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序 計画の策定にあたって 

 
１．策定の趣旨 

八戸市では、これまで昭和 47 年（1972 年）、昭和 53 年（1978 年）、昭和 63

年（1988 年）および平成 10 年（1998 年）の４次にわたり総合計画を策定し、

総合的・計画的な市政運営を図ってきました。 

平成 10 年（1998 年）に策定した第４次八戸市総合計画は、平成 24 年度（2012

年度）までの 15 か年の基本構想と、前期・中期・後期に分けた５か年ごとの基

本計画から構成され、「人・産業・文化のフロンティア都市」の実現を目指し、

各種施策を展開してきました。 

しかしながら、第４次八戸市総合計画策定時と比べ、当市を取り巻く環境は

大きく変化し、時代の転換期を迎えていることから、新たに第５次八戸市総合

計画を策定いたしました。 

 

 

２．計画の位置づけ 
本計画は、当市のこれまでの歩みをふまえ、これから時代をどうとらえ、ど

のように進むべきかについて、10 年という計画期間のなかで示すものです。 

当市は古くから、農作物の生育に悪影響をもたらす冷涼な東風「やませ」の

影響など厳しい自然環境下にあり、「ケガジ」といわれるききんに何度も見舞わ

れながらも、先人たちはまちを広げ、海に乗り出し、やせた大地を耕しながら、

この地域で生活を営んできた歴史があります。その結果、今では、６度の水揚

げ量日本一を記録した水産業の集積、北東北随一の工業集積、青森県南から岩

手県北にまたがる広域商圏の形成、北日本屈指の国際貿易港など、北東北を代

表する産業都市に成長してきました。 

過去の全国総合開発計画をはじめ、国主導のもとに地方の開発が進められた

時代には、新産業都市、むつ小川原、東北新幹線、東北自動車道、八戸ニュー

タウンなど、当市も開発型の発展を歩んできました。これらの整備によって今

日の繁栄がある一方で、生活環境の悪化、家庭や地域の教育力の低下、地域コ
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ミュニティの弱体化、少子化に伴い予想される活力の低下といった課題を抱え

ています。 

これからの時代、当市が自立した地方政府として持続的に発展するためには、

これまでの歴史を踏まえつつ、地域資源を最大限活用しながら、新しい自治の

仕組みや、地域の新しい経済循環システムの構築が急務となっています。 

本来、自治とは、住民と自治体の責任のもと、地域の実情に応じた適切な施

策が主体的に決定・実行され、住民満足度の高い地域社会が実現されるもので

なければなりません。そのため、身近な地域のことは地域住民の相互扶助のも

とに解決する地域コミュニティの再生や、市民、事業者および行政など、多様

な主体が公共を担う新しい自治を構築する必要があります。 

また、当市を中心とする八戸地域が、今後、活力と魅力あるまちとなるため

には、第 1 次産業の価値の見直し、第 2 次産業の再構築、第 3 次産業の高度化

など、経済状況や産業構造の変化等に対応した、内発的経済発展が可能な自立

型経済圏の形成が急務となっています。 

わたしたちは今、どのような「八戸市」をつくろうとしているのか、また、

次代を担う郷土の子どもたちに、将来どのような「八戸市」を残すことができ

るのか、自立した地方政府構築に向けた「八戸モデル」を示す大切な時期を迎

えています。 

そしてこれからの 10 年こそ、わたしたちは、しっかりとしたまちづくりのビ

ジョンを持ち、市民、事業者および行政が目標意識を共有しながら、地域資源

を十分に活用して、八戸づくりを進めていかなければなりません。 

その柱となるのが、今回の第５次八戸市総合計画であり、わたしたちのまち

づくりすべての基本となるものであります。 
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３．計画の体系 

本計画では、政策や施策の目標と方向を示す基本構想と、具体的な施策や事

業を定めた推進計画について記しています。 

基本構想は、市民と行政が共有する八戸市の将来都市像を掲げ、10 か年の市

政運営のビジョンを明らかにしています。 

推進計画は、基本構想に基づいて、５か年で取り組むべき具体的な施策や事

業を明らかにしています。 

 

 

計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 か年の市政運営のビジョン 

 

基本構想に基づき、計画期間内に取
り組むべき具体的な施策や事業を定

めた 5 か年ごとの計画 

基本構想 

推進計画 

総合計画 
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４．計画期間 

基本構想の計画期間は、平成 19 年度（2007 年度）から平成 28 年度（2016

年度）までの 10 か年とします。 

 

計画期間 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

５．計画の構成 
基本構想は、第１「まちづくりの歩み」、第２「地域資源」、第３「まちづく

りの課題」、第４「将来都市像」、第５「自治経営戦略の方向」、第６「分野別計

画の方向」、第７「地域別まちづくりの方向」で構成します。 

 

第１ まちづくりの歩み 

先史から現在に至るまでの、当市のまちづくりの歩みを整理したものです。 

第２ 地域資源 

これからのまちづくりにおいて大切にしていきたい、先人たちが築き上げて

きた有形・無形の地域資源について取りまとめたものです。 

第３ まちづくりの課題 

昨今の社会経済情勢をふまえて現状を整理し、これからのまちづくりにおい

て取り組むべき課題を取りまとめたものです。 

第４ 将来都市像 

基本構想に定める計画期間のなかで、当市が目指す将来都市像を示したもの

基本構想（10 か年） 

前期推進計画（５か年） 後期推進計画（５か年）

平成 19 年度 

(2007 年度) 

平成 23 年度

(2011 年度)

平成 24 年度 

(2012 年度) 

平成 28 年度

(2016 年度)
～ ～ 
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です。 

第５ 自治経営戦略の方向 

自治経営の基盤づくりに向け、住民自治の推進や、自治体経営の強化に関す

る取組みの方向について、取りまとめたものです。 

第６ 分野別計画の方向 

将来都市像を実現するために、取り組むべき施策の方向について、各分野ご

とに取りまとめたものです。 

第７ 地域別まちづくりの方向 

目指すべき全市的な都市構造のなかで、地域住民にとって身近な地域別まち

づくりの方向について示したものです。 

 

 

６．計画の範囲 

本計画の範囲は、当市が主体となって推進する施策や事業を基本としますが、

国、県、一部事務組合などの公共機関や、市民、事業者、ＮＰＯ等の参加・支

援・協力が不可欠であることから、これら公共機関や民間等が実施する施策や

事業も含めています。 
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第１ まちづくりの歩み 

 

