す観光ビ
ジネスの構築

観光地経営の視点に立った「日本版DMO」の形成・確立に向けて、観光庁の
「日本版DMO候補法人」に東北圏からは１９の法人（地域連携DMOが８、地域
DMOが１１）が登録された。

9-5．東北圏への直接のアクセス機能
の強化

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
格道路等の整備が進められた。

港湾機能の充実に向けた取組として、増加するクルーズ船の寄港へ対応する
ため、既存施設を改良し受入環境を改善するとともに、賑わいの場である「みなと
オアシス」へ集客する取組を行った。

空港アクセス改善等の空港利便性向上に向け、仙台空港と福島・会津若松、
松島・東松島、平泉、酒田・鶴岡、山形の各都市や観光地を結ぶ高速バスの運
行が開始された。

9-6．圏域内の移動手段の充実 仙台空港を拠点とした二次交通対策の取組として、仙台空港と福島・会津若
松、松島・東松島、平泉、酒田・鶴岡、山形の各都市や観光地を結ぶ高速バス
の運行が開始された。
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具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

9-7．外国人観光客等に対応した環境
整備

訪日外国人旅行者の受入環境整備をさらに進めるため、「訪日外国人旅行者
の受入に向けた東北ブロック連絡会」では、平成27年末に整理した継続的検討
事項のフォローアップと今後の方針等のとりまとめを行った。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
【訪日外国人旅行者の受入に向けた東北ブロック連絡会】における取組
（平成29年に「観光ビジョン推進東北ブロック戦略会議」に改名）
同上。

9-8．官民一体となった効果的なプロ
モーション活動

国内だけでなく東アジアをターゲットに旅行業者、旅行雑誌等現地メディア関係
者を招請してのプロモーション活動の実施、現地でのセールス活動や現地商談
会の実施、セミナーを始めとした各種情報発信等、誘客促進に取り組んだ。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
【東北クルーズ振興連携会議】における取組

東北の港湾に寄港するクルーズ船の寄港拡大により、地域振興および観光振
興を促進することを目的に、これまでの港湾毎に行われているポートセールスと
並行して、港湾及び観光に携わる官民によるオール東北体制でクルーズ船寄港
需要拡大に取り組むため、「東北クルーズ振興連携会議」を設立し、「設立記念
フォーラム」を開催した。

9-9．2020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

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、ポータルサイトやガイドブックの作成、
トップスポーツ選手の合宿受入等、受入環境の整備に取り組んだ。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、観光産業の活性化により交流人口の拡大を図るため、官民一体となって取組
が進められている。
今後の進め方（課題・対応策等）としては、東北圏の「日本のふるさと・原風景」を象徴する観光資源を地域一体となって発

掘・磨き上げ、農林業･漁業体験等のグリーンツーリズムやエコツーリズム、豊富な温泉資源を活用した湯治等、多種多様な
体験型観光メニュー等を組み合わせた観光圏の形成を進めるとともに、広域観光周遊ルート「日本の奥の院・東北探訪
ルート」の海外への情報発信や旅行商品造成等により、旅行需要を喚起し、東北の認知度向上と東北への誘客を図ってい
く。

また、地域一体の魅力的な観光地域づくりを進めるため、「日本版DMO候補法人」に登録された１９の法人に重点支援を
実施し、「日本版DMO」の形成・確立を推進していく。

さらに、観光客が旅行しやすい環境づくりを進めるため、格子状骨格道路ネットワークの形成、クルーズ船に対応した港湾
機能の充実化、空港からの二次アクセス強化、外国人観光客等に対応した環境整備等に引き続き取り組む。

加えて、外国人旅行者の誘致のため、西日本や東アジアをターゲットとした旅行業者、旅行雑誌等現地メディアへのプロ
モーション活動や各種観光キャンペーン等に引き続き取り組む。

このほか、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事前合宿やキャンプを誘致するための環境整備に引
き続き取り組む。

72



＜具体的取組の内容＞
市民、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して行う広域的な取組により、各地域における伝統文化芸能等を担う人材の育

成や豊かな自然、歴史、風土の中で形成された東北固有の文化等を映像記録により保存整理し、次代に伝承していく
とともに、地元自治体や関係機関等との連携による森づくりを推進し、歴史的木造建造物や祭礼行事、伝統工芸品等
の木の文化を守り、次代に継承していく。
また、国営みちのく杜の湖畔公園、国営越後丘陵公園において、人と自然とのかかわりの中で育まれた自然共生の

文化と知恵の学習の取組等を通じ、未来に継承していく体験・学習プログラムを市民、ＮＰＯ等が一体となって検討・実
践していく。
さらに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律や景観法等の活用により、歴史上価値の高い建造

物等及び日本の近代化に貢献した文化遺産やその周辺の良好な市街地環境を維持・継承し、これら文化資源を活か
した文化振興等の取組への支援を通じて、地域の活性化を推進する。
加えて、良好な市街地環境の整備や景観形成の取組として、主要な道路等における無電柱化を推進する。
このほか、世界文化遺産として登録された平泉（平成23年登録）及び釜石「橋野鉄鉱山」（平成27年登録）に続き、

北海道・北東北の縄文遺跡群、佐渡金銀山遺跡等の世界遺産登録や、「山・鉾・屋台行事」等のユネスコ無形文化遺
産登録に向けた取組を通じて、歴史的な景観等を保存・継承していく。
以上の取組を継続するために、地域の文化芸術や伝統技能を担う人材育成の取組を推進する。

【歴史・伝統文化の保存･継承のための取組状況】

ＰＪ９ 「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ＰＪ

（出典：国土交通省HP） （出典：国土交通省HP） （出典：北海道・北東
北の縄文遺跡群HP）

○歴史的風致維持向上計画認定
市町村数

東北圏では、平成28年度末で９
市町村が認定されている。

○景観計画策定市町村数
東北圏では、平成28年

度末で３８市町村が策定し
ている。

○世界遺産登録を目指した取組
青森県、岩手県、秋田県、北海道並び

に関係自治体で構成する縄文遺跡群世
界遺産登録推進本部では、「北海道・北
東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を
目指し取組を進めており、平成28年度
は、世界遺産登録推薦書案の改訂作業
を実施するとともに、国際フォーラムや国
際会議を開催し、普及啓発及び国際的
合意形成の促進に取り組んだ。

【結果とりまとめ】

●東北圏の歴史的風致維持向上計画認定市町村数は平成２８年度末で９市町村、東北圏の景観計画策
定市町村数は平成28年度末で３８市町村となった。
●「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けて、縄文遺跡群世界遺産登録推進本部では、
世界遺産登録推薦書案の改訂作業を実施するとともに、国際フォーラムや国際会議を開催し、普及啓発及
び国際的合意形成の促進に取り組んだ。

景観計画策定市町村数

（平成28年度末）

県名 市町村
青森県 4
岩手県 8
宮城県 4
秋田県 6
山形県 5
福島県 4
新潟県 7

計 38

9-1．歴史・伝統文化の保存・継承
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9-2．「四季の魅力溢れる東北」を象徴する地域資源の発掘・磨き上げ

＜具体的取組の内容＞
「四季の魅力溢れる東北」を象徴する「田園風景」、「雪」等の地域資源を発掘し、「見る」、「感じる」、「味わ

う」ことができる体験型観光メニューを開発する。
また、日本風景街道の推進、歴史を活かした街並み景観の形成等による原風景の保全・形成を図るととも

に、観光の推進役となる地域のリーダーや地域案内、紹介に貢献するボランティアガイドの育成を推進する。

【地域資源の発掘･磨き上げに関する取組状況】

ＰＪ９ 「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ＰＪ

○観光資源の魅力の向上と観光客受入態勢の整備拡充（宮城県）
「食」「温泉」「自然」「歴史・文化」「産業」「祭」「プロスポーツ」などの地域の特性を生かしたテーマ性・ストー

リー性のある観光メニューの構築やニーズに応じた観光資源を創出するとともに，観光客を迎える立場にある
県民による域内流動を促進し地域の魅力に対する理解の向上に取り組んだ。

また，観光客へ快適な旅行を提供するため，ＤＣで培った地域力のさらなる向上，おもてなしを浸透させる
とともに，次世代の観光の復興をけん引する人材の育成に取り組んだ。

○「秋田犬の里」集中プロモーション（秋田県）
県外からの誘客促進及び首都圏におけるイメージアップを図るため、大型交通広告を活用した集中プロ

モーションを実施した。
海外でも高い知名度を誇る秋田県ならではのキラーコンテンツである「秋田犬」を前面に打ち出し、秋田犬

「アキタ」が、県内各地の観光地やお祭りを紹介する広告企画。
期間：平成２８年１１月２８日～平成２９年１月３１日
掲載場所：首都圏JR及び東京メトロの主要駅構内及び車輌等

（出典：秋田県提供） （出典：秋田県提供）

○「山形日和。」花回廊キャンペーン（３月～７月上旬、山形県全域）
これまで置賜地域を中心に１０年間実施してきた「やまがた花回廊キャンペーン」を全県に拡大し、新たに「山形日

和。」花回廊キャンペーンとして開催。歴史と伝統の雛まつり、桜・アヤメ・バラ・ツツジ・紅花などの見頃を迎える花巡
り、ブナや巨木の新緑といったテーマを設定してキャンペーンを展開。咲き競う花々をメインに季節の行事や素晴らしい
自然をも織り交ぜ、県内各地で華やかなお祭りや楽しいイベントを開催。早春から初夏にかけての山形の魅力を県内外
にＰＲした。
また、新企画として以下が行われた。

・白装束で歩くミシュラン・グリーンガイド・ジャポン☆☆☆［鶴岡市］
「生まれかわりの旅」が日本遺産認定を受けた出羽三山の羽黒山で、白装束による石段登りを体験。
・上杉博物館「戦国時代展」（米沢市）
戦国時代を網羅する、歴史ファン必見の展覧会。全国の貴重な歴史資料、美術工芸品を展示。
・ぶら～り温泉 朝摘み さくらんぼ狩り［東根市］
宿泊旅館の朝食前に、ゆかた姿のままでさくらんぼ狩り体験。実の締まった美味しいさくらんぼを堪能。
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【地域資源の発掘･磨き上げに関する取組状況】

【結果とりまとめ】

●地域資源の発掘･磨き上げに関する取組として、地域の特性を生かしたテーマ性・ストーリー性のある観光
メニューの構築やニーズに応じた観光資源の創出、キャンペーンやイベント開催等による地域資源のPRが行
われた。

○地域資源を活用した利雪・克雪事業（福島県）
過疎・中山間地域への人の流れを創出するため、天栄村、南会津町、北塩原村、金山町の対象地域

において、地域自らがモニタリングにより訪日外国人等外部視点を取り入れ、スキー場や温泉など、冬の
資源を活用した利雪・克雪のモデル事業を展開し、交流人口拡大を図った。

○歴史情緒あふれる地域づくり支援事業（福島県）
外国人を含む観光客を引きつける歴史的なポテンシャルの高い都市として、会津若松市を選定し、そ

の更なる磨き上げを行うことで、県内の誘客をリードする「歴史情緒あふれる地域」のモデルづくりに市と協
働で取り組み、交流人口の拡大を図った。

平成２８年度に行った主な事業は以下のとおり。
・板塀化事業（通りに面したブロック塀の板塀化などにより、通りを木目調に揃える）
・ファサード改修事業（店舗の前面を景観に配慮した外観に改修する）

【板塀化事業 実施前】 【板塀化事業 実施後】

（出典：福島県HP）

○「着地型観光支援事業補助金」「観光基盤整備事業補助金」（新潟県）
「着地型観光支援事業補助金」「観光基盤整備事業補助金」の助成が行われた。
「着地型観光支援事業補助金」では、観光客のニーズに対応した食のコンテンツ開発等に対して補助

を行った。
「観光基盤整備事業補助金」では、高い誘客効果が見込まれ、新潟県観光の魅力を向上させる先導

的な観光施設整備に対し補助を行った。
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9-3．「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形成

＜具体的取組の内容＞
観光産業の振興のため、観光地相互の連携により、農林業･漁業体験等のグリーンツーリズムやエコツーリ

ズム、国立公園等での自然体験、豊富な温泉資源を活用した湯治、地場産食材を活用した地元名物料理
体験、雪を活かした地吹雪体験・かまくら体験等、多種多様な体験型観光メニュー等を組み合わせた観光
圏の形成をより一層推進する。

また、平泉の世界遺産登録５周年を契機とした新たなツアーの創出を検討し、あわせて津波の恐ろしさを
学ぶとともに地域の復興の歩みを実感してもらうような周遊・滞在型のツアー等、被災地における復興支援と
連動したツアーや震災や防災についての学習・研修を目的とする旅行を推進する。

さらに、台湾、香港、中国（上海・広州）、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）、欧米、オーストラリアの旅行者
をターゲットに、首都圏並びに平成28年３月26日に開業した北海道新幹線の道南地域、東北の空港への直
行便等を活用した旅行者を対象とした、広域観光周遊ルート「日本の奥の院・東北探訪ルート」形成促進事
業を推進する。

【滞在交流及び周遊促進の取組状況】

観光庁では、訪日外国人旅行者の誘客に資するテーマ・ストーリーを持ったルートの形成を促進するため、
具体的なモデルコースを中心に、地域の観光資源を活かした滞在コンテンツの充実、ターゲット市場へのプロ
モーション等、外国人旅行者の周遊促進の取組を推進している。

【結果とりまとめ】

●広域観光周遊ルート「日本の奥の院・東北探訪ルート」について、東北観光推進機構が実施主体となり３
つのモデルコースが平成28年4月に公表されるなど、訪日外国人旅行者の周遊促進の取組が行われた。
（広域観光周遊ルート形成促進事業は平成29年度終了予定。）

ＰＪ９ 「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ＰＪ

○広域観光周遊ルート・モデルコースの公表
国土交通大臣認定ルート「日本の奥の院・東北探訪ルート（平成27年6月12日認定）」について、東北観

光推進機構が実施主体となり３つのモデルコースが平成28年4月に公表された。

（出典：国土交通省 観光庁HP）
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9-4．東北全体の活性化を促す観光ビジネスの構築

