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宮城県の過疎市町村 １２市町【令和３年４月１日時点】 

 

項   目 
市町村数（R3.4.1 現在） 人口 

（千人） 

面積 

（k㎡）  市 町 村 

過疎市町(A) 12 6 6 - 626 4,426.22 

全市町村(B) 35 14 20 1 2,334 7,282.29 

割合(A)/(B) 34.3% 42.9% 30.0% - 26.8% 60.8% 

    ※人口は H27 年国勢調査人口，面積は R2 年 7 月 1 日現在である。 
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○全域過疎    

 気仙沼市，栗原市，七ケ宿町，丸森町，山元町 

 加美町，南三陸町 

○一部過疎 
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宮城県過疎地域持続的発展方針（案） 

 

Ⅰ 基本的事項 

 

１ 過疎地域の現状等 

（１）過疎地域の現状 

① 過疎地域の概況 

      本県３５市町村のうち、法に基づいて公示された過疎地域は、１２市町（６市６町：うち過

疎地域市町村が２市５町、過疎地域とみなされる区域を持つ市町村が４市１町）で、県内市町

村数の約３４％を占め、県庁所在地から概ね５０㎞以上離れた位置にある。過疎地域の総面積

は３，６２２ｋ㎡と、県土総面積の４９．７％と約半数を占めるが、総人口は２８７千人と、

県総人口の１２％に過ぎず、人口密度は、県平均の約４分の１となっている。 

 過疎地域は、同時に振興山村（４市４町）、豪雪地帯（２市２町、特別豪雪地帯１市含む）、

離島振興指定地域（１市）及び特定農山村（５市４町）にも指定されている地域も多く、各制

度の趣旨を踏まえて振興が図られるべき地域である。 

 

 

② 人口の動向 

      本県の人口は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の基準年である昭和５０

年調査（以下この方針において「昭和５０年調査」という。）以降増加傾向にあったが、平成

１７年調査で初めて減少に転じ、それ以降は減少傾向が続いている。このため、平成２７年調

査の県全体の人口は、２，３３４千人と平成２２年調査に比べ１４千人減少となった。 

      一方、過疎地域にあっては、基準年から平成２７年調査まで、減少傾向が続き、過疎地域の

人口は、平成２７年調査では２８７千人であり、平成２２年調査に比べ４１千人減少するな    

ど、人口減少が顕著であり、かつ、過疎地域の高齢者比率、若年者比率ともに全県と比較する

と、高齢者比率で１０．１ポイント増、若年者比率で４．３ポイント減と高齢化の進行も顕著

となっている。 
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③ 就業者数の動向 

 県全体の就業人口は、平成２７年調査では１，０７７千人であり、昭和５０年調査と比較し

て、１６．７％増加している。これに対し、過疎地域においては３５．３％の減少となってお

り、減少が著しい。また、産業別就業人口の推移を見ると、県全体では第１次産業の減少、第

２次産業の増加、第３次産業の大幅な増加という傾向が明らかであり、平成２７年調査におけ

る構成比は、それぞれ４．３％、２２．９％、７０．５％と、昭和５０年調査のそれぞれの構

成比２３．２％、２４．４％、５２．１％と比較すれば、産業構造の転換が明らかである。 

      過疎地域における傾向を見ると、昭和５０年調査では、第１次産業の就業人口が４０．０％

を占めるなど他の産業人口を上回っていたが、昭和５５年に第１次産業の就業人口と第３次

産業の就業人口が逆転し、ここを境に、第１次産業の就業人口が減少、第２次産業あるいは第

３次産業従事者の増加傾向となり、平成２７年調査における各産業構成比では、第１次産業従

事者の割合は１３．１％まで減少している。 

 

 

④ 所得の動向 

      過疎市町の１人当たりの所得は、平成２年度からの推移をみると、就業人口が１次から 

２次、３次へ移行することによって、県全体と比較して所得の格差は改善されてきているが、

依然として１０ポイント以上の格差が生じている。 
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⑤ 市町の財政状況 

      本県の過疎地域の市町（過疎地域を有する市町を含む）の財政力指数（平成２９年度から令

和元年度の３か年度平均）は、０．３９と県平均の０．５５に比べて低い水準となっている。

過疎地域の財政構造は、基本となる地方税の割合が低く、自主財源に乏しく、地方交付税等に

依存する脆弱な財政基盤となっている。 

 

 

（２）これまでの過疎対策の成果と課題 

過疎市町では、昭和４５年以降、約半世紀にわたり、過疎地域対策緊急措置法、過疎地域振興特

別措置法、過疎地域活性化特別措置法及び過疎地域自立促進特別措置法に基づき、国の支援を受け

ながら、道路整備や産業振興、生活環境の整備などハード整備事業のほか、高齢者等の保健・福祉

の向上、医療の確保や生活交通の確保といったソフト事業の推進など、総合的な過疎対策を講じて

きた。 

    この結果、本県の過疎地域においては、県内他地域との格差の縮小に一定の効果を上げてきた

ものと評価するものである。 

    しかしながら、過疎地域では、特に人口の減少と高齢化が顕著であり、地域の維持や活力の低下

が懸念される。 

   今後の対策にあたっては、これまでの成果を踏まえ、将来的な地域社会の維持のために、国全体

で人口減少が進む中、現実を見据え「選択と集中」の考え方も取り入れながら効果的な対策を講じ

ることが必要である。 

 《財政力指数》

区　　分 市町村数
財政力指数
平　均　値

　0.3～
　　0.4未満

　0.4～
　　0.5未満

　0.5～
　　0.55未満

0.55以上

過疎地域 12 0.39 7 3 2 0

全　　県 35 0.55 10 8 4 13

＊過疎地域の財政力指数は現行の市町の数値による。
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   また、現在、多くの過疎地域においては、次のような課題を抱えている。 