当市には、是川遺跡に代表される縄文時代の遺跡が数多く残されており、古

くから人々の生活が営まれていたことが分かります。また、国内に類をみない

「獅噛式三累環頭大刀柄頭」を出土した丹後平古墳群に代表される奈良、平安

時代の遺跡も数多くみられますが、当地方は、まだ古代律令国家の勢力外の地

だったと考えられています。 

建武元年(1334 年)、甲斐の国（現在の山梨県）の南部師行が根城に城を構え

たと伝えられ、それ以降南部氏が戦乱の北東北を鎮め、５代にわたって南朝に

尽くし、当地方の基礎を築きました。その後、三戸南部が台頭、居城を今の盛

岡に移し、根城南部は、その支配を受けるようになりました。寛永４年（1627

年）には盛岡の南部利直の命により根城の地を離れ、今の岩手県遠野市に国替

えになりました。 

寛文４年(1664 年)、盛岡藩主南部重直は後継ぎを決めずに死去したため、幕

府は弟重信に盛岡８万石、次弟直房に八戸２万石を分け与えました。ここに八

戸藩が誕生し、八戸発展の新たな出発点となりました。 

昭和４年（1929 年）、八戸町、小中野町、湊町および鮫村が合併し、人口約

５万２千人の八戸市が誕生しました。その後、昭和 30 年（1955 年）の周辺４

村の合併や平成 17 年（2005 年）の南郷村との合併などを経て、現在、人口約

25 万人の北東北の中核都市に成長しています。 

「八戸は海から拓け、海とともに発展してきた」といわれるように、江戸時

代から交易の拠点として栄えた八戸港は、明治以降、漁港および商港の近代化

が進められ、昭和 14 年（1939 年）に開港指定、昭和 26 年（1951 年）に重要港

湾に指定され、港の整備に拍車が掛かりました。その後、昭和 39 年（1964 年）

の新産業都市の指定などにより、八太郎地区や河原木地区で港湾整備が進めら

れ、八戸港の港湾貨物取扱量は東北地方でトップクラスとなっています。 

さらに現在は、東南アジア航路、中国・韓国航路、北米航路、横浜港との内

航フィーダー航路などのコンテナ航路を有し、北東北地域と世界を結ぶ国際物

流拠点としての役割を担っています。 
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昭和 35 年（1960 年）、特定第三種漁港に指定されたのを契機に、魚市場の整

備や背後施設の建設など、水産都市としての基盤整備が進められ、過去６度、

水揚げ量日本一を記録しています。現在、水産資源の減少や国際的な漁業規制

により、水揚げ量は減少傾向にあるものの、依然として数量、金額ともに全国

上位となっています。 

地域の食料供給を担う農業については、当市でも、野菜、花き、果樹、畜産

など、地域特性を生かした多様な生産が展開されています。なかでも、南郷区

のソバやブルーベリー、市川地区のハウス栽培のイチゴなどは地域の特産とな

っているほか、畜産は臨海部の大規模な飼料コンビナートを背景に、当市の農

林畜産業粗生産額の約６割を占める重要産業となっています。 

また、昭和 39 年（1964 年）の新産業都市の指定を契機に、第二工業港の建

設、第二臨海工業地帯や工業用水道、産業道路の整備など、産業基盤の強化が

図られ、紙・パルプ、非鉄金属、鉄鋼、食料品等を中心に、臨海型・素材型産

業の集積が進みました。さらに、平成元年（1989 年）の頭脳立地法の指定など

により、八戸ハイテクパークとその中核施設である八戸インテリジェントプラ

ザが整備され、青森県工業総合研究センター八戸地域研究所とともに、地域産

業の高度化・高付加価値化が進められています。また、隣接の八戸北インター

工業団地には、賃貸型工場「テクノフロンティア八戸」も整備され、技術の高

度化、新製品の開発、新分野への進出等を促進しています。 

近年では、当市を含む地域が、相次いであおもりエコタウンプランの承認、

総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）の指定および環境・エネルギー産業

創造特区の認定を受けています。臨海部に集積している基礎素材型産業の技術

を生かしたリサイクル関連事業や、新エネルギー関連事業の推進などにより、

地域産業の活性化を目指しています。 

当市には、首都圏と直結する東北縦貫自動車道八戸線や、本州と北海道を結

ぶフェリーが就航する八戸港、札幌、東京および大阪を結ぶ三沢（八戸）空港

など、陸・海・空の交通結節点が整備されています。さらに、平成 14 年（2002

年）、東北新幹線盛岡～八戸間の開業により、本格的な高速交通時代に突入しま

した。 

一方、こうした産業基盤の整備にあわせて、市民の日常生活を支える道路、
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公園、上下水道など、生活基盤の整備が着々と進められています。また、快適

でうるおいのある居住環境の整備を推進してきており、市街化区域の約 34％に

おいて、土地区画整理事業が完了または事業中となっています。合わせて、恵

まれた自然環境の保全、新エネルギー・省エネルギーの促進、災害の防止や防

犯対策など、安らぎのある安全なまちづくりを進めています。 

また、健康づくりの推進、子育て支援の充実、高齢者・障害者のいきがいづ

くりなど、男女の区別を問わず、すべての市民が、住み慣れた家庭や地域社会

のなかで、いきがいをもって安心して暮らせる地域福祉の充実に努めています。 

近年では、平成 14 年（2002 年）に開設された八戸市民活動サポートセンタ

ーなどを舞台に草の根の市民活動が活発化しており、約 160 団体が同センター

に登録し、また、市内の 31 団体（平成 18 年 1 月末現在）がＮＰＯ法人の認証

を受けています。 

当市には、是川石器時代遺跡、丹後平古墳群など、学術的に重要な国指定史

跡があり、また、国の重要無形民俗文化財に指定された八戸三社大祭や八戸え

んぶりのほか、国宝の「赤糸縅鎧・兜」や「白糸縅鎧・兜」など、後世に伝え

残すべき歴史的・文化的財産が多数存在します。そして、市民の芸術・文化に

対する関心は高く、音楽や演劇をはじめとした芸術・文化活動が盛んに行われ

ています。また、市民のスポーツに対する関心も高く、体力・健康づくりから

競技スポーツまで、スケート、アイスホッケーはじめ、各種スポーツが盛んに

行われています。 

当市では、南部藩時代の歴史的つながりなどを大切にし、北奥羽開発促進協

議会、三陸沿岸都市会議、南部首長会議、戸のサミット会議など、地域・都市

間の交流・連携を進めています。 

さらに、平成５年（1993 年）に姉妹都市提携したアメリカのワシントン州フ

ェデラルウェイ市や、中国の蘭州市など友好関係にある海外の都市等との間で、

教育・文化、産業・経済など様々な分野での交流を進めています。 

このように、当市は、古代から脈々と続く歴史・文化を受け継ぎながら、北

東北の中核都市として発展しています。 
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第２ 地域資源 

 

太古の昔から、わたしたちの先人たちは、この地において時代時代に営みを

繰り広げ、地域特有の文化や産業をはぐくんできました。厳しくも豊かな自然

との共存のなかではぐくんできた有形・無形の地域資源は、成長期から成熟期

に入った当市のまちづくりにおいて大切な資源であり、まちづくりの原点とも

いえます。 

 

１．市民力 

まちづくりは、これまでも、そしてこれからも、市民が主人公です。当市で

は、昭和 50 年代の社団法人八戸青年会議所の「ラブはちのへ」運動に象徴さ

れるように、早くから市民主体のまちづくりが展開されてきました。 

近年は、福祉、教育、国際交流、まちのにぎわいづくりなど、幅広い分野に

おいてＮＰＯが主体となった活動が盛んになり、市民主体のまちづくりが活発

になってきています。 

平成 17 年（2005 年）４月には、市民の手作りによる八戸市協働のまちづく

り基本条例が施行され、今後、地域コミュニティ計画の策定や、政策・事業提

案制度の創設など、地域コミュニティの振興や市民活動の促進を図ることが必

要になっています。 

また、普段農業に携わらない都会の人々が農作業を手伝う援農や、車椅子移

送サービスなど、市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法に

より解決するコミュニティビジネスも活発化しています。 

このような市民活動や地域コミュニティ活動は、今後のまちづくりを支える

大きな力となります。 

 

２．自然環境 

当市は青森県南東部に位置し、夏は過ごしやすく、冬は北東北にありながら
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降雪量が少なく、日照時間が多いのが特徴です。 