＜具体的取組の内容＞
東北圏全体の観光産業の振興のため、東北圏全体の観光資源の開発と商品化を含めた観光ビジネスの

構築を図るとともに、東北圏の様々な取組を連動させ、統一的な情報発信や政府の関連事業の実施、民間
イベント等の開催を働きかける。

また、特に東北圏への若者や高齢者、障害者による旅行を推進する。
滞在交流型観光の取組を推進するため、観光地経営の視点に立った「日本版ＤＭＯ」を確立しつつ、市場

との窓口機能等を担う「観光地域づくりプラットホーム」の形成を推進しつつ、着地型商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を推進する。

以上の取組により、観光振興による雇用の創出を図っていく。

【観光地域づくりの取組状況】

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地
域づくりの舵取り役としての役割を果たす「日本版DMO（DMO：Destination Management ／ Marketing 
Organization）」を、全国各地において形成・確立し、これを核とした観光地域づくりが必要であり、観光庁では、
日本版DMOの形成・確立を支援するため、平成27年11月18日に、日本版DMOの候補となりうる法人「日本
版DMO候補法人」を登録する制度を創設しており、平成29年3月28日現在、１３４の法人が登録された。

そのうち、東北６県では、１６の法人（地域連携DMOが７、地域DMOが９）、新潟県では３法人（地域連携
DMOが１、地域DMOが２）がそれぞれ候補法人に登録された。

【結果とりまとめ】

●観光地経営の視点に立った「日本版DMO」の形成・確立に向けて、観光庁の「日本版DMO候補法人」に東
北圏からは１９の法人（地域連携DMOが８、地域DMOが１１）が登録された。

ＰＪ９ 「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ＰＪ

（出典：国土交通省 観光庁HP ）
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9-5．東北圏への直接のアクセス機能の強化

＜具体的取組の内容＞
他圏域からの快適な長距離移動を実現するため、格子状骨格道路ネットワークの形成や、地方航空路線の維持・拡

大、フェリー・クルーズ船に対応した港湾機能の充実に向けた取組を推進する。
また、高速鉄道ネットワークについては、幹線鉄道の高速化を推進し、乗り換えの利便性向上を図る。
さらに、在来線の安全確保を図り、災害に強く信頼性の高い鉄道ネットワークを推進する。
加えて、青函圏における新幹線やフェリーの利活用、北関東・磐越地域及びＦＩＴ地域における高速道路網や福島空

港、新潟空港を利用した航空路線の活用、仙台空港鉄道の利用促進等の交通アクセスネットワークの活用を図るとと
もに、空港を利用した東北圏へのアクセスを促進するため、ＬＣＣ（格安航空会社）等の定期便の就航、チャーター便の
活用や航空路線を利用した観光、空港アクセス改善等の空港利便性向上を推進する。

【アクセス機能強化の取組状況】

ＰＪ９ 「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ＰＪ

◯格子状骨格道路ネットワークの形成
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
局管内の平成28年度末の高規格幹線道路の整備率は
80％、地域高規格道路等の整備率は28％となった。
また、新潟県内の平成28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３２％となった。

高規格道路等の整備状況
（出典：東北地方整備局提供）

新潟県内の高規格幹線道路（上）・地域高規格道路（下）の
整備状況 （出典：新潟県HP）
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【アクセス機能強化の取組状況】

◯港湾機能の充実に向けた取組
東北地方整備局では、増加するクルーズ船の寄港へ

対応するため、既存施設を改良し受入環境を改善す
るとともに、賑わいの場である「みなとオアシス」へ集客
する取組を行った。

（出典：東北地方整備局HP）

◯仙台空港からの二次アクセス強化
仙台空港と各都市や観光地を結ぶ高速バスの運

行が開始された。
・仙台空港～福島・会津若松
（平成２８年１１月１４日運行開始）

・仙台空港～松島・東松島～平泉
（平成２９年１月２５日運行開始）

・仙台空港～酒田・鶴岡
（平成２９年４月１日運行開始）

・仙台空港～山形
（平成２９年４月２１日運行開始）

【結果とりまとめ】

●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が進めら
れた。
●港湾機能の充実に向けた取組として、増加するクルーズ船の寄港へ対応するため、既存施設を改良し受
入環境を改善するとともに、賑わいの場である「みなとオアシス」へ集客する取組を行った。
●空港アクセス改善等の空港利便性向上にあたって、仙台空港と福島・会津若松、松島・東松島、平泉、酒
田・鶴岡、山形の各都市や観光地を結ぶ高速バスの運行が開始された。
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9-6．圏域内の移動手段の充実

＜具体的取組の内容＞
地方空港・主要駅と観光地とを結ぶ在来線や高速バス等の二次交通との乗り継ぎ利便の向上を図る。ま

た、レンタカー利用等の利便性向上のための取組を推進する。

【二次交通対策の取組状況】

○仙台空港からの二次アクセス強化の取組
仙台空港と各都市や観光地を結ぶ高速バスの運行が開始された。

【結果とりまとめ】

●仙台空港を拠点とした二次交通対策の取組として、仙台空港と福島・会津若松、松島・東松島、平泉、酒
田・鶴岡、山形の各都市や観光地を結ぶ高速バスの運行が開始された。

ＰＪ９ 「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ＰＪ

（出典：東北運輸局提供）

・仙台空港～福島・会津若松（平成２８年１１月１４日運行開始）
・仙台空港～松島・東松島～平泉（平成２９年１月２５日運行開始）
・仙台空港～酒田・鶴岡（平成２９年４月１日運行開始）
・仙台空港～山形（平成２９年４月２１日運行開始）

平泉

会津若松

福島

鶴岡

酒田

松島
山形

東山温泉

二本松

仙台空港
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9-7．外国人観光客等に対応した環境整備

＜具体的取組の内容＞
観光客の受入体制の充実のため、諸外国からの観光客に対応した観光案内所、英語、韓国語、中国語

併記による多言語観光案内板、休憩所等のバリアフリーとユニバーサルデザインに沿った整備を推進すると
ともに、観光ガイドを養成するなど、おもてなしの心を持ったサービスの提供を推進する。

また、外国人旅行者が大きな荷物を持って国内を移動する不便を解消するため、宅配サービスの充実を
図り、「手ぶら観光」の取組を推進する。

さらに、「道の駅」での、「外国人観光案内所」の設置、主要な観光拠点におけるＷｉ－Ｆｉスポット（無料公
衆無線ＬＡＮ）の整備、免税店の拡大、外国人旅行者向け「高速バスフリーパス」導入、青森港等クルーズ船
寄港に対応した受入環境の整備や、みなとの交流拠点「みなとオアシス」の機能充実といったインバウンド観
光を促進する取組を推進するため、国、地方公共団体、経済団体や民間事業者等による地方ブロック別連
絡会等を活用して迅速化を図る。

【受入環境整備の取組状況】

政府は平成28年3月に「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、2020年（平成32年）に訪日外国人
旅行者数を4,000万人にするとともに、平成28年を「東北観光復興元年」と位置づけ東北6県における外国
人宿泊者数を150万人泊とする目標を掲げた。

この目標を実現するため、訪日外国人旅行者拡大に向けた取組及びその受入環境整備をさらに進めてい
く上では現状と課題をしっかり把握し、東北が一体となって必要な手立てを迅速に講ずる必要があるため、東
北運輸局、東北地方整備局､東京航空局や東北６県・仙台市、東北観光推進機構、関係事業者等を構成
員とする「訪日外国人旅行者の受入に向けた東北ブロック連絡会」が平成28年12月14日に開催され、平成
27年末にとりまとめたフォローアップと今後の方針等のとりまとめが行われた。

【結果とりまとめ】

●訪日外国人旅行者の受入環境整備をさらに進めるため、「訪日外国人旅行者の受入に向けた東北ブロッ
ク連絡会」では、平成27年末にとりまとめたフォローアップと今後の方針等のとりまとめを行った。

ＰＪ９ 「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ＰＪ

（出典：東北運輸局HP）

（訪日外国人旅行者の受入に向けた東北ブロック連絡会～平成28年最終とりまとめ概要～より抜粋）

フォローアップの一例
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9-8．官民一体となった効果的なプロモーション活動

＜具体的取組の内容＞
東北観光推進機構等を活用するなど県境（圏域）を越えた連携により、西日本や東アジアをターゲットとした

旅行業者、旅行雑誌等現地メディアへのプロモーション活動を推進する。
また、インターネット情報サイト・ＳＮＳを活用して、東北観光に関する総合的情報を多言語で提供するととも

に、観光と物産の一体的取組、交通事業者との連携等による効果的なプロモーション活動を推進する。
さらに、桜を中心とした観光交流による広域的な地域支援活動として、「東北・夢の桜街道推進協議会」で

の官民の連携による「東北・夢の桜街道」、「東北酒蔵街道」の活動を推進する。
加えて、東北圏が一丸となって、早期の観光業の再生を図るため、各種観光キャンペーンを展開する。
このほか、成熟した旅行者層や富裕層を対象とした多方面からのインバウンド観光を推進するとともに、ク

ルーズ船誘致に向けたプロモーション活動にも積極的に取り組んでいく。

【プロモーションによる誘客促進の取組状況】

ＰＪ９ 「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ＰＪ

（出典：宮城県提供）

（出典：山形県提供）

◯インバウンド誘客施策の取組（宮城県）
首都圏及び北海道からのインバウンド誘客

促進事業として、航空機と新幹線・高速バス
を組み合わせた立体観光の推進、ミシュラ
ンガイド宮城版のＷｅｂによる情報発信に取り
組んだ。

また、東北の空のゲートウェイ仙台空港か
らの誘客促進事業として、FIT向けの着地側
旅行商品の造成・販売体制の強化に取り組
んだ。

さらに、重点市場をターゲットにした誘客促
進事業として、中国のテレビ番組等による情
報発信や番組と連携した旅行商品の造成に
取り組んだ。

◯教育旅行誘致推進事業（山形県）
知事を会長とする山形県教育旅行誘致協議会による誘致

活動として下記を実施した。
・トップセールス（旅行会社）
・教育旅行誘致セールス（教育機関、旅行会社訪問）
・旅行会社等教育旅行担当者招請
・台湾教育機関・旅行会社セールス活動
・台湾学校関係者を対象とした招請事業
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【プロモーションによる誘客促進の取組状況】

メディア招請・新潟市旧齋藤家別邸視察
（出典：北陸信越運輸局提供）

メディア招請・会津若松市会津藩校日新館視察
（出典：北陸信越運輸局提供）

メディア招請・SLばんえつ物語乗車体験
（出典：北陸信越運輸局提供）

（出典：福島県提供）

【結果とりまとめ】

●国内だけでなく東アジアをターゲットに旅行業者、旅行雑誌等現地メディア関係者を招請してのプロモー
ション活動の実施、現地でのセールス活動や現地商談会の実施、セミナーを始めとした各種情報発信等、
誘客促進に取り組んだ。

◯福島県台湾観光プロモーション事業（福島県）
・旅行エージェント16社を招請したほか、現地商談会を開催し、台湾

における認知度の向上を図るとともに旅行商品の造成を促進した。
・ブロガーやメディア関係者10名を招請しWEBやソーシャルメディア

におけるPRを実施した。

◯中国観光プロモーション事業（福島県）
旅行エージェントやランドオペレーター、メディア関係者計12社を招

請し、スキーや冬のコンテンツを中心に、中国における認知度の向上
や旅行商品の造成を促進した。

◯ビジット・ジャパン地方連携事業「台湾誘客促進事業」 （北陸信越運輸局）
台湾においては、「鉄道」が一つの趣味のジャンルとして確立されており、鉄道旅行に対するニーズが存在

していること、また、台湾からの訪日リピーターはＦＩＴが多く「東京＋新たな目的地」を求める傾向にあることか
ら、東北・上越新幹線やSLばんえつ物語号・会津鉄道トロッコ列車といった観光列車を利用しながら、港町
文化（新潟市）と城下町文化（会津若松市）を周遊する観光ルートプロモーションを実施した。具体的な取組
としては、メディア招請、台湾の鉄道・旅行雑誌での純広告、海外旅行博等で配布するパンフレットの作成に
より情報発信を行った。

◯ビジット・ジャパン地方連携事業による海外展開に向けた情報発信（東北運輸局）
東アジア等の海外旅行を取り扱う現地旅行会社、旅行本や旅行雑誌等を発行しているメディア関係者等

を招請し、東北地方への視察ツアーの実施や、東北の各地域の観光関連事業者等との商談会、海外旅行
博への出展、現地セミナー等を実施して、海外における東北の観光魅力の認知度向上や旅行商品の造
成・販売を促進するとともに、東北の各観光地情報を正確に情報発信した。
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9-9．2020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

＜具体的取組の内容＞
ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、ナショナ

ルチーム等におけるオリンピックに向けた事前合宿やキャンプを誘致するための環境整備を推進する。
また、東日本大震災の復興状況や震災対応の教訓と伝承を情報発信するとともに、震災時の世界各国

からの支援に対する感謝の気持ちの発信に取り組む。
さらに、県産品や東北圏ならではの文化のＰＲと文化プログラムの推進に向けた取組や、観光及びス

ポーツの振興と関連する施設の整備を推進する。

【東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた受入環境整備等の取組状況】

ＰＪ９ 「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ＰＪ

青森県 ●「東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致に係る市町村連絡会議」の開催
●「Tokyo2020 事前トレーニングキャンプガイド青森」の作成、配付、ホームページへ
の掲載

●リオ2016パラリンピック競技大会現地調査

岩手県 ●ホストタウン・事前合宿誘致に関する説明会の開催（計５回）
東京2020オリンピック・パラリンピック及びラグビーワールドカップ2019TMにおける
ホストタウン登録や事前合宿誘致の推進を図るため、市町村及び県の担当者を対象に、
内閣官房や組織委員会の担当者による説明会を開催

宮城県 ●東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会宮城県ポータルサイト作成（拡充）
市町村の事前キャンプ誘致を促進するため平成27年度に本ポータルサイトを作成
（日本語／英語／フランス語）。平成28年度は，事前キャンプ誘致をさらに効果的に
進めていくため，スペイン語のページを作成し，現在４か国語で展開
●宮城県事前キャンプガイド「ＫＡＩＴＥＫＩ ＣＩＴＹ ＭＩＹＡＧＩ」の作成

