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第２期八戸圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更点について 

 

 

１．変更点について 

 主な変更点については、以下のとおり。 
  ①「構成市町村の概況」、「地域資源の状況」の追加・修正 
  ② 各種統計数値を最新値に更新 
  ③ 連携事業の追加・変更 
 
【変更箇所等】 

第１章 圏域の概況 

１ 構成市町村の概況 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P2～4 三戸町、五戸町、おいらせ町の記載内容 各町村による修正 

２ 地域資源の状況 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P5～6 八戸市 ・史跡根城跡 ⇒ 国史跡根城跡に変更 
・FLAT HACHINOHEを追加 
・八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館を追加 
・市営魚菜小売市場 ⇒ 八戸市魚菜小売市場に変更 
・まちなか広場「マチニワ」  
⇒ 八戸まちなか広場「マチニワ」に変更 

三戸町 ・三戸城跡城山公園 ⇒ 国史跡三戸城跡城山公園に変更 
・アップルドーム「馬場のぼるの部屋」 
⇒アップルドーム「ほのぼの館・馬場のぼるの部屋」に変更 

五戸町 ・五戸代官所を追加 
・（スポーツ施設）ひばり野公園 
 ⇒ ひばり野公園スポーツ施設に変更 
・たんぼのゆっこ ⇒ 新・たんぼのゆっこに変更 
・ひばり野公園を追加（レクリエーション施設） 

田子町 ・田子町文化観光交流施設「TakkoVisitor Center みろく館」を追加 
南部町 ・史跡聖寿寺館跡 ⇒ 国史跡聖寿寺館跡に変更 

おいらせ町 ・長寿日本一の根岸の大いちょう ⇒ 根岸の大いちょうに変更 
・史跡「阿光坊古墳群」 ⇒ 国史跡「阿光坊古墳群」に変更 
・県重宝「聖観世音菩薩立像」を追加 
・ファーマーズマルシェ ひとつぶ 
⇒ファーマーズマルシェ hitotsubu に変更 

・黒ホッキ、キクイモを追加 
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３ 圏域の結びつき 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P7 図表 1-1  人口総数及び昼夜間人口比率 R2 年の国勢調査結
果を反映 図表 1-2  八戸市への通勤・通学者状況（％） 

４ 人口の動向 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P12 
図表 1-9  合計特殊出生率の推移 

R3 年の数値を反映 
図表 1-10 構成市町村別 合計特殊出生率の推移 

P13 図表 1-11 人口動態（自然動態＋社会動態）の推移 R3 年の数値を反映 

P14 
図表 1-12 自然動態（出生数及び死亡数）の推移 

R3 年の数値を反映 
図表 1-13 自然動態の推移 

P15 
図表 1-14 社会動態（転入数及び転出数）の推移 

R3 年の数値を反映 
図表 1-15 社会動態の推移 

P16 図表 1-16 年齢階級別 純移動数（転入-転出） R2 年の国勢調査結
果を反映 

５ 産業の動向 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P18 
図表 1-19 産業３区分別 就業者数の推移 