太平洋に臨む名勝種差海岸は、県立自然公園にも指定され、海岸一帯は海浜

植物の宝庫であり、希少種が自生しています。初夏にはニッコウキスゲ、ハマ

ナス、ノハナショウブなどが咲き乱れ、八戸を代表する行楽地となっています。 

この種差海岸の北端に位置するウミネコ繁殖地蕪島は天然記念物に指定さ

れ、毎年３月には約３万５千羽のウミネコが飛来し、７月下旬頃まで、蕪島は

ウミネコの鳴き声に包まれ、全国から多くの観光客が訪れます。 

市街を三分するように流れる馬淵川や新井田川には、魚類やカニなどの水生

動物が豊富に生息するほか、ハクチョウやカモなどの渡り鳥が越冬するなど、

四季を通じて数多くの生き物が見られます。また、市街地を取り囲む丘陵地は

身近な里山であり、これら多くの自然環境は、わたしたちの生活にうるおいや

安らぎを与える大切な資源です。 

市南部に位置する世増ダムの青葉湖は、新緑や紅葉など、季節ごとに美しい

景色を楽しめるほか、この地区には、「八戸市民の森」として親しまれる不習

（ならわず）岳があり、貴重な自然資源となっています。 

 

３．歴史・文化 

当市には日本の縄文時代を代表する是川遺跡があります。また、近くの風張

遺跡から出土した「合掌する土偶」は、祈りをささげている様子を模したと考

えられています。こうした歴史・文化的な遺産は、これからの八戸のまちづく

りを考える上で再認識すべきものです。 

中世には、甲斐の国（現在の山梨県）の南部師行が根城に居を構え、津軽地

方、秋田県北東部、岩手県北地方までを勢力範囲とし、当地を治めたといわれ

ています。 

近世には、商業や八戸湊の交易によって、八戸藩は２万石の城下町として栄

え、現在の八戸の礎を築きました。八戸の「顔」である中心市街地は、この当

時に整備されたものです。 

県南地方最大の祭事で、日本一の山車まつりといわれる八戸三社大祭や、豊



- 11 - 

年祈願の代表的な郷土芸能であるえんぶりは、ともに国の重要無形民俗文化財

に指定されています。近年は、八戸市民フィルハーモニー交響楽団の演奏会や

南郷区のサマージャズフェスティバルなど、新しい芸術文化活動も活発化して

います。 

また、当地からは、江戸時代中期の思想家で、男女平等や環境問題など、当

時としては先駆的な思想を説いた安藤昌益や、作家の北村小松氏、日本初の婦

人記者の羽仁もと子氏、芥川賞作家の三浦哲郎氏など、多くの文化人を輩出し

ています。 

 

４．広域交流の拠点機能 

当市は、人口約 70 万を擁する北奥羽地域の経済・社会・文化の中心として栄

えてきた歴史を有しています。商業・業務、娯楽・飲食、教育・文化・スポー

ツなどの多様な都市サービスが集積するなど、都市の魅力とにぎわいを提供す

る広域的な人・モノ・情報の交流の場です。 

また、当市は、陸・海・空の交通の結節点として北奥羽地域と全国各都市を

結ぶ交通の要衝となっています。東北縦貫自動車道八戸線は、八戸市と首都圏

を直結しており、現在、八戸・青森間の整備が進められています。また、八戸・

久慈自動車道は、当市と三陸沿岸地域と交流・連携を支える重要な路線として

整備が進められています。 

平成 14 年（2002 年）12 月の東北新幹線盛岡・八戸間の開業により、八戸・

東京間が３時間弱に短縮されました。現在、八戸・新青森間が平成 22 年度（2010

年）の完成をめどに工事が進められており、広域的な交流・連携にさらに弾み

がつくことが期待されます。 

市内中心部から車で約 30 分のところに三沢（八戸）空港があり、東京、札幌

および大阪と直結しています。また、八戸港には、本州と北海道を結ぶフェリ

ーが就航しており、人とモノの交流を支えています。 

平成６年（1994 年）には、東北初の国際コンテナ定期航路となる東南アジア

航路が開設されました。その後、中国・韓国航路、北米航路、横浜港との内航
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フィーダー航路が開設され、八戸港は、北東北と世界を結ぶ国際物流拠点とな

っています。 

 

５．北東北の経済をけん引する産業集積 

当市は、過去６度も水揚げ日本一を記録するなど、全国屈指の水産都市であ

り、イカの水揚げは全国の水揚げ量の約半分を占めています。 

また、近年は農業に対する注目が集まっていますが、当市でも、野菜、花き、

果樹、畜産など、地域特性を生かした多様な生産が展開されています。なかで

も、南郷区のソバやブルーベリー、市川地区のハウス栽培のイチゴなどは地域

の特産となっているほか、畜産は臨海部の大規模な飼料コンビナートを背景と

し、当市の農林畜産業粗生産額の約６割を占める重要産業となっています。 

昭和 39 年の新産業都市指定以来、臨海部を中心に、紙・パルプ、非鉄金属、

鉄鋼等の臨海型・基礎素材型の工業集積が進んだ結果、北東北随一の工業都市

として発展してきました。 

一方、内陸部では、八戸ハイテクパークに産業支援施設である八戸インテリ

ジェントプラザや青森県工業総合研究センター八戸地域研究所が立地している

ほか、八戸北インター工業団地を合わせた八戸グリーンハイテクランドを中心

に、ソフトウェア業や、電子部品、精密機械部品をはじめとした製造業などの

企業集積が進んでおり、新たな高度技術産業の生産拠点を形成しています。ま

た、大学等学術研究機関としては、八戸工業大学、八戸大学および八戸工業高

等専門学校が立地しており、研究開発の拠点として地域産業の高度化に寄与し

ています。 

近年では、地域に集積した技術や産業を生かして、あおもりエコタウンプラ

ンや環境・エネルギー産業創造特区の推進、八戸港の総合静脈物流拠点化とい

った環境・エネルギー・リサイクル関連産業の集積が進展するなど、地域特性

と新しい技術が融合し、新たな産業が動き出しています。 
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第３ まちづくりの課題 

 

人口減少時代の到来や、急速な少子・高齢化の進行に加え、既存産業の低迷、

環境問題の深刻化、安全に対する不安、財政危機など、戦後半世紀、右肩上が

りの経済成長と人口増加の時代には見過ごされてきた問題が次々と顕在化する

事態に、現在わたしたちは直面しています。 

こうしたなか、わたしたちのまちを住みよい魅力あるまちとして持続的に充

実・発展させるために、今後取り組むべきまちづくりの課題を次のとおり整理

します。 

 

１．まちづくりの仕組みの転換 

わたしたちは、元来、地縁をもとにして強い絆で結ばれた地域コミュニティ

のなかで、お互いに支え合い、協力し合いながら暮らしてきました。しかしな

がら、近年の都市化の進展などにより、地域における連帯感や公共心が希薄化

し、地域コミュニティの機能低下が懸念されています。 

当市では、平成 17 年（2005 年）4月 1 日から、八戸市協働のまちづくり基本

条例が施行され、また、近年は、特色あるコミュニティ活動の活発化、市民活

動の活発化、コミュニティビジネスの芽生えが見られます。 

また、日常生活圏の広域化や、公共の担い手としての行政の役割が見直され

るなか、市町村合併の推進や、小さな政府の実現に向けた行財政改革が進んで

います。適切な財政運営はもちろん、選択と集中によるめり張りのある政策決

定や広域的行政サービスの充実など、柔軟性とスピードある行政経営が必要で

す。 

こうしたまちづくりの仕組みの転換期のなかで、公共の担い手としての市民、

事業者、行政のそれぞれが、適切な役割分担のもとに、お互い協力して住みよ

いまちづくりを実践する仕組みづくりが必要となっています。 
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２．人材の育成と活用 