秋田県 ●インドネシアバドミントントップ選手の合宿受入（横手市）
オリンピックメダリスト含む選手３名、コーチ１名を受け入れ、地元チームと合同練習を行う
など、事前合宿誘致に向けたスポーツ交流を行った。
●フィジー国青年スポーツ省との「スポーツ交流基本協定」締結（秋田市）

山形県 ●オリパラホストタウン構想
相手国選定や交流計画策定にあたっての情報提供・アドバイスなどを行い、ホストタウン登録済団体へは事前
キャンプ誘致活動支援や相手国との交流活動への支援などを実施（ホストタウン登録自治体 ７団体１０か国）
●山形県スポーツコミッション（仮称）設立準備

福島県 ●パラリンピック事前キャンプ誘致推進モデル事業
県民の障がい者スポーツへの理解を浸透させるための交流等を実施するとともに、
２０２０年東京パラリンピックにおける事前キャンプの実現を目的として実施
●福島県トレーニングキャンプガイドブックの製作

新潟県 ●東京オリンピック・パラリンピック新潟県活性化推進会議、講演会の開催
●市町村、企業、関係団体向け説明会・情報交換会議の開催
●事前キャンプ誘致にかかる要望活動実施、訪問・視察の受入れ、国際会議でのプロモーション
●県内スポーツ施設データベース（ＰＲ資料）の作成、ホームページによる事前キャンプ情報の発信

（出典：青森県HP）

（出典：秋田県提供）

（出典：岩手県提供）

（出典：宮城県提供）

（出典：福島県提供）

【結果とりまとめ】

●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、ポータルサイトやガイドブックの作成、トップスポーツ選手の合宿受入等、受入環境の整備に
取り組んだ。
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ＰＪ１０ 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ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
東北圏の経済を発展させていくためには、国内外との交流・連携を促進し、東北圏全体として国際競争力

の強化を図る必要がある。そのため、日本海と太平洋の双方に面している東北圏の特性を活かし、日本海・
太平洋２面活用型国土の形成による、国際物流機能、国際交流機能の高度化、効率化を実現するグロー
バル・ゲートウェイ機能強化に向けた取組を推進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

10-1．地域の強みを活かした物流
体系の構築

グローバル・ゲートウェイとしての機能強化にあたって、東北国際物流戦略
チーム本部会を開催し、産学官で連携し施策の検討を行った。
また、産地間連携や異分野間連携等の効率的な輸送体系構築にあたって、

東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会を開催し、東北地域の港湾・
空港を活用した新たなプラットホームの構築やビジネスモデルに参加する生
産者の拡大に取り組んでいくことを確認した。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「東北国際物流戦略チーム」における取組
「東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会」における取組
同上。

10-2．地域経済を支える安全で利
便性の高い物流基盤の構築

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が進められた。

10-3．グローバル化に対応した交流
機能の強化

港湾・空港の国際化に向けた機能強化による利便性の向上にあたって、青
森港では、新中央埠頭の岸壁延伸工事を実施中、酒田港では古湊埠頭の
大型客船対応施設が完成し、大型クルーズ船の受け入れが可能となった。
仙台空港では、「仙台ー台湾線」の定期便が平成28年10月12日から毎日

運行となり、利便性が大きく向上した。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、国際物流機能、国際交流機能の高度化、効率化を実現するグローバル・
ゲートウェイ機能強化の推進が図られている。
今後の進め方（課題・対応策等）としては、東北国際物流戦略チーム本部会、東北農林水産物・食品輸出モデル検

討協議会を引き続き開催し、国際・国内物流が一体となった効率的な物流体系の構築に向け、産学官で連携を強化
し、輸出拡大への方策等の検討を引き続き進める。

また、物流体系の高度化・効率化を図るために、格子状骨格道路ネットワークの形成に向けて、高規格幹線道路等
の整備を引き続き進める。
さらに、グローバル化に対応した交流機能の強化に向け、港湾機能の充実化、大型クルーズ船の受け入れを引き続

き進める。

85



10-1．地域の強みを活かした物流体系の構築

＜具体的取組の内容＞
日本海側と太平洋側の２面をフル活用し、それぞれの強みや個性を活かした物流の効率化と連携強化を

図り、グローバル・ゲートウェイとしての機能強化を推進する。
（中略）

また、コンテナ等のユニット貨物については、45フィートコンテナの利用拡大、船舶の大型化等に対応した荷
役・輸送機械の高度化、インランドデポの利活用、モーダルシフト、コンテナのラウンドユース、小口混載サー
ビスにより、輸送効率化と港湾・航空サービスの充実を図る。あわせて、東北圏の高い品質の農林水産物・
加工品の輸出拡大に向けて、東北圏の官民が一体となった取組により、生産から販売に至る商流と物流の
基盤強化、産地間連携や異分野間連携による効率的な輸送体系の構築を図る。
（後略）

【国際物流と国内物流が一体となった効率的で総合的な物流体系の構築状況】

東北国際物流戦略チーム（事務局：東北地方整備局、東北運輸局、（一社）東北経済連合会）では、東北
地方の港湾・空港の利活用の促進により、地域活性化につながる効率的な国際物流の実現のため、平成29
年3月27日に「東北国際物流戦略チーム 第１１回本部会」を開催し、産学官で連携し施策の検討を行った。
本部会での議事と報告概要を以下に示す。
議 事：・最近の東北港湾物流等の現状報告

・東北地域における物流環境変化への対応検討
・環日本海側港湾における対岸新規航路の可能性検討

報 告：・北極海航路の現在の利用動向
・東北港湾におけるパナマ運河拡張による影響について

【農林水産物・食品の輸出促進に向けた検討・モデル事例の構築状況】

東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会（事務局：東北農政局、東北地方整備局、（一社）東北経
済連合会）では、平成28年5月13日に「第3回東北農林水産物・食品輸出モデル検討協議会」を開催し、東
北地域の農林水産物・食品の輸出拡大に向けた循環図式とその具体的取組などについての意見交換や仙
台空港を活用した農林水産物・食品輸出拡大モデルの取組状況について報告した。検討協議会での議事と
報告事項を以下に示す。

【結果とりまとめ】

●グローバル・ゲートウェイとしての機能強化にあたって、東北国際物流戦略チーム本部会を開催し、産学官
で連携し施策の検討を行った。
●産地間連携や異分野間連携等の効率的な輸送体系構築にあたって、東北農林水産物・食品輸出モデ
ル検討協議会を開催し、東北地域の港湾・空港を活用した新たなプラットホームの構築やビジネスモデルに
参加する生産者の拡大に取り組んでいくことを確認した。

ＰＪ１０ 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ＰＪ

（出典：東北農政局HP）

議 事：・第3回モデル検討協議会意見のまとめ
・東北地域の農林水産物・食品の輸出拡大に向けた循環図式（イメージ）

報 告：・リンゴの輸出における優良事例紹介
・仙台空港“創貨・集貨”拠点化促進事業について
・仙台空港モデルの取組状況
・三陸地域における水産加工品の輸出促進等に向けた取組
・香港向け e コマースモデルの構築
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10-2．地域経済を支える安全で利便性の高い物流基盤の構築

＜具体的取組の内容＞
道路と港湾の連結強化等による効率的な物流体系の構築を図るため、主要な都市や生産拠点と港湾・空港を結

ぶ高規格幹線道路等の格子状骨格道路ネットワークの形成を目指し、東北縦貫自動車道八戸線、日本海沿岸東北
自動車道、東北中央自動車道等のほか、新潟南北道路やバイパス・環状道路・スマートインターチェンジ等の必要な
整備を推進する。

また、ＩＣＴを活用し、特殊車両通行許可申請手続きの簡素化と港湾のターミナル機能の高度化を推進するとともに、
民の視点や創意工夫を積極的に取り入れた、効率的な物流や港湾運営の実現に向けた取組を推進する。

さらに、船舶の航行安全や荷役作業の安定性を確保するため、港内静穏度向上や避泊水域確保を目的とした宮
古港や仙台塩釜港石巻港区等での防波堤の整備や、航路・泊地水深の確保のための浚渫等の整備を推進する。

加えて、長周期波の影響による荷役障害の防止に向けた対策の開発・取組を推進する。

【高規格幹線道路等の格子状骨格道路ネットワークの整備】

【結果とりまとめ】

●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が進めら
れた。

ＰＪ１０ 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ＰＪ

◯格子状骨格道路ネットワークの形成
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
局管内の平成28年度末の高規格幹線道路の整備率は
80％、地域高規格道路等の整備率は28％となった。
また、新潟県内の平成28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３２％となった。

高規格道路等の整備状況
（出典：東北地方整備局提供）

新潟県内の高規格幹線道路（上）・地域高規格道路（下）の
整備状況 （出典：新潟県HP）
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10-3．グローバル化に対応した交流機能の強化

＜具体的取組の内容＞
観光・ビジネス等の人的交流の拡大に向け、クルーズ船の寄港を受け入れるための港湾機能の充実、ＬＣ

Ｃの参入の促進、国際チャーター便の就航の促進、空港アクセスの改善等、港湾・空港の国際化に向けた
機能強化による利便性の向上を図る。

また、仙台空港においては、民間事業者の資金・経営能力を活用し、空港の活性化を図る。
さらに、外国人ビジネス客等の取り込みに向け、例えば、政令指定都市である仙台市と新潟市においては、

東北圏の発展を支える広域的なグローバル拠点として、ビジネスしやすい環境整備やＭＩＣＥの誘致等に取り
組む。

【港湾・空港の国際化に向けた機能強化の取組】

【結果とりまとめ】

●港湾・空港の国際化に向けた機能強化による利便性の向上にあたって、青森港では新中央埠頭の岸壁延
伸工事を実施中、酒田港では古湊埠頭の大型客船対応施設が完成し、大型クルーズ船の受け入れが可能
となった。仙台空港では「仙台－台北線」の定期便が平成２８年１０月１２日から毎日運行となり、利便性が大
きく向上した。

ＰＪ１０ 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ＰＪ

（出典：東北地方整備局 港湾空港部HP）

●青森港のクルーズ船受入環境の充実（東北地方整備局）
訪日外国人の急増に伴う大型クルーズ船の寄港需要に対応するため、青森港では新中央埠頭の岸壁

延伸工事を実施中である。

●酒田港古湊ふ頭大型客船対応施設の完成 （東北地方整備局）
酒田港古湊埠頭では、係船柱の改良等により、東北地方で初めて１６万トン級の大型クルーズ船の受

け入れが可能となった。

●エバー航空の増便
エバー航空が現在週2便の定期便を平成２８年10月12日から週4便に増便した。「仙台ー台北線」の定

期便は、エバー航空の週4便、タイガーエア台湾の週4便、トランスアジア航空の週2便で合計週10便とな
り、毎日「仙台ー台北線」が運航し、利便性が大きく向上した。
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ＰＪ１１ 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ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
東北圏では、地球温暖化がもたらす気候変動による降水量の増加や雪解け時期の早期化が想定される

ほか、火山活動の活発化等、将来において自然災害リスクが高まることが予測されている。これらに対応した
災害に強い圏域の形成を図るため、風水害・土砂災害や異常渇水、火山災害等の自然災害による被害を
最小限とする取組を推進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

11-1．高まる風水害等のリ
スクに対する適応策

気候変動等に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に備えるため、防災
意識社会への転換を図りつつ、ハード・ソフトを総動員した防災・減災対策が
推進されている。

11-2．総合的な土砂管理 土砂によって形成される自然環境や景観等の保全のため、砂防堰堤整備
事業や海岸保全施設整備事業が継続して実施されており、流砂系一貫の総
合的な土砂管理に向けた取り組みが推進されている。

11-3．渇水リスクの回避に
向けた適応策

津軽ダムは平成28年度に完成し、また、成瀬ダム建設事業は平成28年度
末時点で29.9%（事業費ベース）の事業が実施されており、農業や水道用水
が不足する水系において、安定的な水資源の確保に向けた事業が推進され
ている。

11-4．火山災害に向けた
対策

噴火警報等に対応した避難体制の整備・強化にあたって、防災協議会の
開催、行動計画の策定、防災訓練、防災対応の再確認等が行われた。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「蔵王山火山防災協議会」における取組

火山防災対策の検討及び推進にあたって、噴火警戒レベルの導入、火山
防災マップの作成が行われた。
「栗駒山火山防災協議会」における取組

火山防災対策の検討及び推進にあたって、栗駒山火山ハザードマップ（水
蒸気噴火を想定）の作成、噴火史解明に向けた試料採取等が行われた。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、災害に強い圏域の形成を図るため、風水害・土砂災害や異常
渇水、火山災害等の自然災害による被害を最小化する取組を、関係主体が一体となり推進されている。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、高まる風水害リスクに適応するため、河川整備、治水対策、砂
防施設などの必要な施設整備を計画的に進めることとする。あわせて、水防災意識社会の再構築に向けた
取組の充実を図ることとし、ハード・ソフト一体となった防災・減災対策に継続して取組む。
総合的な土砂管理の取組としては、流砂系における土砂移動の継続的な観測・監視・評価を踏まえながら、

砂防施設による流出土砂調整や海岸侵食が著しい区間におけるヘッドランド（突堤）等の整備に継続して取
組む。
渇水リスクに適応するため、農業や水道の用水不足が頻発する河川において、安定的な水供給ができるよ

う、計画されている多目的ダム建設による必要な水資源の確保、また、既設ダム群連携による水資源の有
効活用に向けた取組み等、継続して取組む。

火山災害に向けた対策としては、火山防災協議会における検討を踏まえ、噴火対策等の行動計画策定、
噴火警報等に対応した避難体制整備等、関係主体連携した取組みを今後も推進する。
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11-1．高まる風水害等のリスクに対する適応

＜具体的取組の内容＞
北上川水系、鳴瀬川水系、阿賀野川水系等における河川整備や津軽ダム、成瀬ダム等の洪水調節施設

の整備等の治水対策、最上川水系、信濃川下流水系等の砂防事業、月山地区や滝坂地区の地すべり対
策等による土砂災害防止対策及び新潟地域等の侵食・高潮対策並びに、北上川水系等のダムにおいて上
流からの土砂流入を捕捉する対策を検討し、既設ダムの維持に努める。特に、平成27年９月関東・東北豪
雨の教訓を踏まえ、施設では防ぎ切れない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、社会全体で洪水に備え
る水防災意識社会の再構築を図るため、「住民目線のソフト対策」「洪水を安全に流すためのハード対策」「危
機管理型ハード対策」を一体的・計画的に推進する。