R2 年の数値を反映 図表 1-20 構成市町村別 第１次産業就業者数及び就業割合
の推移 

P19 

図表 1-21 構成市町村別 第２次産業就業者数及び就業割合
の推移 R2 年の数値を反映 図表 1-22 構成市町村別 第３次産業就業者数及び就業割合
の推移 

P20 
図表 1-23 有効求人倍率の推移 R4 年 9 月までの 

数値を反映 

図表 1-24 構成市町村別 工業団地数・企業数 R4 年 4月 1日現在
の数値を反映 

P21 
図表 1-25 製造品出荷額等の推移 

R2 年の数値を反映 
図表 1-26 構成市町村別 製造品出荷額等の推移 

P22 
図表 1-27 製造業従業者数の推移 

R2 年の数値を反映 
図表 1-28 構成市町村別 製造業従業者数の推移 

P25 
図表 1-33 構成市町村別 大規模小売店舗数 R4 年 9月 14 日現在

の数値等を反映 図表 1-34 店舗面積が 10,000 ㎡以上の大規模小売店舗一覧 

P26 
図表 1-35 農業産出額 

R2 年の数値を反映 
図表 1-36 構成市町村別 農業産出額 

P27 図表 1-37 構成市町村別 農業産出額（耕種・畜産）の推移 R2 年の数値を反映 
P28 図表 1-38 農業就業者数の推移 R2 年の数値を反映 

P28 図表 1-39 構成市町村別 農業総就業者数と 65 歳以上の 
      農業就業者数の推移 

R2 年の数値を反映 
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P29 図表 1-40 耕地面積・耕作放棄地面積の推移 R2 年の数値を反映 
図表 1-41 構成市町村別 耕地面積・耕作放棄地面積の推移 

P30 図表 1-42 林業総収入の推移 R2 年の数値を反映 図表 1-43 構成市町村別 林業総収入の推移 

P31 図表 1-44 林業就業者数の推移 R2 年の数値を反映 図表 1-45 構成市町村別 林業就業者数の推移 

P32 図表 1-46 水揚げ高の推移 R3 年の数値を反映 図表 1-47 構成市町村別 水揚げ高の推移 
P34 図表 1-50 観光入込客数の推移 R3 年の数値を反映 

図表 1-51 構成市町村別 観光入込客数の推移 

６ 都市機能・生活機能の状況 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P35 
図表 1-52 構成市町村別 病院・診療所数 R3 年 11 月現在の 

数値を反映 
図表 1-53 自治体病院・診療所の概要及び指定病院の状況 廃止に伴う一部削除 

P36 
図表 1-54 自治体病院医師充足率の状況 R3 年の数値を反映 

図表 1-55 構成市町村別 福祉施設の数 R4 年 4月 1日現在
の数値を反映 

P37 
図表 1-56 構成市町村別 文化・スポーツ施設の数 

R4 年 12 月 1 日現在
の数値を反映 図表 1-57 構成市町村別 NPO 法人の数 

図表 1-58 NPO 法人の設立状況（分野別） 

P38 
図表 1-59 構成市町村別 小・中学校数と児童・生徒数 

R4 年度数値を反映 図表 1-60 構成市町村別 高等学校数と生徒数 
図表 1-61 構成市町村別 専修学校数と生徒数 

P39 図表 1-62 大学、短期大学、高等専門学校と学生数 R4 年度数値を反映 

P41 図表 1-65 鉄道の１日平均乗降人員の推移 R3 年度の数値を反映 図表 1-66 事業者別 鉄道の１日平均乗降人員の推移  

P42 図表 1-67 路線バスの輸送人員の推移 R3 年度の数値を反映 図表 1-68 事業者別 路線バスの輸送人員の推移 

P43 図表 1-69 フェリーの旅客数の推移 R3 年度の数値を反映 図表 1-70 フェリーの運航区間及び旅客数の推移 

第３章 将来像の実現に向けた具体的取組 

該当ページ              変更内容 

P48 
P82 「61.教職員研修連携事業」を追加      （※事業内容は次頁に掲載） 

P62 「26.グリーン・ツーリズム推進事業」を変更 （※変更内容は次頁に掲載） 

付属資料 

該当ページ 該当箇所 変更内容等 

P95 八戸圏域連携中枢都市圏ビジョン懇談会構成員名簿 R5 年 2 月時点に更新 
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２．新規事業の追加 

事業名 事業の概要 

№61 教職員研修連携事業 

【事業内容】 

  八戸市総合教育センターと各町村の教育委員会が連携し
て、圏域の教職員を対象とする研修講座を共同で実施する
ことにより、圏域の教職員の研修機会の増加、教職員個々
の資質と能力、及び圏域全体の教育力の向上を図る。 

【関係市町村】 全市町村 

【成 果 指 標】 共同実施講座数 13 講座 

【事業見込額】 令和５年度 16,734千円 

 

 

３．事業内容の変更 

事業名 変更の内容 

№26 グリーン・ツーリズム

推進事業 

○関係市町村に「新郷村」を追加 
 
【変更前】  

 八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町 
 

【変更後】  

 八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、 
 新郷村 

 