「まちづくりは、人づくりから」といわれるように、個性豊かで、魅力と活

力にあふれたまちづくりには、年齢・性別・国籍を問わず、それぞれの分野で

いきいきと活躍する人材の育成と活用が不可欠です。 

当市では、「夢はぐくむふれあいの教育 八戸」を基本理念に、家庭、学校、

社会における教育課題に取り組んできました。これまで、中学生を対象とした

職場体験活動の「さわやか八戸グッジョブ・ウィーク」、多彩かつ質の高い内容

の市民大学講座の開講、科学する心をはぐくむ体験活動、青少年の健全育成の

ための「さわやか八戸あいさつ運動」などに取り組んでいます。 

また、当市にある大学等の高等教育機関では、工業、ビジネス、福祉等の分

野で、これからの時代を担う人材を育成しており、また、八戸インテリジェン

トプラザを中心に、ベンチャー企業の創出・育成、産学官連携による新産業の

創出等を目指し、研究開発支援、人材育成などに取り組んでいます。 

このように、複雑多様化する社会経済状況のなかで、「生きる力」を身に付け

た子どもや地域社会および新しい産業を担う人材の育成を推進するとともに、

そこで育った人材が地元で活躍できるような仕組みづくりが必要です。 

 

３．危機管理と市民の安全確保 

地震や風水害といった災害や生命にかかわる大事故の多発、凶悪犯罪の発生、

高齢化社会への不安などを背景として、暮らしの安全に対するニーズが高まっ

ています。 

当市においても、チリ地震津波や十勝沖地震、三陸はるか沖地震など、過去

に大きな自然災害の経験があります。また、近年では、都市化の進展などライ

フスタイルの変化を背景として、地域の連帯感や公共心が希薄化し、凶悪化、

多様化する犯罪の発生に対する不安が増大しているほか、食の安全性、財産管

理、消費生活など、身近な生活のなかのリスクに対する不安が大きくなってい

ます。 

私たちが安心して暮らせるよう、地域のつながりを強化し、災害に強い都市
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基盤の整備を進めるとともに、特に弱者である子ども・高齢者を守り、事故や

犯罪が起こりにくい地域づくりを進める必要があります。 

 

４．環境との共生 

当市は、豊かな自然環境に恵まれ、古くからこの地で人々の営みが続けられ

てきました。 

今後、この美しい自然を保持しながら環境と共生していくためには、わたし

たちが物質的豊かさを享受するために受け入れてきた大量生産・大量消費・大

量廃棄のシステムや、便利さのみを追求した車社会への過度の依存から、脱却

することが喫緊の課題となっています。 

そのため、産業界の取組みとしては、近年、当市を含む地域が、あおもりエ

コタウンプラン、総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）、環境・エネルギー

産業創造特区の認定を受けるなど、臨海部の基礎素材型産業の技術を生かした

リサイクル関連事業が進んでおり、その一層の推進が必要となっています。 

また、今や地球レベルとなった環境問題は、市民一人ひとりの生活様式にも

関わる問題であり、日常生活においても、ゴミの減量、リサイクルの徹底、省

エネルギーの促進、公共交通の利用促進など、身近な生活に根ざした取組みを

推進する必要があります。 

 

５．少子・高齢化への対応 

全国的な少子・高齢化のなか、当市でも、平成 16 年（2004 年）の合計特殊

出生率は 1.38（平成 9 年は 1.53）となっており、出生率の低下が懸念されてい

ます。また、高齢化率は平成 17 年（2005 年）には 19.0%（平成9 年は 13.3%）

となるなど、高齢化が急速に進行しています。 

少子・高齢化は、生産人口の減少、社会保障負担率の増加、扶助費の増加、

地方都市におけるコミュニティの弱体化など、社会に与える影響は大きいもの

があります。その一方で、元気なお年寄りの増加は、人生経験豊富な地域コミ

ュニティの貴重な担い手として期待されています。 



- 16 - 

このことから、子どもを安心して産み育てられる子育て支援の充実や、高齢

者がいきいきと安心して暮らすことができるよう、高齢者の生きがいづくりや

シニアパワーの活用を推進する必要があります。 

 

６．情報社会への対応 

情報技術の急速な普及は、市民生活や企業活動など、あらゆる分野において

大きな変化をもたらし、いつでもどこでも情報ネットワークに接続できる「ユ

ビキタス社会」の構築が進んでいます。また、ソフト化する産業構造において、

情報そのものが非常に大きな価値を持つようになってきているほか、行政サー

ビスの面からも、防災、医療、環境、教育など、多くの分野で質の高い情報サ

ービスが期待されています。 

当市では、八戸市ＩＴ推進計画（平成 13 年度～17 年度）のなかで、申請書

のダウンロードサービス、内部事務の電子化、情報キオスクや地域ポータルサ

イトの整備など、住民サービスの向上と行政事務の効率化・高度化を進めてき

ました。 

今後はさらに、プライバシーの保護や情報セキュリティに十分留意しながら、

住民サービスの向上と行政事務の効率化を進めるとともに、地元企業の育成・

振興や、学校教育や生涯学習の場などを通じ、情報社会に対応した人材の育成

に努めることが必要です。 

 

７．地域活力の創出 

地域の活力を生み出すのは、そこに住む市民であり、事業を営む企業であり、

足腰の強い産業の形成や、安定した雇用の創出が不可欠です。 

当市には、日本有数の水揚げと水産加工業の集積を持つ水産業、地域の食料

供給を担う農業、北東北随一の工業集積、八戸港を利用した国際貿易、北奥羽

地域の中核となる商業・サービス業および自然・産業・食資源を活用した観光

産業など、多種多様な産業集積を有しています。 

また、新技術の研究開発や新事業・新産業の創出を支援する八戸インテリジ
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ェントプラザや、研究開発の拠点となる八戸工業大学、八戸大学および八戸工

業高等専門学校といった学術研究機関を擁し、産学官連携による地域産業の高

度化が期待されています。 

今後は、それぞれの強みを伸ばすとともに、企業間・業種間・産業間の連携

を図ることにより、「八戸ブランド」の創造を促進し、新たな特産品、製品、サ

ービスなどを創出することが必要です。 

 