また、阿武隈川水系等における総合的な土砂管理によって上流域から海岸域までの土砂移動の連続性を
確保し、あわせて仙台湾南部海岸において、海岸侵食に対する取組を推進する。 （後略）

【河川整備、治水対策、砂防事業等（直轄事業）の整備状況】

ＰＪ１１ 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ＰＪ

■治水対策の計画的な推進

表土

砂質土
粘性土

堤防裏法尻をブロック等で補強

※ 具体的な工法については検討中

粘性土

＜危機管理型ハード対策（堤防裏法尻の補強）＞

堤防裏法尻補強施工状況

平成28年12月

宮城県・鳴瀬川 右岸 34k付近

河川堤防の裏法尻をブロック等で補強し、越水し
た場合においても、深掘れの進行を遅らせること
により、決壊までの時間を少しでも延ばします

■中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方

平成28年8月に北海道・東北地方を襲った一連の台風による被害を踏まえ、気候変動等により頻発化・激甚化
が懸念される水害に備え、水防災意識社会の再構築のための取組を推進するとともに、対策について充実を図っ
ている。

◇水防災意識社会再構築のための協議会を活用し、ハード・
ソフト対策の県管理河川への拡大を図る

◇ 「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」として堤防整備や河道掘削、
「危機管理型ハード対策」として堤防裏法尻の補強などを実施

◇要配慮者利用施設の管理者等を対象とした
説明会の実施など、確実な避難の実現を目指す

説明会の状況（平成28年12月：青森市民ホール）

完成した津軽ダム
（平成28年10月竣工）

岩木川堤防整備（三世寺地区）
（平成29年3月完成）

平成27年9月関東・東北豪雨による鳴瀬川水系吉田川
浸水状況

※１ 鳴瀬川水系河川整備計画（大臣管理区間）
（H28.11月30日計画変更）

青森県・岩木川水系においては、平成２８年度に三世寺地区の河川堤防の整備や津軽ダムが完成するなど、
河川整備や洪水調節施設の整備等による治水対策が計画的に進められている。
また、宮城県・鳴瀬川水系においては、平成27年9月洪水（関東・東北豪雨）により、甚大な浸水被害が発生

したことなどを踏まえ、河川整備計画を変更※１し、新たに洪水調節施設（遊水地群）を計画に位置づけ、今後、
計画的な治水対策に取組むこととしている。
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【河川整備、治水対策、砂防事業等（直轄事業）の整備状況】

【結果とりまとめ】

●気候変動等に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に備えるため、防災意識社会への転換を図りつつ、
ハード・ソフトを総動員した防災・減災対策が推進されている。

９

１

２

７

４

３

６

８

⑨新潟県・信濃川
大河津分水路改修事業

福島県・阿武隈川水系
塩の川第７砂防堰堤整備-⑧

②青森県・津軽ダム建設事業

⑦山形県・最上川水系ミサガ沢
砂防堰堤整備事業

④宮城県・鳴瀬川総合開発事業

①青森県・岩木川河川改修事業
（三世寺地区堤防整備）

③岩手県・北上川上流
一関遊水地建設

⑥秋田県・八幡平参詣直轄砂防事業
北桧内川第１砂防堰堤整備

■ 東北圏において現在進められている代表的な河川整備、ダム建設事業、砂防事業等（直轄事業）

＜トンネル洪水吐＞

漆沢ダム
治水専用化

筒砂子ダム
建設

■宮城県・鳴瀬川総合開発事業 〈④〉

旧北上川では、石巻市の復興まちづくり計画と連
携しながら河川堤防等の整備を進め、賑わいのある
水辺空間を創出している。

■宮城県・旧北上川復旧・復興事業 〈⑤〉
（まちづくりと連携した堤防整備）

（出典：東北地方整備局HP、北陸地方整備局HP）

５

⑤宮城県・旧北上川復旧・復興事業

■秋田県・八幡平山系直轄砂防事業 〈⑥〉

秋田駒ヶ岳の不安定土砂の流出による災害の防
止、火山噴火による降灰後の降雨に起因する土石
流など、大規模な土砂災害被害を軽減するため、
砂防堰堤の整備に取組んでいる。

■新潟県・信濃川 大河津分水路改修事業 〈⑨〉

信濃川においては、河口部の流下能力が不足する大河津分水路について、洪水
を安全に流下させるため、流下断面が不足する区間において河道拡幅するなどの
改修事業に取組んでいる。

筒砂子ダム（新規建設）と漆沢ダム（既設）の治水
専用化に取組み、戦後最大規模の昭和22年9月洪
水と同規模の洪水が発生した場合においても、洪水
調節を行うことで、鳴瀬川における浸水被害を軽減
することとしている。
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11-2．総合的な土砂管理

＜具体的取組の内容＞
山地・山麓部、平野部、河口・海岸部の各領域で発生している土砂移動に関する問題に対し、砂防・ダム・

河川・海岸の個別領域の問題として対策を行うだけでは解決できない水系について、土砂が移動する場全体
を流砂系という概念で捉え、土砂移動の継続的な観測・監視・評価を踏まえながら、砂防施設による流出土
砂調節、河川・ダム等の堆積土砂対策、侵食海岸における海岸保全施設の整備・養浜等を推進し、山地か
ら海岸までの流砂系一貫の総合的な土砂管理体制を推進する。

【河川整備、治水対策、砂防事業等（直轄事業）の整備状況】

【結果とりまとめ】

●土砂によって形成される自然環境や景観等の保全のため、砂防堰堤整備事業や海岸保全施設整備事
業が継続して実施されており、流砂系一貫の総合的な土砂管理に向けた取り組みが推進されている。

ＰＪ１１ 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ＰＪ

■ 東北圏における『総合的な土砂管理』に資する直轄事業の一例

総合的な土砂管理の考え方は、山地から海岸まで土砂が移動する場全体を「流砂系」と捉え、流砂系一
貫として、土砂移動を把握し、土砂移動に関わる課題に対して、必要な対策を講ずるものとなっている。

東北圏における総合的な土砂管理の取組は、土砂移動の継続的な観測・監視・評価を踏まえながら、砂
防施設による流出土砂調整や海岸侵食が著しい区間におけるヘッドランド（突堤）等の整備している。

山元海岸ヘッドランド整備状況
（平成２８年８月３１日撮影）仙台湾南部海岸（直轄区間）の整備工区

■ 海岸事業（直轄事業） 〈東北地方整備局〉

■ 土砂移動の継続的な観測等の
対応（直轄事業） 〈東北地方整備
局〉

仙台湾南部海岸では、海岸侵食が
著しく、自然の砂浜回復が見込まれな
いため、海岸侵食の防止、背後地の
浸水被害の防止、環境及び利用も兼
ね備えた砂浜の維持・再生を目的に
海岸保全施設整備事業を実施してい
る。
平成28年度は、山元海岸中浜工区

において、ヘッドランド（突堤）等の整備
を継続して取組んでいる。

（出典：東北地方整備局HP、 仙台河川国道事務所HP、福島河川国道事務所HPより）

洪水時における土砂移動の観測

■ 砂防事業（直轄事業） 〈東北地方整備局〉

普段は水と土砂は同じように上流から下流に流下する
「透過型砂防堰堤」
（代表例）阿武隈川水系荒川流域塩ノ川第６砂防堰堤

阿武隈川流域は、吾妻山の火山活
動に伴う噴出物等により脆弱な地質
が広く分布し、過去の災害時には流
出した土砂により、下流の河床が上昇
し、洪水氾濫など甚大な被害が発生
したことから、昭和11年度から直轄砂
防事業に着手している。
平成２８年度は、松川流域や荒川

流域において、砂防堰堤等の整備を
継続して取組んでいる。

ヘッドランド整備イメージ

65.5k

m
直轄区間

13.9km

(再評価区間）

仙台湾南部海岸

太 平 洋
山元海岸
9.2ｋｍ

二の倉工区

笠野工区

中浜工区

蒲崎工区

4.7 ｋｍ

仙台海岸

名取海岸

.

直轄区間

岩沼海岸
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＜具体的取組の内容＞
津軽ダム、成瀬ダム等の多目的ダムの建設等により安定的な水資源の確保を図る。
また、既設ダム群等の連携による水資源の確保や多目的ダムの河川環境保全のための操作による渇水リス

クの軽減を図るとともに、国民生活や社会経済活動の安全・安心に必要な水が利用できる社会を構築する。
さらに、ダム上流等の重要な水源地域における治山施設の整備や植林・間伐等の森林整備を推進し、水源

涵養機能の維持・発揮を図る。
加えて、異常渇水時における連絡体制を整備するなど、渇水対策を強化する。
このほか、水が循環する過程を見据えた上で、安定的な水需給バランスを確保するとともに、地震等の大規

模災害等、危機的な渇水、水インフラの老朽化といった水供給に影響の大きいリスクに対しても、良質な水を
安定して供給するための取組を推進する。

【多目的ダムの建設状況等】

平成29年の東北全体の作況指数は、太平洋側を中心に「やや
不良」や「不良」が多いが、津軽・青森のみ「やや良」となっている
のは日照・気温条件の影響が大きいと考えられるが、『深水（ふか
みず）管理』など水が必要な時期に、必要な農業用水を十分に
津軽ダムで補給できたことも一助となったものと考えられている。

11-3．渇水リスクの回避に向けた適応策

【結果とりまとめ】

● 津軽ダムは平成28年度に完成し、また、成瀬ダム建設事業は平成28年度末時点で29.9%（事業費ベー
ス）の事業が実施されており、農業や水道用水が不足する水系において、安定的な水資源の確保に向け
た事業が推進されている。

ＰＪ１１ 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ＰＪ

■渇水リスクの回避に資する津軽ダムの利水効果〈東北地方整備局〉

○津軽ダム完成後の事業効果＜参考＞

津軽ダムは、青森県岩木川水系岩木川において
昭和35年に完成していた目屋ダムの再開発として
完成した多目的ダムである。
洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい

用水の補給、工業用水の供給、水道用水の供給及
び発電を目的とし、平成3年から建設事業に着手、
平成28年度完成している。

ダ
ム
諸
元

ダム流域面積 ：172.0km2 ダム高 ：97.2m

ダム型式 ：重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 総貯水容量 ：140,900千m3

事業費 ：約1,620億円 （平成28年度末時点 進捗率 100%）

完成した津軽ダム
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過去５カ年平均 H29（8月21日まで）
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720
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（60%程度）
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平成29年5月から8月までの総降水量は平年の６割程度の降水量
であった。

平成29年 津軽ダム流域降雨状況（５月～８月）

津軽ダム完成後の「地元の声」

※番水制： 地区を分け、一定の時間毎に決められた順番で配水
するなど、少ない水を平等に分配するための方法。

●西津軽土地改良区（増田理事長） （つがる市）
津軽ダム完成前までの目屋ダム運用時は、供給水の絶対

量が少ないことから、恒常的な用水不足により、毎年土地改
良区管内で番水制※を実施するほか、廻堰大溜池へポンプ
による貯水をし、再利用する方法を交えて利水していました。
これにより、毎日、維持管理に大変な労力と費用がかかって
いましたが、ダム完成後は農業用水の安定供給が図られ、維
持管理費も大幅に軽減されました。

私を含む組合員の方々が一番びっくりしたのは、長年にわ
たり続いていた番水体制が解消されたこと。７月下旬の出穂
期に、必要な水が供給できてたことへのおどろき。毎日、用水
路に水が流れているという安心感。気温が下がった時には、
生育に支障が出ないよう深水管理ができるのもダムがあれば
こそできた対応。

今年から、津軽ダム本格運用が開始されましたがこれほど
の効果があることに、皆、驚きとともにとても喜んでおります。

●青女子堰土地改良区（鳴海事務局長） （弘前市）
津軽ダム完成前は、2年に1度と高頻度で渇水に見舞われ

て、何度となく番水制を実施し、それでも用水が確保できない
農家は、排水路の少量の水をポンプで汲みあげて使用してい
ました。

これまで夏場の渇水時は、組合員からの苦情等で頻繁に
現場に出向き、説明等苦情処理に時間を費やし、心身ともに
疲れ切っていましたが、ダム完成後は、職員の負担が軽減さ
れ、非常にありがたく思っています。

ダムが完成して初めての夏、極端に雨が少なく水不足を心
配しましたが、ほとんど影響がなく、今年の雨量で大丈夫なの
であれば今後は安泰だとの思いを抱きました。

また、番水制の心配が無くなったことで、周囲の農家の
方々も異口同音に「今後は水不足になることがない」ととても
喜んでいます。津軽ダムが完成して、本当に良かったです。

県・作柄表示地帯別作況指数
【農家等が使用しているふるい目幅ベース】

注：作況指数は、全国農業地域ごとに、過去5か年間に農家等
が実際に使用したふるい目幅の分布において、大きいもの
から数えて9割を占めるまでの目幅（東北は1.85mm）以上
に選別された玄米を基に算出した数値である。

「平成29年産水稲の収穫量（東北）」東北農政局
平成29年12月5日公表による

津軽ダム
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11-4．火山災害に向けた対策

＜具体的取組の内容＞
火山の荒廃に起因する土砂災害や火山噴火による土砂災害を防止する砂防施設の整備を推進するととも
に、観測体制の強化、降灰量に関する情報等の発信強化、研究開発の推進を図る。

また、地殻変動や火山泥流等の監視体制を強化するとともに、火山防災マップの作成・普及を進める。
さらに、「火山噴火緊急減災対策砂防計画」の策定を推進するほか、「火山防災協議会」における検討を踏

まえ、噴火警報等に対応した避難体制を整備・強化する。

【火山防災対策の実施状況】

●十和田火山防災協議会（青森県）
平成28年度第１回十和田火山防災会議が開催され、十和田火山ハザードマップ作成に関する検討等に

ついて協議が行われた。
●栗駒山火山防災協議会（岩手県）

平成28年度栗駒山火山防災協議会が開催され、栗駒山火山ハザードマップ（案）等について協議が行わ
れた。
●宮城県蔵王山噴火対策砂防計画（行動計画）の策定（宮城県）

平常時からの減災対策を実施するための具体的な行動計画である「宮城県蔵王山噴火対策砂防計画」を
平成28年12月に策定した。
●蔵王山 山形県緊急ハード対策行動計画の策定（山形県）

