新市建設計画の変更に係る新旧対照表
頁

項目

表紙

変更年月日及び
変更主体の記載

新

旧

 計画名下部に記載を追加
平成 27 年３月 変更
八 戸 市

目次

変更の趣旨及び
主な変更点の記
載

（記載なし）

 目次下部に記載を追加
＜ 計画の変更にあたって（平成 27 年３月）＞
今回の新市建設計画の変更は、東日本大震災発生後にお
ける合併市町村の実情を踏まえた地方債の特例により、合
併特例債の発行期間が延長可能となったことを受け、合併
特例債の有効活用を通じ、現計画登載事業の一層の推進を
図るため、計画期間を平成 36 年度まで延長するものです。

（記載なし）

◎ 主な変更点： 計画期間の延長、人口等統計値の更新、
財政計画の更新
1

計画策定の方針
３．計画期間

 記載を変更
計画の期間は、合併特例法による財政措置期間である平成 17
年度から平成 36 年度までの 20 年間とします。

計画の期間は、合併特例法による財政措置期間である平成 17
年度から平成 26 年度までの 10 年間とします。

なお、社会経済情勢の変化などに対応し、必要に応じて事業
の見直しを行うなど、計画の適切な進行管理を行います。

ただし、平成 22 年度以降の後期計画は、年数の経過ととも
に社会経済情勢や住民ニーズとの乖離が大きくなる可能性が
あるため、前期計画の終了時点で、社会経済情勢の変化などを
背景とした事業の見直しを含め、計画の進捗状況の評価を行い
後期計画に反映させるものとします。

1

頁
6
～8

項目

新

旧

３．人口及び世
帯数

 平成 22 年国勢調査値を最新とする記載に変更

 平成 12 年国勢調査値を最新とする記載

(1)総人口

平成 12 年における２市村の総人口は、約 24 万 9 千人となっ
ています。
合併後の平成 22 年における新市の総人口は、約 23 万 8 千人
となっており、減少傾向にあります。

平成 12 年における２市村の総人口は、約 24 万 9 千人となっ
ており、近年は横ばいで推移しています。

図：昭和 60 年～平成 22 年までの人口の推移
(2)年齢別人口

図：昭和 60 年～平成 12 年までの人口の推移

平成 12 年における２市村の年少人口割合は 16.2％、老年人
平成 12 年における２市村の年少人口割合は 16.2％、老年人
口は 16.1％となっています。
口は 16.1％となっています。
合併後の平成 22 年においては、年少人口割合は 13.5％、老
年人口は 23.2％となっています。
図：平成 12 年と平成 22 年の年齢別人口割合の比較

(3)産業別人口

平成 12 年における２市村の第一次就業人口割合は 4.6％、第
平成 12 年における２市村の第一次就業人口割合は 4.6％、第
二次就業人口割合は 27.6％、第三次就業人口割合は 67.8％と 二次就業人口割合は 27.6％、第三次就業人口割合は 67.8％と
なっています。
なっています。
合併後の平成 22 年においては、
第一次就業人口割合は 3.7％、
第二次就業人口割合は 23.1％、第三次就業人口割合は 73.2％
となっています。
図：平成 12 年と平成 22 年の産業別人口割合の比較

(4)世帯数

図：平成 12 年の年齢別人口割合

平成 12 年における２市村の世帯数は、約 8 万 9 千世帯とな
っています。

図：平成 12 年の産業別人口割合
平成 12 年における２市村の世帯数は、約 8 万 9 千世帯とな
っており、増加で推移していますが、過去 5 年間の伸びは、以
前に比べて緩やかになってきています。

合併後の平成 22 年における新市の世帯数は、約 9 万 2 千世
帯となっており、過去 5 年間の伸びは、以前に比べて緩やかに
なってきています。
図：昭和 60 年～平成 22 年までの世帯数の推移
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図：昭和 60 年～平成 12 年までの世帯数の推移

頁
14

24

27
～30

項目
冒頭部分

新

旧

 記載を変更
新市建設の基本方針を実現するための具体的な施策として、

新市建設の基本方針を実現するための具体的な施策として、

合併後の 20 年間に実施を予定するハード・ソフト両面の事業

合併後の 10 年間に実施を予定するハード・ソフト両面の事業

を示します。

を示します。

注釈の追加
 記載を追加
「 新 エ ネ ル ギ 注）新エネルギー・ビジョン：風力や太陽光、天然ガス、地熱
ー・ビジョン」
などのクリーンな新エネルギーを適切に導入・推進してい
くための計画。平成 22 年度計画期間終了。

注）新エネルギー・ビジョン：風力や太陽光、天然ガス、地熱
などのクリーンな新エネルギーを適切に導入・推進してい
くための計画。

財政計画

 平成 17～26 年度までの推計

 平成 17～25 年度までを実績値、26 年度は最終予算見込額に
変更
 平成 27～36 年度までの推計を追加

16,17,
18,23,
25

用語の修正
「障がい者」

 「障がい者」表記に統一

 「障害者」

22,23, 注釈の追加
 平成 25 年 5 月 24 日、三陸復興国立公園に指定された旨、適  「県立自然公園 種差海岸」
24
「三陸復興国立
切な箇所に注釈を追加
公園 種差海岸」
31

計画の推進にあ
たって
３．住民参加型
行政の推進

 記載を一部削除
（4 行目より）
このため、新市の政策形成や具体的な事業の実施にあたって
は、パブリック・コメント制度注）を積極的に活用します。また、
広報紙・ホームページの充実など広報広
聴機能の拡充を推進します。

3

（4 行目より）
このため、新市の政策形成や具体的な事業の実施にあたって
は、パブリック・コメント制度注）を積極的に活用します。また、
タウンミーティングや広報紙・ホームページの充実など広報広
聴機能の拡充を推進します。