８．交流・連携の推進 

近年の車社会の進展や、道路網の整備・充実により、日常生活の範囲は、市

町村の枠を超えて大きく広がっています。また、情報技術の急速な発達や、人々

の余暇時間の増大などにより、経済活動のみならず、人、モノ、資本、情報な

どのグローバル化、ボーダーレス化が急速に進んでいます。 

当市を含む北奥羽地域は、共通する気候・風土などもあり、藩政時代からと

もに歩んできた歴史があります。現在でも、北奥羽開発促進協議会、三陸沿岸

都市会議、南部首長会議、戸のサミット会議など、県境を越えた交流を積極的

に進めています。 

近年、青森・秋田・岩手の３県による共同事業の動きや、市民レベルの北東

北広域連携推進協議会の活動など、北東北地域での交流・連携が進展していま

す。さらに、岩手県北地域では、青森県南地域との県際連携による産業振興策

を検討しています。 

海外との交流では、平成５年（1993 年）に、アメリカのワシントン州フェデ

ラルウェイ市と姉妹都市締結をし、以来、両市長の相互訪問や、学校間の姉妹

校交流が行われています。 

また、今日の人口減少社会において、交流人口の拡大が地域振興の大きな課

題となっています。このため、北奥羽地域における当市の中核機能を強化し、

交流を支える基盤づくりと多様な交流機会の創出に努め、人や物、情報が集ま

り、当市を舞台に活発な交流が行われる仕組みづくりを進めていく必要があり

ます。 
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第４ 将来都市像 

遙か西方に八甲田、市南方には階上岳を望み、朝日昇る太平洋に面した豊か

な大地に、わたしたちのまち「八戸市」があります。悠久の歴史のなかで、先

人たちがこの地にまちを築き、そして北東北の中核都市として発展してきまし

た。 

これからの時代を展望したとき、「北」の地理的・気候的・歴史的な優位性に

目を向け、北東北随一の産業集積と、陸・海・空の交通拠点性、恵まれた自然

環境を背景に、北海道や東北地域におけるにぎわいあふれる「中核都市」とし

て、当市のさらなる発展が期待されています。 

そのためには、当市の「魅力」である自然、歴史・文化、産業集積、交流拠

点性などの地域資源をフルに活用し、まちの「活力」となる当市の産業・文化

の創造を進める必要があります。 

また、こうした「魅力」に磨きをかけるとともに、「活力」を生み出していく

のは、市民一人ひとりの知恵と力（パワー）を結集した「市民力」です。まち

づくりの実践を支える「市民力」こそ、次代の八戸を切り拓いていく原動力と

なります。 

このようなことから、これから 10 年のまちづくりのビジョンとして、また、

次代を担う郷土の子どもたちに引き継ぐ八戸づくりのビジョンとして、「海と大

地が響きあう北の中核都市～魅力・活力・市民力 あふれる力が次代を拓く～」

を当市の将来都市像に定めます。 

 

海と大地が響きあう北の中核都市 

～魅力・活力・市民力 あふれる力が次代を拓く～ 
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第５ 自治経営戦略の方向 

 

将来都市像の実現のためには、自治体経営の仕組みづくりが不可欠です。当

市では、これからの厳しい都市間競争を勝ち抜けるよう、「住民自治の推進」と

「自治体経営の強化」を自治経営戦略の２本柱に掲げ、その取組みの方向を次

のとおり整理します。 

 

１．住民自治の推進 

「自治体の運営はその自治体の住民の意思にもとづき、住民の参加によって

行われるべき」という住民自治の考えは、これからのまちづくりの重要なテー

マとなっています。 

近代化以前のわが国には、身近な地域のことは地域住民の相互扶助のもとに

解決する自立した地域コミュニティのなかで生活してきた歴史がありますが、

経済の発展や、都市化の進展のなかで、地域コミュニティの存在が薄れ、行政

が全市的にサービスを負担・提供するシステムが広まりました。 

しかしながら、限られた財源のなかで、市民の価値観の多様化や求められる

サービスの高度化の要請に応えていくためには、もう一度、公共のあり方につ

いて、市民、事業者および行政がそれぞれの役割を考え直す必要があります。 

このように、住民の直接参加や自治体と市民の協働が重要になってきている

ことから、八戸市協働のまちづくり基本条例の理念のもと、市民が主役のまち

づくりを目指し、住民自治の推進を図ります。 

 

 

２．自治体経営の強化 

自治体経営の強化を図るため、強力な行財政改革の推進による行政経営の効

率化を進めるとともに、広域的視点に立った効率的な行政を推進します。 
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２－１ 行財政改革の推進 

行政は常に、適切な財政運営のもと、市民満足度の高い柔軟な行政運営を行

わなければなりません。 

そのためには、選択と集中によるメリハリのある政策決定、適切なＰＤＣＡ

サイクルの構築、効果的な実施体制の構築、人・モノ・カネ・情報などの経営

資源の効率的配分を可能とする仕組みづくりが重要です。 

当市ではこれまでも、平成８年（1996 年）から第３次にわたる行政改革大綱

をはじめ、平成 15 年（2003 年）の八戸市財政健全化計画や、平成 16 年（2004

年）の八戸市行財政改革推進戦略プログラムなど、市民の福祉向上や効率的な

行政運営に向けた各種改革に取り組んできました。 

今後は、持続可能な行財政基盤の確立に向け、より一層、経営的視点や市民

の視点を大切にし、行政組織の構造改革や市民と行政の役割の見直し、電子自

治体の構築や民間企業の経営手法を取り入れた健全な自治体経営の推進など、

各種改革のさらなる推進を図ります。 

 
２－２ 広域行政の推進 

近年の車社会の進展や道路網の整備・充実などによって、通勤、通学、買い

物、医療など、日常生活の範囲は、市町村の枠を越えて大きく広がっています。 

当市を中心とする近隣町村は、消防、ゴミ処理、リサイクル事業、介護認定

審査などについては、八戸地域広域市町村圏事務組合を設立し、広域的に対応

しています。 

また、水道事業については八戸圏域水道企業団を設立して共同で業務を行う

など、地域内における効率的な行政サービスの提供に努めています。 

近隣の市町村では、近年の合併により、五戸町、南部町、おいらせ町、洋野

町、久慈市など、新しい自治体が誕生しています。 

今後は、既存の一部事務組合の効率化、日常生活圏をふまえた新しい市町村

合併の推進、県境を越えた広域行政の可能性の検討など、広域行政の推進を図

ります。 
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 第６ 分野別計画の方向 

 

将来都市像を実現するためには、各分野ごとに体系的な施策の推進を図るこ

とが必要です。当市では、自治経営戦略の方向をふまえ、各種施策の総合的、

計画的な展開を図ります。 
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１．人かがやくまちづくり（教育・文化・スポーツ・国際化・男女共同参画） 

 

個性豊かで、魅力あふれ活力に満ちたまちづくりには、多様な主体の参加と

連携が必要です。 

当市では、市民一人ひとりが、生涯を通じて豊かな人間性をはぐくむことが

できる社会を目指し、学校教育・社会教育の充実、郷土文化の継承や個性ある

文化の創造、スポーツを楽しめる環境の充実を図ります。 

また、国際社会に対する理解と関心を高め、相互理解に基づく世界に開かれ

たまちを目指すとともに、性別にとらわれず､それぞれの個性と能力を発揮し、

喜びと責任を分かち合うことのできる男女共同参画の推進を図ります。 

 

１－１．参加と連携による生涯学習社会の形成 

市民一人ひとりが、生涯にわたって学びつづけることの出来る生涯学習社会

の形成を目指し、市民、事業者、ＮＰＯ等、多様な主体による参加と連携のも

と、地域の教育資源の多様な活用を進め、いつでもどこでも誰でも学べる、地

域に根ざした生涯学習の充実を図ります。 

 

１－２．学校教育の充実 

基礎・基本が確実に定着し、「生きる力」を身に付けた子どもの育成を目指し、

創意に満ちた教育理念のもと、個を生かし、学ぶ喜びをはぐくみながら、就学

前教育、義務教育および高等学校教育・高等教育の充実を図ります。 

 

１－３．社会教育の充実 

市民一人ひとりが自己啓発を通じて豊かな人間性をはぐくむ社会教育の充実

を目指し、地域活動の拠点である公民館をはじめとする各種社会教育施設の整

備を図るとともに、学校・家庭・地域の連携強化と教育力の向上により、青少

年の健全育成を図ります。 
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１－４．文化の継承と創造 

精神的な豊かさを実感できる八戸固有の文化の継承と創造を目指し、地域特

性を生かした芸術・文化活動の促進や、先代からの贈り物である文化財の保存

と活用を図ります。 

 

１－５．スポーツの振興 

市民一人ひとりが、生涯にわたりいきいきとスポーツに親しみ、楽しむこと

ができる環境づくりを目指し、個々のレベルに応じたスポーツ活動の促進や指

導者の育成、スポーツ施設の機能維持および整備充実など、スポーツの振興を

図ります。 

 