山形県砂防部局が行う緊急ハード対策を実現するため
必要な事項を記載した「蔵王山火山噴火緊急減災対策砂防
計画山形県緊急ハード対策行動計画（案）」を平成28年11月に
策定した。

その後、緊急ハード対策を行うにあたっての火山防災協議会との
連携事項の確認を行い、平成29年１月に行動計画を策定した。
●吾妻山火山防災訓練の実施（福島県）

火山防災対策の関係機関である県、市、気象台及び警察、自衛隊、消防が緊密に連携し、噴火発生時に
おける応急対応について訓練することにより、吾妻山の火山防災対策の強化を図ることを目的として、平成２
８年９月２日に、県吾妻土湯道路管理所及び吾妻山浄土平地区周辺において、吾妻山火山防災訓練を実
施した。

【結果とりまとめ】

●噴火警報等に対応した避難体制の整備・強化にあたって、防災協議会の開催、行動計画の策定、防災訓
練、防災対応の再確認等が行われた。

ＰＪ１１ 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ＰＪ

行動計画の検討会の様子
（出典：山形県HP）

火山防災協議会の様子
（出典：福島県HP）

●火山防災協議会の開催（福島県）
火山防災会議（吾妻山火山防災協議会・安達太良山火山防災協議会・磐

梯山火山防災協議会 合同会議）が開催され、磐梯山火山ハザードマップの
改訂（案）等について協議が行われた。

●新潟県の取組
新潟焼山の火山活動が活発化したことから機上観測を行うとともにその結

果を火山防災協議会に報告し、防災対応を再確認した。
また、機上観測時の映像を活用し、地域住民へ火山状況について情報提

供を行った。
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ＰＪ１２ 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ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
自然豊かな東北圏において、自然と共生する社会の実現を図るとともに、世界のモデルとなるような低炭素・循環型

社会を構築し、環境保全の先進圏域を目指す。そのため、再生可能エネルギー等の積極的な導入やバイオマスの利
活用及び技術開発、適切な森林の整備・保全を通じた低炭素・循環型社会構築のための森林づくり、低炭素型ス
マートシティ・スマートビレッジの形成等、低炭素社会づくりを推進する。さらに、リサイクル産業の振興を通じて、我が国
における非鉄金属等のリサイクル拠点の形成に取り組み、循環型社会づくりを推進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

12-1．低炭素社会構築のための
再生可能エネルギー等の導入

木質系バイオマス発電等の技術・機器の開発・普及・利用推進について
は、アミタ株式会社が平成27年10月に開所したバイオガス施設「南三陸
BIO」が継続運用されるなど、圏域での取り組みが進んでいる。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「地熱開発にかかる自治体連絡会議」における取組

地熱開発に関する各地域の取組事例や技術動向の情報交換等を促
進するため、地熱に関心のある東北7県内の県・市町村によって、地熱開
発にかかる自治体連絡会議を行っている。
「東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議」における取組

東北地域でのエネルギー・温暖化対策のさらなる推進にあたって、温暖
化対策ＰＲ用パネルの作成及びパネル貸出、メールマガジンの配信、イベ
ント開催、広報活動の連携等を通じて情報共有や普及啓発等を図ってい
る。

12-2．低炭素・循環型社会構築
のための森林・海域づくり

東北圏における保安林面積は、平成26年度末から平成27年度末で増
加し、平成27年度末時点では2,897,714haとなった。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「Ｊ－クレジット東北地域推進協議会」における取組

東北地域における温室効果ガスの排出削減にあたって、Ｊ-クレジット東
北地域推進協議会において関連事業の意見交換、東北地域におけるＪ-
クレジットの創出事例や活用事例の共有、「東北地域カーボン・オフセット
グランプリ」を実施するなど他の模範となるカーボン・オフセットの取組の表
彰等を通じて、Ｊ-クレジット制度の活用を図っている。

12-3．低炭素型スマートシティ・
スマートビレッジの形成

スマートコミュニティ等の取組の推進にあたって、青森県ではあおもり型
スマートコミュニティ創出事業の実施、宮城県では木質バイオマス広域利
用モデル形成事業の実施、農業用水を利用した小水力発電の実施、エ
コタウン形成支援事業の実施を行った。

また、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に向けて、地産地消型再生可能エネルギー面的利
用等推進事業費補助金のうち、構想普及支援事業の活用により、東北
圏で事業化可能性調査とマスタープラン策定が行われた。

12-4．循環型社会づくりの推進 東北圏のリサイクルポートにおける廃棄物・リサイクル資源取扱量につい
ては、酒田港を例に見るとおり、リサイクルポート指定以降、リサイクル関連
貨物の取扱量が着実に増加しており、静脈物流ネットワーク構築に向けた
取組が行われている。
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【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、低炭素・循環型社会を構築し、環境保全の先進圏域を目指す
ための取組が進められている。

今後の進め方（課題・対応策等）としては、木質系バイオマス発電等の技術・機器の開発・普及・利用推進
を通じた再生可能エネルギー等の積極的な導入やバイオマスの利活用及び技術開発を引き続き推進する。

また、森林の持つ公益的機能の維持増進を目指し、保安林等の適切な管理、保全を引き続き推進する。
さらに、スマートコミュニティ等の取組の推進にあたって、地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促

進事業費補助金（分散型エネルギーシステム構築支援事業）、あおもり型スマートコミュニティ創出事業や宮
城県の木質バイオマス広域利用モデル形成事業等の取組を引き続き推進する。

このほか、リサイクル産業の振興を通じた我が国における非鉄金属等のリサイクル拠点の形成を引き続き
進め、循環型社会づくりを推進する。
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＜具体的取組の内容＞
東日本大震災を踏まえ、災害に強い低炭素社会・循環型社会を形成するため、水力、風力、太陽光、バイオマス、

地熱及び雪冷熱等、地域特性に応じた再生可能エネルギーの活用を住宅等の民生用での活用のみならず、学校施
設、庁舎、公共施設等、地域防災拠点を含む公共部門においても積極的に導入を進めるとともに、既存の送電網への
接続や出力の安定化に配慮しつつ、エネルギー源の自立分散化に対応した送電ネットワーク等の整備を推進する。

また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、地方公共団体等の連携を強化し、地域特性に
応じた再生可能エネルギー等の導入を最大限推進していく。

さらに、産学官の連携により、再生可能エネルギー等の応用技術にかかわる産業の誘致や人材育成を推進するとと
もに、民間企業等と連携し、蓄電池併設型風力発電や新型小型風力発電の導入を推進するほか、潮汐や波力等の
海洋エネルギー発電の技術開発、海洋バイオマス及び海洋深層水等の研究開発、林地残材等の活用による木質系
バイオマス発電や熱利用、生活燃料等の安定的活用に資する技術及び機器の開発と普及及び利用を推進する。

加えて、北海道・北東北地域における再生可能エネルギー等導入先進地域の形成を目指した取組を進め、地域経
済の活性化と仕組みづくりの検討を推進するほか、弘前大学・北日本新エネルギー研究所における複数大学による再
生可能エネルギー等の技術開発やエネルギー産業の創出に向けた共同研究を推進する。

あわせて、次世代自動車充電インフラ整備促進事業の取組等を通じ、ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグインハイブ
リット車）、ＦＣＶ（燃料電池自動車）の導入や充電施設整備の促進を図り、生活環境等の改善に資する取組の推進に
努めていく。

このほか、港湾空間における再生可能エネルギー導入に向けたフィールド提供等の支援を積極的に行う。

【東北圏における農山村由来の資源を活用した発電の取組】

○生ごみやし尿汚泥などでバイオガスと液肥を製造
アミタ株式会社は、平成27年10月に資源・エネルギーの地域内循環を担う拠点としてバイオガス施設

「南三陸BIO」を開所し、平成28年度も運用されている。
町内の住宅・店舗から出る生ごみやし尿汚泥など、有機系の廃棄物を発酵処理し、バイオガスと液体肥料

を製造している。バイオガスは発電に用いるなど主に施設内で活用（余剰分は売電）し、液肥は肥料として町
内農地に散布している。

12-1．低炭素社会構築のための再生可能エネルギー等の導入

【結果とりまとめ】

●木質系バイオマス発電等の技術・機器の開発・普及・利用推進については、アミタ株式会社が平成27年
10月に開所したバイオガス施設「南三陸BIO」が継続運用されるなど、圏域での取組が進んでいる。

ＰＪ１２ 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ＰＪ

（イメージ図出典：農林水産省ＨＰ）
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＜具体的取組の内容＞
東北圏の有する豊富な森林資源を循環利用するため、間伐等による森林の適正な整備や着実な再造林

に取り組むとともに、保安林等の適切な管理、保全を推進する。
また、公共建築物の木造化・内装木質化や、公共土木事業等における間伐材の積極的な利用、地産地

消型の再生可能なエネルギー源としての木質バイオマスの利用促進、新たな技術開発を進め、地域循環型
で森林資源を無駄なく利用する取組を推進する。

さらに、企業、ＮＰＯ、森林所有者、地元関係者等のネットワーク化等による連携強化や、活動フィールドや
技術等の提供による国民参加の森林づくりの取組を推進するほか、カーボン・オフセット制度の普及を推進す
る。

加えて、炭素の固定量が多く見込まれている浅海域での干潟や藻場等の造成により、海藻類等の海洋生
物の光合成による二酸化炭素吸収・炭素固定化（ブルーカーボン）を推進する。

【保安林の指定状況】

12-2．低炭素・循環型社会構築のための森林・海域づくり

【結果とりまとめ】

●東北圏における保安林面積は、平成26年度末から平成27年度末で増加し、平成27年度末時点では
2,897,714haとなった。

ＰＪ１２ 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ＰＪ

保安林の指定状況として保安林面積について記載する。なお、平成28年度末のデータはまだ公表されて
いないため、平成26年度末と平成27年度末について記載する。

東北圏における保安林面積は、平成26年度末から平成27年度末で3,550ha増加し、平成27年度末時点
では2,897,714haとなった。

出典：林野庁「森林・林業統計要覧２０１６」
林野庁「森林・林業統計要覧２０１７」
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＜具体的取組の内容＞
地方公共団体、民間事業者、ＮＰＯ等多様な主体が連携して、低炭素まちづくり計画の策定等を行い、官庁施設、

民間建築物や住宅等の長寿命化・低炭素化を図る。
また、病院・福祉施設や共同住宅等の生活を支える都市機能の集約整備、鉄道やバス等の公共交通機関の活用

促進、エコドライブの普及促進、超小型モビリティの導入、自転車が利用しやすい環境整備、交差点改良等の渋滞対
策及び共同輸配送の促進等により、低炭素化の取組を推進する。

さらに、農山漁村における自立分散型エネルギーシステムの実現のため、６次産業化・地産地消法に基づく支援措
置等を活用し、地域特性に応じた再生可能エネルギーを最大限に利活用するスマートビレッジの形成に向けた取組を
推進するとともに、ＩＣＴを活用し地域単位で需給一体となったエネルギー管理を行うスマートコミュニティ等の取組を推
進する。

【低炭素型スマートシティ・スマートビレッジの形成状況】

12-3．低炭素型スマートシティ・スマートビレッジの形成

ＰＪ１２ 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ＰＪ

木質バイオマスボイラー（出典：宮城県提供）

●木質バイオマス広域利用モデル形成事業（宮城県）
林内に放置されている未利用間伐材等の搬出を促進し、化石燃料の代替とすることでＣＯ２

排出抑制を進めるとともに、地域における木質バイオマスを活用した資源循環型社会形成の取
組を拡大する、以下のモデル形成事業を実施した。
・未利用バイオマス搬出支援（森林組合，素材生産業者等の11事業体に対し助成）
・木質バイオマスボイラー導入支援（農業・林業事業者，ＮＰＯ等の１事業体 に対し助成）
・木質バイオマス利用地域モデル支援（モデル地域の個人）
・木質バイオマス利用ネットワーク会議

●あおもり型スマートコミュニティ創出事業（青森県）
地域特性を踏まえた地域エネルギー資源の有効活用（特に熱利用）に自治体・地元企業・住民等が協働して取組むことにより、

新たな産業・雇用の創出など、地域エネルギー資源の恵みを地域や生活者自身が享受する地域社会「あおもり型スマートコミュニ
ティ」の創出に取組んだ。平成28年度の事業概要を以下に示す。
○平川市…バイオマス産業都市構想に基づく木質バイオマス発電、バイオガス発電等の取組状況をモデル化
○新郷村…木の駅プロジェクト（平成28年6月～）をベースとし、村のバイオマス資源を活用したエネルギー供給事業をモデル化

■東北経済産業局・関東経済産業局
○地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金（東北経済産業局・関東経済産業局）

本補助金により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している。平成28年
度の事業概要を以下に示す。
・「構想普及支援事業」の執行団体は、「一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会」であり、平成28年度は、「事業化可能性
調査」について、新潟３件、岩手県１件、宮城県２件、福島県５件で実施した。また、「マスタープラン策定」について、青森県１件、
秋田県１件で実施した。
・「エネルギーシステムモデル構築事業」の執行団体は、「一般社団法人 低炭素投資促進機構」であり、平成28年度は採択され
たものはなかった。

【結果とりまとめ】

●スマートコミュニティ等の取組の推進にあたって、青森県ではあおもり型スマートコミュニティ創出事業の実施、宮城県では木質バ
イオマス広域利用モデル形成事業の実施、農業用水を利用した小水力発電の実施、エコタウン形成支援事業の実施を行った。ま
た、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に向けて、地産地消型再生可能エネル
ギー面的利用等推進事業費補助金のうち、構想普及支援事業の活用により、東北圏で事業化可能性調査とマスタープラン策定
が行われた。

内川小水力発電所
（出典：宮城県HP）

●エコタウン形成支援事業（宮城県）
地域特性を踏まえた再生可能エネルギー等を利活用する取組

を推進するため、官民が連携して再エネ等の利用検討や可能性
調査、事業化を行う場合に、事業段階に応じた補助金を交付し、
支援するもの。
○エコタウン形成実現可能性調査事業費補助
・丸森町・・・風力及び小水力発電の可能性調査を実施
・南三陸町・・・バイオガス発電施設の稼働率向上のためPR 動
画作成等を実施

