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八戸圏域連携中枢都市圏ビジョン《圏域の概況・中長期的将来像編》の変更点について 

 

 主な変更点については、以下のとおり。 

 （１）各種統計数値を最新値に更新 

 （２）圏域市町村の地域資源について追加・修正 

 （３）連携中枢都市圏の取組について最新の事業実績を追加 

 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P2 市町村の概況 三戸町、五戸町の記載内容 各町による修正 

P5 図表 1-5 八戸市内の主要病院と各病院の利用者（患

者）数 

令和元年度各病院調べの

結果を反映 

P7 図表 1-8 土地利用構成割合 令和元年度の数値を反映 

図表 1-9 市町村別 土地面積及び土地利用構成割合 

P16 図表 1-28 合計特殊出生率の推移 平成25－29年の数値を反

映 図表 1-29 合計特殊出生率の推移 

P17 図表 1-30 自然動態の推移 令和元年の数値を反映 

図表 1-31 社会動態の推移 

図表 1-32 人口動態（自然動態＋社会動態）の推移 

P18  図表 1-33 自然動態（出生数及び死亡数）の推移 令和元年の数値を反映 

図表 1-34 自然動態（出生数及び死亡数）の推移 

P25 図表 1-49 事業所数・従業員数の推移 令和元年の数値を反映 

図表 1-50 事業所数の推移 

P28 図表 1-56 農業産出額（耕種）の推移 平成 30年の実績を反映 

P31 図表 1-59 圏域総生産（農業）の推移 平成29年度の実績を反映 

図表 1-60 市町村内総生産（農業）の推移 

P33 図表 1-63 水揚げ高の推移 令和元年の実績を反映 

図表 1-64 水揚げ高（数量ベース）の推移 

P34 図表 1-65 水揚げ高（金額ベース）の推移 

図表 1-66 水産加工品生産高の推移 平成 30年の実績を反映 

図表 1-67 水産加工品生産高（数量ベース）の推移 

図表 1-68 水産加工品生産高（金額ベース）の推移 

P35 図表 1-69 製造品出荷額等の推移 平成 30年の実績を反映 

図表 1-70 製造品出荷額等の推移 

P36 図表 1-71 工業団地数・企業数 令和 2 年 4 月 1 日現在の

数値を反映 図表 1-72 工業団地内企業数の内訳 

P38 図表 1-77 大規模小売店舗数 令和 3年 1月 13日現在の

数値を反映 図表 1-78 大規模小売店舗数内訳 

資料２ 
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該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P39 図表 1-79 観光入込客数の推移 令和元年の実績を反映 

図表 1-80 観光入込客数の推移 

P40 図表 1-81 有効求人倍率の推移 令和 2年 10月現在の数値

を反映 

図表 1-82 病院・診療所数 令和 2年 11月現在の数値

を反映 図表 1-83 病院数内訳 

図表 1-84 診療所数内訳 

P41 図表 1-85 自治体病院・診療所の概要 令和 2年 11月現在の状況

を反映 

P42 図表 1-87 医師充足率の状況 令和 2年 1月 21日現在の

数値を反映 

P43 図表 1-88 福祉施設立地状況 令和 2 年 4 月１日現在の

数値を反映 

P44 図表 1-89 大学、短期大学、高等専門学校と学生数 令和 2 年 5 月現在の状況

を反映 図表 1-90 専修学校数と生徒数 

P45 図表 1-91 研究機関・産業支援機関 令和 2 年 4 月現在の状況

を反映 

図表 1-92 文化・スポーツ施設の立地状況 令和 2 年 11 月 30 日現在

の数値を反映 図表 1-93 文化施設数内訳 

図表 1-94 スポーツ施設数内訳 

P46 図表 1-95 公立図書館・主な図書室の利用状況 平成30年度の実績を反映 

図表 1-96 公立図書館・主な図書室蔵書数内訳 

図表 1-97 公立図書館・主な図書室貸出数内訳 

P47 図表 1-98 ＮＰＯ法人の設立状況 令和 2年 9月 30日現在の

数値を反映 図表 1-99 ＮＰＯ法人数の内訳 

 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P48 八戸市 蕪島物産販売施設「かぶーにゃ」の追加 

三戸町 名久井岳（県立自然公園）、新鮮組、「11ぴきのねこ」のふるさと、地

域商社「㈱SANNOWA」、ミニふじ、三戸田子牛、きんかもちの追加 

つつけ（かっけ）の削除等 

P49 五戸町 石沢駒踊りを石沢駒踊伝承館に修正、町立公民館体育センター、与助

の牛の追加 

田子町 ナニャドヤラ（盆踊り）、町民グラウンド、農村環境改善センター、

大福山公園、たっこにんにくイメージキャラクター「たっこ王子」の

追加等 

P50 南部町 福地体育センター、たいら運動公園、八戸射撃場を追加 

階上町 館神社、巨樹・巨木、クライミングジムノースロック、早生そば加工

品（ジェラート、そば饅頭等）、塩サイダー「どごさいだ～ハマさい

だ～」の追加等 
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該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P51 新郷村 民俗伝承資料室（川代ものづくり学校）、長慶天皇の墓、南部大黒舞、

西越駒踊り、田中獅子舞、間木ノ平グリ―ングラウンドゴルフ場を追加 

平子沢水と緑の森のキャンプ場の削除等 

 おいらせ町 一里塚公園、カワヨグリ―ン牧場パークゴルフ場（日本パークゴルフ

協会認定コース）、長寿日本一の根岸の大いちょうの追加等 

 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P52 図表 1-100 圏域内の公共交通網 令和元年 6 月現在の状況

を反映 

P53 図表 1-101 圏域内の鉄道（東日本旅客鉄道株式会社）

の１日平均乗降人員 

令和元年度の実績を反映 

図表 1-102 圏域内の鉄道（青い森鉄道株式会社）の

１日平均乗車人員 

図表 1-103 路線バスの輸送人員 

図表 1-105 フェリーの運航区間及び旅客数 

P54～115 第 2章 八戸圏域定住自立圏・連携中枢都市圏の取組 令和 3年 1月 31日現在の

連携中枢都市圏事業等の

実績を追加 

 