１－６．国際化の推進 

多様な文化や価値観との出会いを通じて、市民一人ひとりが国際的視野を持

ち、国際社会の一員として責任と役割を果たしていけるよう、国際理解教育や

姉妹都市をはじめとする海外諸都市間との交流を推進します。また、異なる生

活習慣や価値観を持つ在住外国人と市民が同じ住民として生活を送ることがで

きるよう多文化との共生を図ります。 

 

１－７．男女共同参画の推進 

市民一人ひとりが、性別に関わりなく個人として尊重され、自らの意思と選

択に基づいて自分らしく生きることのできるよう、家庭・職場・地域等あらゆ

る分野での男女共同参画の推進や、環境整備や教育支援を通じた男女の人格の

尊重を図ります。 
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２．活力あるまちづくり（産業・雇用） 

 

当市には、農林業、水産業、工業、商業、観光など、多様な産業がひとつの

まちに集積する地域特性があります。人々がいきいきと働き、豊かな暮らしを

営むためには、こうした地域特性を最大限に活用した産業の振興が必要です。 

そのため、産学官民の連携による技術革新や、地域資源を活用した八戸ブラ

ンドの開発、新産業の創出および地域の産業基盤の強化を図るとともに、だれ

もが意欲的に働くことができる雇用環境の創出を目指します。 

 

２－１．産業力の強化 

八戸のもつ潜在力を最大限に引き出すことで、地域資源を総結集した産業

力の強化を目指し、産業間連携の推進、地域産業の高度化、中小企業の経営

支援および製品やサービスにおける八戸ブランドの確立を図ります。 

 

２－２．農林業の振興 

安全で良質な生産品を供給できる農林業の振興を目指し、経営感覚にすぐ

れた多様な担い手の育成、持続性の高い農林業生産の推進および生産基盤の

強化を図ります。 

 

２－３．水産業の振興 

古くから基幹産業として地域経済を支えてきた水産業の振興を目指し、水

産業界の経営体質の強化、水産業の拠点整備および生産基盤の整備を図りま

す。 

 

２－４．工業の振興 

競争力ある、雇用求心力の強い工業の振興を目指し、新たな活力をもたら

す企業誘致の推進や、産学官の連携による新産業の創出および地域産業の高

度化を図ります。 
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２－５．商業の振興 

多様な消費者ニーズに対応できる商業の振興を目指し、にぎわいあふれる

魅力ある商業空間の形成や、物流の高速化や広域化に対応する流通機能の充

実を図ります。 

 

２－６．貿易の振興 

経済のグローバル化が進行するなか、北東北の国際物流拠点「八戸港」を

有する優位性を生かした貿易の振興を目指し、官民一体となった貿易支援体

制の充実や、ハード・ソフト両面から貿易基盤の整備を図ります。 

 

２－７．観光の振興 

余暇時間の増大や高速交通網の発達などを背景として、人々の観光に対す

るニーズは多様化していることから、地域特性を生かした観光の振興を目指

し、効果的な観光ＰＲの推進、多様な受入体制の充実および新たな魅力づく

りなどの観光資源の充実を図ります。 

 

２－８．雇用対策の推進 

だれもが意欲的に働くことができる雇用環境の創出を目指し、関係機関と

の連携強化を図りながら、Ｕターン希望者や障害者、若年者から高齢者まで、

多種多様な就業機会の拡大や、福利厚生の充実をはじめとする労働環境の整

備など、雇用対策の推進を図ります。 



- 26 - 

３．健康・福祉のまちづくり（健康・福祉・介護・子育て・社会保障） 

 

生涯を通じて心身ともに健康で、生きがいのある生活を、慣れ親しんだ地域、

我が家で過ごすことは市民共通の願いです。 

当市では、少子・高齢化が進むなか、保健、医療、福祉、介護の各種サービ

スの充実を図るとともに関係機関の連携を強化し、乳幼児から高齢者まですべ

ての住民が心身ともに健康で快適な生活を送れるような社会の実現を目指しま

す。 

また、従来の行政サービスへの依存から脱却し、多様な主体が参画可能な地

域住民等によるサポート体制を確立することにより、だれもが住み慣れた地域

で安心して暮らすことができる社会の実現を目指します。 

 

３－１．健康づくりの推進 

すべての市民が、生涯にわたって健康で生きがいのある生活を送ることが

できるよう、地域の保健・医療機関等と連携を図りながら、一次予防を重視

した健康づくり活動の推進、健診・予防対策の充実および地域医療体制の充

実を図ります。 

 

３－２．地域福祉の充実 

すべての市民が、地域とのつながりのなかで安心して暮らせるよう、地域

福祉の充実を目指し、市民の福祉活動への参画、心のバリアフリー化、人権

の尊重と権利擁護および保健、医療、福祉、介護、教育等の連携の推進を図

ります。 

 

３－３．介護・高齢者支援の充実 

高齢者が長年住み慣れた地域のなかで可能な限り自立し、生きがいを持っ

て暮らせるよう、介護予防推進などによる自立支援の強化、地域に密着した

介護サービスの充実および就労やボランティア活動などへの社会参加の促進
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を図ります。 

 

３－４．障害者自立支援の充実 

障害のある人もない人も、お互いが理解し合い、支え合うことができるよ

う、障害者自立支援の充実を目指し、利用しやすいサービス体制の充実、就

労促進のための環境づくりおよび社会参加の促進を図ります。 

 

３－５．子育て支援の充実 

子どもを安心して生み育てることができ、かつ、子どもたちが健やかにい

きいきと成長できるよう、子育て家庭への支援の充実、子育て環境の整備・

充実および子育て支援意識の啓発を図ります。 

 

３－６．社会保障の充実 

すべての市民が、生涯にわたって安心して生活を送ることができる社会保

障の充実を目指し、国民健康保険、介護保険、国民年金および低所得者対策

の充実を図ります。 
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４．環境にやさしいまちづくり（環境・リサイクル・エネルギー） 

 

当市の海、山、川といった豊かな自然環境は、市民のかけがえのない財産で

す。今日、温暖化などの地球規模の環境問題は、人々の日常生活に密接に結び

ついており、エネルギー問題とあわせ、足元から見つめ直す必要があります。 

当市では、恵み豊かな自然環境を将来の世代に引き継いでいくため、良好な

生活環境の確保と経済的発展の両立を基本とし、市民、事業者、行政等が一体

となって、限りある資源やエネルギーを有効に利用することにより、循環型社

会の実現を目指します。 

 

４－１．環境意識の醸成 

環境に配慮して行動できる人づくりを進めるため、学校や地域における環

境教育の充実、先導的役割を担う市民活動の促進および行動の指針となる環

境情報の提供により、市民一人ひとりの環境意識の醸成を図ります。 

 

４－２．環境の保全と創出 

生命の維持と健康で文化的な生活の基礎となる環境の保全と創出を目指し、

生物の多様性が確保された自然との共生や、きれいな空気、清らかな水、健

全な土壌などが確保された生活環境の保全を図ります。 

 

４－３．資源リサイクルの推進 

廃棄物を可能な限り出さない社会の実現に向けて、資源リサイクルの推進

を目指し、市民生活および経済活動におけるごみの減量やリサイクルの推進、

環境負荷を軽減するごみ処理の適正化および資源循環の仕組みを支えるリサ

イクル産業の振興を図ります。 

 

４－４．エネルギーの地産地消 

地球温暖化の防止と地域産業の振興に貢献するエネルギーの地産地消を目
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指し、エネルギー利用を効率化し総消費量を抑制する省エネルギー対策の推

進や、二酸化炭素の排出の少ない新エネルギー導入の推進を図ります。 
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５．安全・安心なまちづくり（コミュニティ・防災・防犯・居住環境・交通） 