●農業用水を利用した小水力発電（宮城県）
せせらぎ水路小水力発電普及推進事業モデル地区として、

平成27年4月に国営大崎西部地区第１号幹線用水路「内
川小水力発電所」の運転が開始され、現在も運用している。
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＜具体的取組の内容＞
循環型社会づくりを推進するため、民間企業、市民等が連携した使用済小型電気・電子機器の広域的回

収システムを構築し、リサイクル技術を活かした非鉄金属の回収を推進するほか、大学等による非鉄製錬産
業及び資源リサイクル産業の研究開発及び人材育成を推進するとともに、家電・廃プラ・焼却灰・水産加工
廃棄物等の各リサイクル拠点の形成を推進する。
また、リサイクル関連業者等が連携し、循環資源に関する情報共有や品質保証機能の付加、リサイクル処

理機能の向上を図るとともに、静脈物流ネットワークの構築へ向けて、能代港、酒田港、姫川港等におけるリ
サイクルポートの取組を推進する。
さらに、市民、ＮＰＯ等による食品残さのたい肥化や飼料化、地方公共団体による下水汚泥の燃料化やたい

肥化、消化ガスを用いた発電、リン回収等、下水汚泥の有効活用の取組を推進するとともに、「都道府県バ
イオマス活用推進計画」、「市町村バイオマス活用推進計画」の策定及び公表された同計画の実現による圏
民各層へのバイオマスの利活用推進に向けた普及啓発等、バイオマスの新たな利活用による農林漁業・農
山漁村地域の活性化、新たな戦略的産業の育成等を推進し、エネルギーの地産地消を目指す。
加えて、市町村が作成する循環型社会推進地域計画に基づき、マテリアルリサイクル推進施設、エネル

ギー回収型廃棄物処理施設等の整備や、二酸化炭素排出の抑制に資する廃棄物処理施設の改良等によ
り、廃棄物処理施設における循環型社会づくりを推進する。
このほか、自動車の製造から使用過程における二酸化炭素排出量は多大であることから、使用済み自動

車の適正処理、二酸化炭素排出量の削減、リサイクル部品の活用促進等の環境保全対策に積極的に取り
組み、自動車分野の循環型社会づくりを推進する。

【東北圏のリサイクルポートにおける廃棄物・リサイクル資源取扱量】

12-4．循環型社会づくりの推進

ＰＪ１２ 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ＰＪ
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◆リサイクルポートにおけるリサイクル関連企業数の推移（全国）

平成13年比
取扱量：約72％増
国内シェア：23.4ポイント増

リサイクルポートにおける国内循環資源取扱量
リサイクルポートの国内シェア

■ リサイクルポートにおける立地企業等の推移（全国の概況）

・リサイクルポートにおけるリサイクル関連企業立地数や循環資源取扱量については、平成13年度から増加している。
・また、近年、循環資源取扱量の国内シェアは微増している。
・平成25年には、港湾における循環資源取扱量（内航貨物）の４割以上をリサイクルポートで取り扱うなど、集約化は一
定程度前進。

出典：港湾局資料

※循環資源：金属くず、再利用資材、廃棄物、廃土砂
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【東北圏のリサイクルポートにおける廃棄物・リサイクル資源取扱量】

【結果とりまとめ】

●東北圏のリサイクルポートにおける廃棄物・リサイクル資源取扱量については、酒田港を例に見るとおり、リ
サイクルポート指定以降、リサイクル関連貨物の取扱量が着実に増加しており、静脈物流ネットワーク構築に
向けた取組が行われている。
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■ リサイクルポート酒田港のリサイクル関連貨物取扱量

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。
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ＰＪ１３ 東北圏の自然環境の保全・継承ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
東北圏の豊かな自然環境や景観、原風景といえる美しい森林や田園、川や湖等の水環境、海辺や海域

の保全・継承の取組を行うとともに、人口減少下における国土管理を適切に推進する。また、東北圏の自然
環境や風景等を保全・継承する人材の育成や地域づくりを圏域全体で推進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

13-1．自然環境の保全に
よる生物多様性の保全

白神山地世界遺産地域連絡会議を通じた連携のもと、関係省庁、地方自
治体等が、白神山地世界遺産地域の適正な保全管理及び利用のための取
組を行っているほか、野生鳥獣の適正管理に関わる取組が図られている。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「北海道・新潟・東北６県スカイパトロール連携」における取組

北海道・新潟・東北６県が連携したヘリコプター等を利用した空からの合同
監視による廃棄物不法投棄防止を通じて循環型社会の構築が図られている。
「白神山地世界遺産地域連絡会議」における取組
平成28年度白神山地世界遺産地域連絡会議、第13・14回白神山地世界

遺産地域科学委員会を開催し、各種事業計画等についての情報共有や専
門家からの助言を受け、白神山地の適正な保全管理が進められている。
「東北地域野生鳥獣対策連絡協議会」における取組

平成28年度東北地域野生鳥獣対策連絡協議会において、関係制度の見
直し、鳥獣被害防止総合対策交付金の活用、ツキノワグマ被害対策等の協
議を通じて、東北地域の野生鳥獣対策が図られている。

13-2．流域圏における水
環境の保全

河川やダム湖等での水質保全等にあたって、東北圏の河川のBODは平成27
年度から平成28年度にかけてほとんどの県にて数％減少し、湖沼のCODでは
ほとんどの県にて達成率が維持または向上している。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会」における取組

河川・湖沼及び水路における河川水質汚濁対策及び河川環境の保全のた
め、連絡協議会では水質調査・水質汚濁・河川環境の保全に関する資料及
び情報の交換等が行われている。阿武隈川水系の水質事故については、過
去3ヵ年で平成28年が最も発生件数が多かった。
「北上川水系水質汚濁対策連絡協議会」における取組

河川・湖沼及び水路における河川水質汚濁対策及び河川環境の保全のた
め、連絡協議会では水質調査・水質汚濁・河川環境の保全に関する資料及
び情報の交換等が行われている。北上川水系の水質事故については、過去
3ヵ年では減少している。

13-3．海域の環境保全 海域環境保全等にあたって、東北圏の海域のCODはほとんどの県において
環境基準達成率が維持または向上している。

13-4．国土の適正な管理 農地等の適切な管理、荒廃農地の再生に向けた取組について、東北圏のい
ずれの県でも再生された面積は増加している。
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【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、自然環境や水環境等各分野において、環境の維持・保全、水
準向上に向けた取組が進められており、自然環境の保全・継承が図られている。
今後の進め方（課題・対応策等）については、引き続き東北圏の豊かな自然環境や水環境等の保全に取り

組み、適切な国土管理に努める。
生物多様性の保全に向けては、白神山地世界遺産地域連絡会議を通じた連携のもと、関係省庁、地方

自治体等が、白神山地世界遺産地域の適正な保全管理のための取組を行うほか、東北圏域における野生
鳥獣対策の連携を進めていく。

流域圏における水環境ならびに海域環境の保全に向けては、河川、湖沼、海域の公共用水域における環
境基準値の状態を今後も定期的に把握し、環境基準値の維持･向上を図るための取組を推進し、水環境等
の保全を図る。

国土の適正な管理に向けては、荒廃農地面積を減らすため農地等の適切な管理、荒廃農地再生等の各
種取組を今後も推進する。
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13-1．自然環境の保全による生物多様性の保全

＜具体的取組の内容＞
市民、ＮＰＯ等の多様な主体が連携・協働し、国立・国定・国営公園等や鳥獣保護区等における保全整備

や適正利用、貴重な生態系等に被害を及ぼす外来種の防除を推進する。
具体的には、白神山地世界遺産地域連絡会議等を通じた関係省庁、地方自治体、ＮＰＯ団体等の連携

による白神山地世界遺産地域及びその周辺地域の保全管理、尾瀬や十和田八幡平を始めとする国立公園
の生態系及び景観の保護、植生荒廃地における植生復元対策等や環境教育、エコツーリズム等を推進する
ほか、市民、民間企業等の連携による十和田湖の水質保全、水産資源の管理等や猪苗代湖への人為的汚
濁負荷の流入の削減、市民、ＮＰＯ等の連携・協働によるラムサール条約湿地の保全と生物多様性の保全
や自然再生推進法に基づいた伊豆沼・内沼等の自然再生の推進等により、貴重な自然環境を保全し、次代
に継承していく。

また、江戸時代から植林が行われてきた庄内海岸を始め、風の松原、屏風山等の歴史や景観上も価値
の高い海岸防災林を保全・再生し、次代に継承する。国有林内の「保護林」とそれらを中心にネットワークを
形成する「緑の回廊」の適切な保全・管理を通じて、生態系ネットワークの構築を図り、生物多様性を確保し
ていく。

【国立・国定・国営公園等や鳥獣保護区等における保全整備状況】

【結果とりまとめ】

●白神山地世界遺産地域連絡会議を通じた連携のもと、関係省庁、地方自治体等が、白神山地世界遺産
地域の適正な保全管理及び利用のための取組を行っているほか、野生鳥獣の適正管理に関わる取組が図
られている。

ＰＪ１３ 東北圏の自然環境の保全・継承ＰＪ

○白神山地世界遺産地域における保全整備の取り組み （国指定白神山地鳥獣保護区）

本計画は、白神山地世界遺産地域において、科学的
知見に基づく順応的保全管理を推進し、今後10年程度
の期間における、関係行政機関等実施のモニタリング内
容や各種調査など、基本的事項をまとめたものである。
平成28年度に、白神山地世界遺産地域科学委員会

からニホンジカ対策等などの助言を受けながら、白神山
地世界遺産地域連絡会議が計画改定を行った。

（平成29年3月31日計画改定）

■白神山地世界遺産地域連絡会議の取り組み

同会議は、白神山地世界遺産地域の適正な保全管理
の推進を図るために関係機関相互の連絡調整を行うことを
目的としている。（平成8年7月設置）
会議を定期的に開催し、世界遺産地域に関する各種事

業調整を行うほか、合同パトロールの実施や、利用者への
入山マナー呼び掛けるなどの活動に取り組んでいる。

■白神山地世界遺産地域モニタリング計画の改訂

地域連絡会議幹事会 合同パトロール

入山マナーチラシの配布 現地調査の様子

（出典・引用：東北地方環境事務所HP）

白神山地世界遺産地域周辺
におけるニホンジカの確認事例

（東北地方環境事務所提供資料より）

（出典：東北地方環境事務所HP）

件数 頭数 件数 頭数

青森

県

105

（118）

146

（160）

25

（16）

28

（17）

秋田

県

46

（67）

52

（88）

18

（28）

18

（33）

全域 白神山地周辺※

＜青森県・秋田県における
平成29年度ニホンジカ目撃情報＞

（各県自然保護課提供、平成29年11月２日時点）

（）内の数値はH28年度
※白神山地周辺...青森県鰺ヶ沢町、西目屋
村、深浦町、秋田県能代市、八峰町、藤里
町の範囲

白神山地世界遺産地域周辺におけるニホンジカの確認について
（東北地方環境事務所・平成28年11月8日報道発表資料から抜粋）
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13-2．流域圏における水環境の保全

＜具体的取組の内容＞
間伐や伐採跡地等への植林の推進や治山施設の整備等による森林整備・保全を行うとともに、水源涵養

機能確保として水田を維持し、流域全体で貯留浸透・涵養能力の保全向上を図る。水源地であるダム湖等
での水質保全を推進するとともに河川においても水環境の保全、水質の改善や親水空間の形成を図る。

また、川や湖を軸とした多様な主体による自然環境の保全・再生、森林の整備・保全・清掃活動、水・川の
文化伝承、環境・防災教育の活動を促進するとともに、圏民意識の醸成を図る。

【公共用水域のBOD･CODの環境基準達成率（河川・湖沼）】

【結果とりまとめ】

●河川やダム湖等での水質保全等にあたって、東北圏の河川のBODは平成27年度から平成28年度にかけ
てほとんどの県にて数％減少し、湖沼のCODではほとんどの県にて達成率が維持または向上している。

ＰＪ１３ 東北圏の自然環境の保全・継承ＰＪ

環境省では、水質汚濁防止法に基づく測定計画に従って国及び地方公共団体が実施した公共用水
域の水質測定結果を毎年取りまとめている。

東北圏各県の河川におけるBODについて、平成27年度では、ほとんどの県で100％を達成していたが、
平成28年度ではほぼすべての県にて達成率は減少した。
東北圏各県の湖沼におけるCODについて、平成26年度から平成28年度では、達成率は岩手県・福島

県にて減少した。宮城県・青森県・秋田県では、いずれの年でも達成率が50％を切っている。

（出典：環境省HP「 （平成26,27,28年度）公共用水域水質測定結果」より抜粋）

※BOD、CODはそれぞれ生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量であり、どちらも水の汚れの
度合いを示す数値である。（参考：）

※ここでの達成率は水域群別環境基準達成率を示し、以下の計算にて算出される。
（達成率（％）＝（達成水域数／類型指定水域数）×１００ ）

なお、環境基準は３～６に分けられた類型毎にそれぞれ目標値が定められている。

（引用・参考：国立環境研究所HPより）
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13-3．海域の環境保全

＜具体的取組の内容＞
国際的な協調・協力体制の下で漂流・漂着ごみ対策や流出油等の海洋汚染対策、海洋環境保全の取組

を推進するほか、沿岸部等において東日本大震災で流出した漂流・海底ごみの処理、海草藻場の保全等、
海域環境の再生を図る。

また、多様な主体の参加による海浜清掃活動等を推進するとともに、環境改善に向けた海浜・干潟の保全
海藻類の移植等を推進する。あわせて、海に対する圏民意識の醸成を図る。

【公共用水域のBOD･CODの環境基準達成率（海域）】

【結果とりまとめ】

●海域環境保全等にあたって、東北圏の海域のCODはほとんどの県にて達成率は維持または向上している。

ＰＪ１３ 東北圏の自然環境の保全・継承ＰＪ

環境省では、水質汚濁防止法に基づく測定計画に従って国及び地方公共団体が実施した公共用水域の
水質測定結果を毎年取りまとめている。
ここでは、公共用水域の環境基準達成率として、海域におけるCODの環境基準達成率、ダムにおける環境
基準達成率について記載する。

（出典：環境省HP「 （平成26,27,28年度）公共用水域水質測定結果」より抜粋）

※BOD、CODはそれぞれ生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量であり、どちらも水
の汚れの度合いを示す数値である。（参考：）

※ここでの達成率は水域群別環境基準達成率を示し、以下の計算にて算出される。
（達成率（％）＝（達成水域数／類型指定水域数）×１００ ）

なお、環境基準は３～６に分けられた類型毎にそれぞれ目標値が定められている。

（引用・参考：国立環境研究所HPより）

東北圏各県の海域におけるCOD
については、平成26年度から平成
28年度では東北圏のほとんどの県
にて達成率が向上または維持され
ている。
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13-4．国土の適正な管理

＜具体的取組の内容＞
豊かな国土を次代に継承するには、農地・農業用水等の適切な管理、荒廃農地の再生に向けた取組を推

進するとともに、水源涵養等に重要な役割を果たす森林の整備及び保全を進める。また、低潮線保全区域
及びその周辺の巡視・調査、地籍調査の計画的な実施や都市における低・未利用地や空き家等の有効活
用を進めるほか、有人離島への持続的な定住に向けた取組を推進する。

さらに、人口減少社会における国土管理を適切に行うには、地域住民を始め、多様な主体と協働で行う取
組を促進させるとともに、圏民意識の向上を図る。

【荒廃農地面積及び再生された面積】

【結果とりまとめ】

●農地等の適切な管理、荒廃農地の再生に向けた取組について、東北圏のいずれの県でも再生された面積
は増加している。

ＰＪ１３ 東北圏の自然環境の保全・継承ＰＪ

（出典：農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査結果」より抜粋）

農林水産省では、荒廃農地の再生利用に向けた施策を推進しており、荒廃農地の荒廃状況、解消状況
等の情報を把握するため、市町村及び農業委員会の現地調査等を実施し、荒廃農地の面積等を毎年公表
している。

ここでは、荒廃農地面積及び再生された面積について記載する。

東北圏各県の荒廃農地面積について、平成27年
から平成28年で減少しているのが6県、増加してい
るのが1県である。

東北圏各県の再生された面積について、平成27
年から平成28年では、いずれの県も増加している。
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ＰＪ１４ 「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ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
多様な主体が連携・協働し充実した教育機会の確保を図り、東日本大震災による被災集落等の復興や中

山間地域等の条件の厳しい地域における集落への支援等、地域活性化に貢献できる人材を育成する。さら
に、地域の産業等を支える人材の確保を図る。

また、東北圏において地域づくりに関する支援は喫緊の課題となっていることから、多様な主体による地域
づくり支援組織である「地域づくりコンソーシアム」を創出し、東北圏においてネットワーク化を図り、住民主体
の地域づくりを支援する取組を推進する。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

14-1．多様な主体による教育機
会の確保及び産業等の担い手支
援

持続可能な地域づくりを目指し、復興支援員制度活用等により人材
育成の機会が確保されており、また、建設業など様々な分野において、
地域産業等を支える人材の確保に向けた取組が推進されている。

14-2．地域づくりコンソーシアムの
構築

地方創生推進交付金を活用した住民主体の地域づくりに向けた事
業が実施されるなど、圏域内の各地で地域づくりコンソーシアムの構築
に向けた取組が進められている。

14-3．地域づくりコンソーシアムを
用いた支援システムの構築

地域づくりに係わる様々な取組が中間支援組織が主体となり各地で
行われており、地域づくりの支援システムの構築が図られている。

14-4．コミュニティ機能の強化 地域コミュニティ形成に資する方々の交流会開催等により、情報共
有や参加者の交流が図られている。また、被災者支援総合交付金を
活用して、各地において様々なコミュニティ形成に向けた取組が図ら
れている。

【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、「東北にっぽん」の創造する多様な主体が連携・協働する地域
づくりに関わる支援ついては、地域の実情とニーズ等を踏まえ、各地で取組が進められている。

今後の進め方（課題・対応策等）については、多様な主体による教育機会の確保及び産業等の担い手支
援に向け、各県等それぞれの主体が取り組んでいる人材育成事業等を継続し、教育機関、企業、行政等、
多様な主体による連携・協働により、持続可能な地域づくりや被災地域の復興に貢献できる人材育成に関
わる取組を推進する。

地域づくりコンソーシアムの構築に向けては、体制整備、運営のあり方に関する検討に継続して取り組むほ
か、中間支援組織によるこれまでの取組や活動事例等を参考にし、今後、住民主体の地域づくりを支援する
システム構築に向けた検討を進める。

コミュニティ機能の強化に向け、交流会開催等による地域コミュニティ形成に資する情報共有や参加者の
交流などに継続して取り組むとともに、各地の様々なコミュニティ形成に向けた取組を継続して支援する。
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14-1．多様な主体による教育機会の確保及び産業等の担い手支援

＜具体的取組の内容＞
大学・学術研究機関、企業、行政等の多様な主体が連携・協働し、地域の課題を踏まえて、持続可能な

地域づくりや被災地域の復興に貢献できる人材育成を推進する。
また、建設業や運輸関連産業等の地域産業の人材確保に向けては、若年層、女性、高齢者の活用方策

を検討するとともに、担い手の高齢化の状況にもかんがみ、技術の維持・継承方策の検討を推進する。
また、地域ビジネス創出を支援する中間支援組織のマネジメント力の向上機会を創出する。さらに、中間

支援組織の人材育成をサポートするため、インターンシップ制度や出向制度等の活用を推進する。
さらに、持続的な地域づくりを行うためには、地域内に住む人材の活用のほかに、外部人材の活用も重要

であることから、地域おこし協力隊や集落支援員の活用を推進するとともに、ＩターンやＵターン等によって地
域に移住・定住する者と地域づくりを担う組織との間における人材のマッチングに精力的に取り組む。

【地域を担う人材の育成及び地域産業等の人材確保に関する取組】

【結果とりまとめ】

●持続可能な地域づくりを目指し、復興支援員制度活用等により人材育成の機会が確保されており、また、
建設業など様々な分野において、地域産業等を支える人材の確保に向けた取り組みが推進されている。

ＰＪ１４ 「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ＰＪ

宮城県は、大震
災で被害を受けた
方の、地域復興を
推進する活動や、
これら活動に取り組
む人材育成活動な
どに対し、「みやぎ
地域復興支援事
業」により支援を
行っている。

活用事例/「伊達ルネッサンス塾」での若者
担い手づくり支援の取り組み
（実施主体：（一社）ふらっとーほく）

○地域を担う人材育成の取り組み一例

岩手県、宮城県、福島県は、平成２８年度に４４２名の

「復興支援員*」を設置し、被災地域の持続可能な地域づく

りや、復興貢献に向けた人材育成など各種活動を実施し

た。

（出典：宮城県HP）

■人材育成に係わる支援事業

「復興支援員制度」
活用事例
（岩手県岩泉町）

（出典：総務省ＨＰ）

■『復興支援員』による人材育成（被災３県）

＊ 復興支援員／復興に伴う地域協力活動を通じ、コミュニティ再構築を図ること目
的とした総務省の制度。支援員を設置する地方公共団体に対し特別交付税を措
置。

○地域産業等の人材確保に関する取り組み一例

（出典：国土交通省HP、東北地方運輸局HP）

■建設業や交通事業分野における取り組み

（出典：「もっと女性が活躍できる建設業」推進パッケージ・事業概要）

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。

第20回東北地方交通審議会（H29.3.17）会議資料より抜粋

東北経済産業局では、中小企業の人材確保・定着にか
かるハンズオン支援、魅力発信力向上支援を実施すると
ともに、企業の即戦力となる女性、ミドル、シニア等多様な
人材とのマッチングを実施。

■産業を支える人材の確保・定着

・東北地域中小企業・小規模事業者人材確保・定着等支
援事業
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14-2．地域づくりコンソーシアムの構築

＜具体的取組の内容＞
大学・学術研究機関、ＮＰＯ、経済団体及び行政等で構成された多様な主体による地域づくり支援組織「地
域づくりコンソーシアム」の構築に向けた課題整理と体制整備及び運営のあり方に関する検討を推進する。

【地域づくりコンソーシアムの構築状況】

【結果とりまとめ】

●地方創生推進交付金を活用した住民主体の地域づくりに向けた事業が実施されるなど、圏域内の各地で
地域づくりコンソーシアムの構築に向けた取り組みが進められている。

ＰＪ１４ 「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ＰＪ

（出典：秋田県提供資料、秋田県HP）

（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」）

大学と県内企業等のマッチングを促進し、県内企業の人材育成と技術強化を図り、 秋田発の持続的な新技術・新
製品開発を支援することを目的として、秋田産学官ネットワークが、平成23年度に設立され、取組が進んでいる。

組織の主な活動内容
1)人材の交流促進

企業等の技術者と大学等の研究員の交流を促進
2)シーズ・ニーズの収集・提供

企業等に役立つ研究シーズを分かりやすく情報提供
3)マッチングの促進

コーディネータの活用等により、研究シーズと企業ニー
ズのマッチング促進
４）事業化に向けた共同研究促進

企業や大学等による事業化に向けた共同研究を促進

人材の交流促進に係わる
活動として「産学官交流プラ
ザ」を平成23年度から開催。
これまで35回開催され、延

べ3,300人余りが参加、研究
開発に携わる関係者との幅
広い交流が図られている。

○秋田産学官ネットワーク（秋田県）

○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り組み（山形県、寒河江市、金山町）

官民協働、政策間連携・地域間連携による「中間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・第2回地方創生推進交付金）
平成28年度は、活力ある地域づくり推進事業として、県内の先駆モデルである、「きらりよしじまネットワーク」の組織形成過

程をマニュアル化し、組織形成に係わる取り組みの普及拡大を図っている。

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

産学官交流プラザの開催状況

【地域運営組織の活動模様】
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14-3．地域づくりコンソーシアムを用いた支援システムの構築

＜具体的取組の内容＞
地域づくりコンソーシアムを構成する多様な主体が連携し、コミュニティ支援のための政策・戦略研究、人材

育成支援及び事例検証等に基づき、住民主体の地域づくりを支援するシステム構築に向けた検討を推進す
る。

また、大学・学術研究機関においては、所属研究スタッフの高度な専門知識を活用し、地域づくりにおける
諸課題への対応について、適切な指導、助言を行うほか、社会的関心を高めるためのメディア・広報戦略を
展開するなど、地域づくり全般の対応に関する相談を受け、総合的なアドバイスや支援を行う。

さらに、ＮＰＯ等においては、所属する人材や業務活動上のネットワークを活用し、取組課題に応じた人材支
援や専門技術・ノウハウ等の支援を行うことにより、地域づくりを援助していく。

行政は、地域づくりコンソーシアムが適切に支援機能を発揮できるよう、仲介機能の役割を積極的に果たし
ていくよう努めるほか、地域づくりコンソーシアムの体制づくりにおける財政的な支援体制の整備に向けた検討
等も推進していく。

企業、経済団体等も、その活動の中で地域づくりコンソーシアムの取組の充実に協力するなど、社会貢献の
役割を検討していく。

【地域づくりコンソーシアムによる支援システムの構築状況】

【結果とりまとめ】

●地域づくりに係わる様々な取組が中間支援組織が主体となり各地で行われており、地域づくりの支援システ
ムの構築が図られている。

ＰＪ１４ 「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ＰＪ

（出典・引用：(一社)東北圏地域づくりコンソーシアムHPより）

東北圏の住民主体の地域づくりを支援するシステム構築に向けた
取り組みについては、中間支援組織として「（一社）東北圏地域づくり
コンソーシアム」が平成24年12月に設立されている。
大学や企業、行政等の多様な主体が協働し、地域づくりにおけるガ

バナンスの改革と地域コミュニティの持続的発展に寄与することを目
的とし、様々な活動に取り組んでいる。

東北圏地域づくりコンソーシアム
概念図

復興公営住宅集会所ベンチづくりの様子
※復興まちづくり支援

南三陸プロジェクトから

自治体担当者円卓会議の開催
※自主事業・みやぎ連携復興センターとの
連携（写真は平成28年6月）

◆（一社）東北圏地域づくりコンソーシアムによる取り組みの事例（平成28年度）

○中間支援組織による支援システムの構築 ※（一社）東北圏地域づくりコンソーシアムの事例

（出典：東北圏広域地方計画 参考資料「広域連携プロジェクト説明図表」）
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14-4．コミュニティ機能の強化

＜具体的取組の内容＞
東日本大震災や高齢化の進展等により弱体化したコミュニティを活性化するため、コミュニティ形成に資

するイベントの実施や交流拠点の確保に向けた支援を行い、地域住民同士の交流を促進する。
また、地域において、住民、行政、医療・介護・福祉の関係者等が協力し高齢者介護、障害者支援、子育

て支援等を行う体制整備を推進する。加えて、支援を要する方々の自立した生活を確保することの重要性に
ついて、地域の誰もが理解を深めて支え合う、｢心のバリアフリー｣に関する施策を推進する。

【コミュニティ活性化支援の取組】

○被災者支援総合交付金によるコミュニティ形成支援 ○地域のコミュニティ形成の取組等の発信

【結果とりまとめ】

●地域コミュニティ形成に資する方々の交流会開催等により、情報共有や参加者の交流が図られている。また、被災
者支援総合交付金を活用して、各地において様々なコミュニティ形成に向けた取組みが図られている。

ＰＪ１４ 「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ＰＪ

（出典：宮城県HP）

※文部科学省は、コミュニティの復興不足により、学習環境が好転していない地域において、
「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。写真は福島県の平成28年度実施の取り組み。

放課後子ども教室推進事業
「お月さまのお話」

学校支援地域本部事業
「仮設住宅住民との交流」

○教育分野での地域コミュニティ再生の事例

■福島県「子どもの学習支援による地域再生事業」

○補助金による支援一例

宮城県は、地域コミュニティ再生活動のための資金等を補
助し、被災地域の生活環境づくりを支援を行っている。平成
28年度は計5回募集し計61件の事業を採択している。

■ ベストプラクティス資料作成・周知

（出典・引用：文部科学省「平成28年度文部科学白書」より）

■「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。

パネルディスカッションの様子 親子向けワークショップの様子

（出典：復興庁HP、岩手県HP 「新しい東北」交流会in釜石 H28.12.17）

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。

被災者支援総合交付金（コミュニティ形成支援事業、心の
復興事業）により、自治体と連携しながら、仮設住宅や災害
公営住宅等の地域コミュニティ組織やＮＰＯ等が取り組むコ
ミュニティ形成の活動、被災者が人とのつながりや生きがいを
持つことができる活動などを支援している。