 

犯罪や事故が少なく、快適でうるおいのある生活環境のなかで暮らすことは

市民共通の願いです。 

安全・安心で快適な生活を送るためには、市民一人ひとりが犯罪や事故、災

害から自分の身を守るという意識を高めるとともに、地域のつながりを強化し

ていくことが必要です。 

また、防災・防犯をはじめとする安全・安心の仕組みづくりや、バリアフリ

ーに配慮した居住環境や交通環境の整備が必要です。 

当市では、市民、地域コミュニティ、事業者、行政、その他関係機関の連携

と協働により、だれもが安全・安心で、快適に生活できるまちを目指します。 

 

５－１．安全・安心なコミュニティの形成 

だれもが安全・安心に暮らせる地域コミュニティの形成を目指し、人材育

成と仕組みづくりを通じた市民力と地域のつながりの強化や、個人情報に配

慮した安全・安心な情報の発信を図ります。 

 

５－２．防災体制の整備 

市民の生命や財産を予期しない災害から守る防災体制の整備を目指し、地

域の特性に応じた災害に強い都市基盤の整備、被害を最小限に抑えるための

災害応急体制の充実、消防・救急体制の充実および迅速な災害復旧ができる

体制づくりを図ります。 

 

５－３．暮らしの安全確保 

市民の生命や財産を事故や犯罪被害等から守り、安心して日常生活を送る

ことができる暮らしの安全確保を目指し、防犯対策や交通安全対策の充実、

各種情報提供の強化などを通じた消費者支援の充実を図ります。 
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５－４．居住環境の整備 

多様化する市民のライフスタイルに対応した居住環境の整備を目指し、地

域の特性や景観に配慮した快適でうるおいのある市街地の形成と、基盤の整

った良質な都市空間の整備を図ります。 

 

５－５．交通環境の整備 

人々の移動と交流を支える利便性の高い交通環境の整備を目指し、「市民の

足」となる公共交通の確保など身近な生活交通の充実や、国内各地と当市を

結ぶ陸・海・空の広域交通の充実を図ります。 
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第７ 地域別まちづくりの方向 

 

少子・高齢化の進展や、行政区域の広域化、防災・防犯への関心が高まるな

か、住民満足度の高いまちづくりを進めるためには、住民が帰属意識を持てる

身近な範囲を単位とし、住民が主体となって地域の課題に取り組む、地域別の

まちづくりを推進する必要があります。 

ここでは、全市的な土地利用の方向と地域別のまちづくりの方向について整

理し、都市計画マスタープランの推進や、地域コミュニティ計画の策定などに

より、特性を生かした地域の顔が見えるまちづくりを推進します。 

 

１．全市的な土地利用の方向－コンパクト＆ネットワーク 

全国的に、土地の利用については、環境負荷の増大や公共投資の非効率化な

ど、拡散的な市街地拡大や機能立地の弊害が顕在化しています。また、人口減

少時代の到来などを背景に土地需要が収束傾向にあり、市街地の拡大は抑制す

る方向にあります。 

当市では、土地利用関連法令の適切な運用を図りながら、市域全体として、

コンパクトな市街地・集落の形成を目指すとともに、市内のどこに住んでいて

も、必要な生活サービス等を享受できるよう、既成市街地や周辺の集落などを

連絡する公共交通や道路網といった交通ネットワークの強化を基本とした土地

利用を目指します。 
コンパクトシティの概略 

コンパクトな市街地の形成 

新しい市街地の形成を抑制する 

自然的環境を保全する 

拠点性を高める  など 

ネットワークの充実 

公共交通や道路網などの充実 

情報など様々な連携強化  など 

（都市構造形成のイメージ） 
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２．地域別まちづくりの方向－個性ある地域コミュニティの形成 

地域の課題を一番良く知る地域住民が、自らのまちづくりに主体的に取り組

み、行政がそれを適切にサポートする新しい公共のあり方が注目されています。 

当市では、全市的な土地利用の方向をふまえながら、それぞれの地域におい

ては、地域の特徴や地域固有の資源を生かしたまちづくりを推進します。 

平成 16 年（2004 年）に策定した八戸市都市計画マスタープランでは、都市

計画区域全体について、「コンパクト＆ネットワーク」といった都市整備のあり

方を示すとともに、区域内を結びつきの強い 10 地域に分け、地域ごとの将来像

を示しています。 

まちづくりの推進にあたっては、地域別のまちづくりの構想をもつ都市計画

マスタープランの適切な運用を図るとともに、住民が主体となって地域ごとに

策定する地域コミュニティ計画と相互補完しながら、住民と行政の協働による

地域の顔が見えるまちづくりを推進します。 
 

 

計画関係図 
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土地利用ゾーニングと土地利用の方針 

 

土地利用の区分 方向性 

住宅系ゾーン ・主に住宅地としての土地利用を形成し、良好なゆとりある居住環

境や暮らしやすさの向上を図ります。 

・都市基盤の整備されている地区では、緑化の推進、街並みの誘導、

歩道などの公共空間のバリアフリー化などにより、良好な居住環

境の維持・保全および一層の環境向上を図ります。 

・都市基盤の未整備な地区では、生活道路、下水道、排水施設など

の生活基盤の整備、緑地の保全などにより、居住環境、生活利便

性の向上を図ります。 

・コンパクトな都市構造を実現するため、基本的に、住宅地として

の市街地の拡大を抑制し、市街地内に残っている低・未利用地の

有効利用をすすめます。 

集落ゾーン ・郊外の既存集落では、田園環境を生かした土地利用をすすめ、コ

ミュニティの維持、排水施設や生活道路の整備など、居住環境の

向上を図ります。 

・集落の定住人口を維持するため、優良田園住宅制度、地区計画制

度などを導入し、周辺の農業環境と調和した居住空間を形成しま

す。 

商業系ゾーン ・主に、商業、業務、都市サービス、娯楽などの土地利用、人々が

集まるにぎわいのある場としての機能の充実を図ります。 

産業系ゾーン ・生産、港湾、物流、研究開発などの産業系の土地利用の増進、機

能の高度化を図ります。産業系用地では、敷地の植栽緑化を誘導

します。 

農地ゾーン ・まとまった優良地は、水田、畑地などの農地としての土地利用の

維持保全を図ります。（ゾーンには小規模な集落などを含みます。） 

緑地ゾーン ・山林、樹林地などの緑の保全を図ります。（ゾーンには小規模な集

落などを含みます。） 

引用：八戸市都市計画マスタープラン 
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用語解説 

 用語 解説 

ア   
 IT information technology の略称。コンピュータやデータ通信に関

する技術を総称的に表す語。 

 エコタウンプラン エコタウンとは、先進的な環境調和型まちづくりを支援するた

め、通商産業省 （当時） が創設した事業。それぞれの地域の特
性に応じて、都道府県又は政令指定都市が作成したプラン（エコ

タウンプラン）が承認を受けた場合、当該プランに基づいて実施

される中核的な事業について支援が受けられる。 

 NPO/NPO 法人 〔Nonprofit Organization〕非営利民間組織の略。福祉、環境、

文化、芸術、スポーツ、まちづくりなどのあらゆる分野における
民間の非営利組織のことで、法人格の有無は問わない。一方、NPO

法人は、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき、法人格を

取得した特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を指して使用される。 

 援農 農村社会の外にある都市住民等が有償又は無償で農作業を手伝

うこと。また、農産物の産直などで、農業への理解などのために、
消費者が農作業を手伝うことも含まれる。 

カ   

 環境・エネルギー産
業創造特区 

構造改革特別区域法に基づき、八戸市とむつ小川原開発地域が

「環境・エネルギー産業創造特区」として平成 15 年に国の認定
を受けた。電力供給の規制緩和などにより、環境・エネルギー分

野での幅広い技術の蓄積を図り、新たな産業の創出を促進するこ

とにより、地域の経済活性化、雇用創出、環境・エネルギーフロ
ンティアの形成を図ろうとするもの。 

 希少種 一般的には、数の少なく、簡単に見ることが出来ないような（希
にしか見ることが出来ない）種をさす。 

 北奥羽開発促進協
議会 

岩手県北、秋田県北東、青森県南地域の市町村で構成され、地域
の開発発展などを目的として、設立された。 

 グローバル化 世界的規模に広がること。政治・経済・文化などが国境を越えて
地球規模で拡大すること。 

 合計特殊出生率 15 歳から 49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、１
人の 女子が一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。 