■「コミュニティ形成支援」、「心の復興」の事業例

・災害公営住宅への入居が始まった新蛇田地区など、新市
街地における自治会立ち上げを支援。（宮城県石巻市）

・ランバイク等体験教室による交流と心身のケア
子ども向けペダルなし自転車の練習会・レース、リーダー育成等を

通じ、外遊びのきっかけづくりと、世代間交流につなげる。 （福島県
新地町）
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ＰＪ１５ 首都圏・北海道・北陸圏等との連携強化ＰＪ

＜プロジェクトの目的＞
北陸新幹線や北海道新幹線開業、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、東アジアやロシア等の

経済成長等の時勢も的確にとらえ、他圏域等との交流・連携による競争力強化、地域活性化、防災力強化を図る。
例えば、ＦＩＴ地域等での取組や大規模災害時のバックアップ機能の確保等首都圏との連携、日本海沿岸地域での

防災や観光に向けた取組を通じた北陸圏との連携、青函圏や北海道・北東北３県での取組を通じた北海道との連携
等により、他圏域等との交流・連携強化を図る。

プロジェクト評価シート

【評価結果】

具体的取組の項目 結果（平成２８年度分）

15-1．首都圏との連携強化 ＦＩＴ地域※における観光周遊ルートが周知され、ＦＩＴ地域の観光資源をいか
した広域観光交流推進に向けた取組が図られている。
※ＦＩＴ地域とは首都圏と東北圏をつなぐエリア

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「ＦＩＴ構想推進協議会」における取組

広域観光や交流・二地域居住の推進、地域ブランドの創出、情報発信の強
化等、ＦＩＴ地域の魅力と強みを最大限にいかしながら、FIT構想の実現と復興・
創生に取り組んでいる。

15-2．北海道との連携強化 「λ（ラムダ）プロジェクト」を推進し、「津軽海峡交流圏」の形成と圏域内外の
交流人口拡大に向けた取組が図られている。

＜プロジェクトに関連する各機関独自の広域連携の取組＞
「縄文遺跡群世界遺産登録推進本部」における取組

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けて、世界遺産登録
推薦書案の改訂、国際フォーラムや国際会議の開催など、普及啓発及び国
際的合意形成の促進が図られている。
「『津軽海峡交流圏』北海道・青森県連絡調整会議」における取組

北海道新幹線の利用促進に関する取組の情報共有や共同事業の実施に
向けた連絡調整・協議等を通じて、北海道新幹線開業・１週年に向けた気運
醸成が行われ、「津軽海峡交流圏」を形成し圏域内の交流の活発化・経済発
展に向けた取組が行われている。
「青函圏交流・連携推進会議」における取組

青函圏交流・連携推進会議総会・情報交換会において交流活動発表や
フォーラムが実施され、青森県と北海道道南圏の会員や各種団体、企業、行
政等の多様な主体による情報交換や交流・連携が図られている。
「青森・函館ツインシティ推進協議会」における取組

青森市と函館市の広報紙やホームページを活用した交流事業PR活動、平
成２８年度青函ツインシティ交流青函子ども絵画展が開催され、青函ツインシ
ティの啓発、交流の裾野の拡大が図られている。
「北海道・東北未来戦略会議」における取組

「第１１回ほくとうトップセミナー」の開催、「交流人口の拡大に資する官民連
携・広域連携事業検討会」の設置準備を通じて、北海道・東北地域の交流人
口拡大が図られている。

15-3．北陸圏との連携強化 「日本の奥の院・東北探訪ルート」のモデルコースの公表のほか、北陸新幹
線沿線における誘客プロモーションが展開されており、北陸圏と連携した日本
海沿岸広域観光ルートの充実に向けた取組が展開されている。
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【進捗状況／今後の進め方（課題・対応策等）】

平成28年度の進捗状況を確認した結果、地域の活性化、観光促進、競争力の強化を目指した様々な取
組が進められており、首都圏・北海道・北陸圏等との連携強化が図られている。

今後の進め方（課題・対応策等）については、それぞれ下記のとおりである。
首都圏との連携強化に向けては、これまでの取組成果を踏まえ、今後は魅力ある地域資源の更なる連携・

活用強化、構成団体間の連携強化、観光業や農林水産業における原発事故の風評払拭に向けた情報発
信の強化等、取組を更に強化し推進する。あわせて、平成30年度で満了予定のFIT構想推進期間を10年
程度延長するとともに、震災の影響等を踏まえた構想の改定を行う。

北海道との連携強化に向けては、津軽海峡交流圏の形成と圏域内外の交流人口拡大、産業経済連携の
強化の取組を引き続き進める。具体的には、セミナーや検討会を継続開催し、地域の諸課題への活発な意
見交換や交流人口拡大に係わる政策等、企画立案を行い、北海道・東北地域の魅力ある文化的・歴史的
資源を地域振興や観光振興へ活用する方策を検討し、これを推進していく。

北陸圏との連携強化に向けては、圏域内の外国人旅行者が増加していることを踏まえ、北陸新幹線沿線
観光地への周遊性向上を図るため、今後はラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピック開催等
の機会を捉え、インバウンドを意識した観光関連HPやパンフレット充実等、外国人旅行者を意識した観光地Ｐ
Ｒ活動等の取組を推進する。
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15-1．首都圏との連携強化

＜具体的取組の内容＞
1．「ＦＩＴ広域対流圏の強化プロジェクト」

（魅力ある地域づくり）
芸術、芸能、文化、歴史的な街並み、自然環境等、魅力的な地域資源を活用した地域づくりを推進する。

また、豊富な地域資源を活用した都市・農山漁村の対流を推進する。さらに、地域特性、魅力的な地域資
源を一体的にとらえた情報発信を推進する。
（広域観光交流の推進）

豊かな地域資源を活かした自然体験や農業体験、農家民宿等、地域住民との交流等「体験」を軸とした
観光を推進する。また、アクアマリンふくしまや五浦海岸等の海洋系リゾートと那須高原や甲子高原、日光国
立公園等の山岳系リゾート、茨城県北ジオパーク、阿武隈高地等を巡る広域観光周遊ルートを構築する。さ
らに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、福島空港等からのインバウンド観光
を推進する。
（移住・二地域居住の推進）
東京圏に近接し、鉄道や高速道路により短時間でアクセスできる利便性を活かし、都内でのＰＲや相談体

制の充実、田舎暮らしツアー、お試し居住等に取り組み、都市とＦＩＴ地域を気軽に行き来する二地域居住や
移住に結びつく人の流れを創出する。
（安全・安心で災害に強い地域づくり）
大規模災害時や地域振興に重要な役割を果たす道路ネットワーク網の整備を促進するとともに、首都圏と

東北圏沿岸部の基幹的な交通基盤を復旧する。また、観光業や農林水産業等に影響を及ぼしている風評
被害を払拭する。

【ＦＩＴ地域の観光周遊ルートの構築やホームページ、キャンペーンによる情報発信】

【結果とりまとめ】

●ＦＩＴ地域における観光周遊ルートが周知され、ＦＩＴ地域の観光資源を活かした広域観光交流推進に向け
た取り組みが図られている。

ＰＪ１５ 首都圏・北海道・北陸圏等との連携強化ＰＪ

（出典：ＦＩＴ構想推進協議会）

○ＦＩＴ地域の観光周遊ルートモデルコース設定と周知
福島、茨城、栃木、宮城、山形、埼玉、東京、神奈川の各道の駅に設置されるフリーペーパー「道の駅」に、

FIT圏域内の観光施設等をまとめた記事「まるっとＦＩＴドライブコース湯めぐりマップ」を掲載し周知を図ってい
る。

フリーペーパー「道の駅」秋号（平成28年度）への掲載
※掲載地域：

福島県・宮城県・山形県版、茨城県版、栃木県・埼玉県・東京都・神奈川県版
配布部数 ：１２万部

※リーフレット作成
（４万部）、各地で周知
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15-2．北海道との連携強化

＜具体的取組の内容＞
（津軽海峡交流圏の形成）
北海道新幹線開業を契機として、青森県全域と北海道の道南地域を一つの圏域とする「津軽海峡

交流圏」の形成を進め、圏域内の交流の活発化を図るとともに、圏域外からの交流人口の拡大と訪
問者の滞留時間の質的・量的拡大を目指す「λ（ラムダ）プロジェクト」を推進する。
（広域観光ルートの形成）

東北と北海道の周遊を目的とした広域観光商品「日本東北縦貫遊」の活用等、ビジットジャパン
地方連携事業により広域的なインバウンド観光振興の取組を推進するほか、大沼国定公園や白神
山地等の自然景観の優れた地域が連携した広域観光ルートの形成を推進する。

さらに、サイクルツーリズム等を通じて東北・北海道の観光魅力を海外に向ける情報発信の取組
を推進する。
（文化・歴史・交流）
三内丸山遺跡等、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた取組を通じ、圏域一

帯となって歴史的な景観等を保存・継承することで、地域の魅力を発信する。
（防災・地域医療）
東日本大震災における経験を活かし、広域災害に備えた地域間連携の強化に向けて、津軽海峡

を介した日本海・太平洋の２面活用による被災地支援や物資供給の確保といった取組を推進する。

【「λ（ラムダ）プロジェクト」の推進】

【結果とりまとめ】

●「λ（ラムダ）プロジェクト」を推進し、「津軽海峡交流圏」の形成と圏域内外の交流人口拡大に向けた取り組
みが図られている。

ＰＪ１５ 首都圏・北海道・北陸圏等との連携強化ＰＪ

■「津軽海峡交流圏ラムダ作戦会議」がスタート（平成29年6月）

○「青森県津軽海峡交流圏ラムダ作戦会議」の設立

＊同会議は平成29年3月末で任期が終了し、二期目が平
成29年6月からスタートしている。青森県単独の名称が名
称変更され、「津軽海峡交流圏」で圏域が統一。北海道・
道南地域で活動している方々も参加。

○平成28年度の取組一例

民間委員で構成される交流圏ラムダ作戦会議を平成25
年3月に設立。平成28年度末まで9回の会議開催を行い
同プロジェクトを推進している。本会議では、様々なアイデア
提案を委員自らのフィールド津軽海峡交流圏の形成に向け
た活動に取り組んでいる。

■ 期間限定でオープン 「ラムダCafe」

ラムダ作戦会議の交流圏創造チーム会議で生まれたアイディ
アの一つ。「青森県・函館DC」を盛り上げるため、八戸市や弘前市、
北海道・江差町などで期間限定でオープン。（H29.7.1～9.30）

■北海道新幹線奥津軽いまべつ駅開業記念
第一回奥津軽周遊ライド

奥津軽周遊ライド実行委員
会による「奥津軽周遊ライド」
を実施。県内外から 80 名
の参加者をむかえ奥津軽い
まべつ駅発着のサイクリング
イベントを開催。
（平成28年3月開催）

（出典・引用：青森県ＨＰより）
（出典・引用：青森県ＨＰより）
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15-3．北陸圏との連携強化

＜具体的取組の内容＞
1．「広域防災・観光に向けた隣接圏との連携プロジェクト」
（広域観光ルートの充実）

2015年春に長野・金沢間が開業し、2022年度末には金沢・敦賀間が開業する北陸新幹線を有効活用
し、国内外からの観光客の誘客促進に向けて、北陸圏と連携した魅力ある日本海沿岸広域観光ルートの充
実と、魅力ある観光資源情報発信の取組を推進する。
（広域交通・情報基盤の整備（社会資本整備））

北陸圏と連携し、環日本海諸国への物流や旅客における航路網の充実や国際物流機能の強化、空港機
能の強化によるユーラシアへのゲートウェイ機能の強化といった取組を推進する。
（文化・自然・交流）

日本海に面する沿岸地域や日本海沿岸の道路を軸とした地域の特色を活かした交流等の文化・自然・観
光等の地域資源を活用した交流促進の取組を推進する。

例えば、「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録（角館祭り、土崎神明社祭、花輪祭、高岡御車
山祭、魚津のタテモン行事、城端神明宮祭、青柏祭等）に向けた取組を通じて、交流を促進する。
（防災・地域医療）

広域連携による降積雪対策の強化に向けて、東北圏及び北陸圏の有する高度な除排雪技術等を連携活
用し、港湾・空港、駅等の交通結節点やこれらにアクセスする道路網等における降積雪対策の取組を、日本
海沿岸地域が一体となって推進する。

【日本海沿岸広域観光ルートの充実状況】

ＰＪ１５ 首都圏・北海道・北陸圏等との連携強化ＰＪ

（出典：国土交通省 観光庁HP）

国土交通大臣認定ルート「日本の奥の院・東北探訪ルー
ト（平成27年6月12日認定）」について、東北観光推進機
構が実施主体となったモデルコースが平成28年4月に公
表されている。

○広域観光周遊ルート・モデルコースの公表

日本の奥の院・東北探訪ルート ／ ③日本海の美と伝統コース

【主たる観光資源】

【ﾓﾃﾞﾙｺｰｽ行程】

（出典：北陸信越運輸局）

平成27年3月の北陸新幹線金沢開業を契機として、沿線
広域での海外誘客を進めるため、石川県・北陸信越運輸局
が中心となり、沿線自治体と東日本旅客鉄道（株）及び西日
本旅客鉄道（株）が連携し、海外メディア招請などの各種誘
客プロモーションが展開されている。

○グランドサークルプロジェクトの実施
～ ビジット・ジャパン地方連携事業 ～

海外メディア招請
（妙高市イルミネーション視察）

タイ旅行博出展

沿線ＭＡＰ作成事業：４５，０００部
メディア招請事業：招請人数→東南アジア８名、東アジア５名、欧米豪１６名
旅行博出展事業：英国、タイ、シンガポールマレーシア

H28年度の主な取組状況

【結果とりまとめ】

●「日本の奥の院・東北探訪ルート」のモデルコースの公表のほか、北陸新幹線沿線における誘客プロモー
ションが展開されており、北陸圏と連携した日本海沿岸広域観光ルートの充実に向けた取り組みが展開され
ている。
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