 コミュニティビジ
ネス 

地域住民が主体となり、地域が抱える問題を、ビジネスとして継
続的に取り組むことにより、地域の問題を解決し、新たな雇用を

作り出し、地域を元気にする事業のこと。 

 コンパクト＆ネッ
トワーク 

八戸市都市計画マスタープランで定めている将来都市像のこと。

コンパクトとは、無秩序な市街地の拡大を抑制しながら効率的な

市街地の形成を図ることであり、ネットワークとはコンパクトに
形成された市街地において、市内の各所から都市の拠点を結ぶ交

通ネットワークを形成すること。 
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 コンパクトシティ 無秩序な市街地の拡大を抑制した都市構造の形態のことであり、

持続可能で魅力ある都市へ再生するためには、現在の拡散型の都

市構造をコンパクトで多様な機能を有する市街地に改編するこ
とが必要と言われている。 

サ   

 三陸沿岸都市会議 三陸沿岸７市の首長で構成され、三陸沿岸地域全体が振興発展し
ていくための共通課題を協議する。 

 シニアパワー 高齢者（シニア）がもっている能力、経験、知識などの力（パワ

ー）のこと。 

 情報キオスク 情報キオスク端末とはパソコンを持たなくても、インターネット

を通じて簡単な操作で手軽に扱える街頭に設置された端末のこ
と。 

 情報セキュリティ 個人情報などの重要な情報に関して、機密を守るとともに、誤っ
た使用や改ざんを防ぎ、必要なときに安全で確実に利用できるよ

うにしておくこと。 

 飼料コンビナート コンビナートとは、生産を効率的に行うために、一定地域に計画

的に集積された企業等の集団。八戸市では臨海部に飼料関連企業

が集積し、飼料コンビナートを形成している。 

 人口減少社会 総人口が減少する社会のこと。平成17 年の総務省「国勢調査」

（速報）によると、わが国の総人口は、戦後初めて前年の水準を
下回り、予測を上回る速度で少子・高齢・人口減少社会を迎えて

いる。 

 頭脳立地法 頭脳立地法は、「地域産業の高度化に寄与する事業の集積の促進

に関する法律」の通称であり、産業の頭脳部分を一定の地域に集

積させて地域産業の高度化を図ることを目的として、昭和 63 年 6
月に施行された。 

 総合静脈物流拠点
港（リサイクルポー
ト） 

広域的な静脈物流（廃棄物やリサイクルに関わる物資の輸送）ネ

ットワークの拠点となる港湾のこと。国から指定を受け、支援を
受けながら拠点づくりをすすめる。 

 ソフト化 経済活動において、モノや資源・エネルギーよりも情報やサービ
スを取り扱う産業の割合が高まること。 

タ   

 地域コミュニティ 一般的に共同体または地域社会と訳され、その中でも「地域コミ

ュニティ」は、特に地域の結びつきが強く、地域性を持った集団
のこと。 

 地域ポータルサイ
ト 

インターネットにおいて、地域（自治体）の観光情報やイベント
情報、お店の情報などを総合的に取り扱うサイトのこと。 

 地区計画制度 地区レベルでのまちづくりの要請にこたえ、住民の生活に結びつ
いた地区を単位として、道路・公園の配置や建物の用途、高さな

どについて、地区の特性に応じてきめ細かく定め、良好なまちづ

くりを進める計画。 

 中核都市 人口規模が20 万～60 万人程度の地方の中核をなす都市。県庁所

在都市のほか、人口規模などの面でこれらに相当する都市も含ま
れる。 
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 電子自治体 地方公共団体のあらゆる業務に情報技術を活用することにより、

行政サービスの向上および業務効率化を狙うもの。 

 都市計画マスター
プラン 

平成 4 年の都市計画法改正の際に定められた制度で、「市町村の

都市計画に関する基本的な方針」のこと。 このプランは、将来

の具体的な土地利用に関する規制や個別の事業を立案する上で
の指針となる。 

ナ   

 内航フィーダー航
路 

日本国内の主要港と地方港とを結び、主として北米航路、欧州航
路という基幹航路に接続する国内２次輸送の一翼を担っている

航路。 

 南部首長会議 南部氏ゆかりの岩手、青森、山梨県の９市町の首長により構成さ

れている。 

ハ   

 ハード・ソフト ハード：施設や道路などの有形のもの。ソフト：仕組みや制度、

サービスなどの無形のもの。 

 八戸インテリジェ
ントプラザ 

八戸ハイテクパーク内に、地域産業の高度化支援を目的に第３セ

クターとして設立された。 

 八戸市協働のまち
づくり基本条例 

八戸市のまちづくりの基本理念を明確にし、市と市民及び事業者

との協働によるまちづくりと行政運営の原則を定めている条例。

平成 17 年４月１日から施行。 

 八戸ハイテクパー
ク 

八戸地域頭脳立地計画における中核的産業支援団地として整備

された。八戸インテリジェントプラザを始め、自然科学研究所、
ソフトウェア業、機械設計業等の「頭脳部分」が立地している。 

 八戸ブランド 八戸市の地域特性を活かした商品・サービスのことで、地域外の

消費者からの評価を高めて、地域全体のイメージ向上と地域活性

化に結び付けるようとするもの。 

 バリアフリー バリア（障壁・さまたげとなること）を取り去る意味。障害者や
高齢者が生活する上での行動のさまたげとなる障壁を取り去っ

た生活空間や環境のあり方をいう。物理的ものだけではなく、精

神的な「障壁」も含む。 

 PDCA サイクル 計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（act）の過程

を順に実施し、最後の改善を次の計画に結び付けるための計画の

進行管理手法。 

 扶助費 社会保障制度の一環として生活困窮者、身体障害者等に対してそ

の生活を維持するために支出される経費。 

 プライバシー 個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。 

 戸のサミット会議 「戸」のついた市町村（一戸～九戸）の首長が一堂に集まって様々

な話し合いを持つ場として平成5 年に第 1 回サミットが開催され
た。 

 ボーダーレス化 国境をはじめ、業種、業態、時間、組織、人材、仕事、性別など

の様々な境界がなくなること。 
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ヤ   

 優良田園住宅制度 平成 10 年に施行された「優良田園住宅の建設の促進に関する法

律」に基づく制度。農山村地域、都市の近郊等において、優良な
住宅の建設を促進することを目的としている。 

 ユビキタス社会 身の回りのいたるところにコンピュータが埋め込まれており、そ
れらを意識することなく、すべての人が情報を享受できる社会。 

ラ   

 ラブはちのへ 八戸青年会議所が提唱した、まちに住む人が、自分のまちの為に
行動しようとする意識を育て、よりよいまちを創っていこうとす

る運動。 

 