 

① 社会的活力の維持 

イ 持続可能な医療・保健・福祉サービスの提供 

 高齢化が進展するとともに、地域での繋がりや助け合いが希薄化する中、介護人材の確保

など高齢者等を支える環境作りとして、保健・医療・福祉の連携や、フレイル（加齢に伴う

虚弱な状態）の防止に向けた取り組みなど、地域で暮らし続けられる仕組みづくりが必要で

ある。 

 

 

ロ 持続可能な地域づくり 

    本県全体でも人口減少の傾向にあり、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、令  

和２７年（２０４５年）の本県の人口は、約１８０万９千人（平成２７年県人口の 

△２２．５％）になると見込まれている。また、生産年齢人口（１５～６４歳）及び年少人
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口（１４歳以下）は、更に減少し、令和２７年の高齢化率は４０．３％に達すると見込まれ

る。 

   過疎地域においては、人口減少と高齢化が同時に、かつ、急速に進行した社会となること

が予想されることから、住民がその個性と能力を生かしながら、生活の豊かさを実感できる

地域にするため、集落の維持や地域コミュニティのあり方を含め、持続可能な地域づくりの

取り組みが必要である。 

 

② 産業活力の維持 

イ 若年就業層の減少への対応 

       就業人口の減少は、他の地域に比べ顕著であり、高齢化や担い手不足への対応として、ロ

ボットやＡＩ、IｏＴなど先進的技術の活用による省力化や、生産・物流・交流などの基盤

の整備・機能強化など、多面的な産業の創造による若年就業層の定住を促進する必要があ

る。 

 

ロ 地域資源の再発見 

       所得格差の是正のためには、各産業において労働生産性を高めるとともに、産学官の連

携や先進的技術の活用を通じた付加価値の高いものづくりや地域資源の再発見など、都市

住民のニーズに的確に対応する地域の自主的活動展開が必要である。 

 

③ インフラにおけるシビル・ミニマムの確保 

イ 基礎的生活基盤の整備 

       これまでの過疎対策により、市町村道や水道などの基礎的生活環境の整備が推進され、

他地域との格差は縮小しつつあるが、特に汚水処理等の整備において、依然として格差が生

じている。また、近年の公共交通機関の相次ぐ路線廃止・縮小により、自治体が代替の交通

手段を提供せざるを得ない状況にある。 

       過疎地域などの条件不利地域では、携帯電話の不感地域があるなど情報通信基盤の整備

が遅れている。 

 

ロ 既存インフラの維持・管理 

       道路橋や河川管理施設、水道施設といった社会資本は、高度経済成長期に重点的に整備

されたものが多く、今後急速に老朽化することが懸念されている。また、廃校舎や旧集会施
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設などの遊休施設、地域内で現に活用している施設なども老朽化に対する取り組みが必要

となってくる。このため、老朽化するインフラの状況把握を進め、地域の特性を踏まえた効

率的かつ適切な維持・管理などの取り組みを推進していく必要がある。 

 

④ 広域連携の視点 

      人口減少時代を迎え、過疎地域においては今後人口の大幅な増加を見込むことは困難と考

えられる。このような状況を踏まえ、定住自立圏構想に代表されるように、地域の中心都市と

過疎地域を含めた周辺の地域が必要に応じて連携・協力し、生活に必要な機能を確保するなど

圏域全体の活性化を図ることが望まれる。 

 

⑤ 空き家、低未利用地問題への対応と防災機能の維持・強化 

      少子高齢化や人口減少の進行、産業構造の変化等により、住宅地や商業地、農地、林地など

において、遊休地、耕作放棄地といった低未利用地や空き家が増加している。 

      これらを放置することは、地域の魅力・活力を低下させるだけでなく、地域の防犯・防災を

進める上でも支障が生じることが想定される。 

      このため、移住・定住に向けた取り組みに空き家を活用することや、低未利用地を適切に管

理・活用することで、環境面や防災面の問題だけでなく、産業振興といった地域振興への活用

に効果も期待できることから、その活用に向けた取り組みを推進する必要がある。 

 

⑥ コロナ禍を契機とする「地方の魅力」の再確認 

      近年の「田園回帰」志向に加え、新型コロナウイルス感染症の影響などにより「大都会の密

を避けて移住しよう」という気運の高まりから、令和２年７月から令和３年２月までの短期間

ではあるが、東京都において転出超過が確認されるなど、豊かな自然環境、歴史・文化などの

生活の質や豊かさを求めて、地方での暮らしに対する関心が高まっている。 

   この気運を踏まえ、地方が持つ「生活空間としての魅力」を再認識することで、都市との交

流等による関係人口の増加や移住・定住に向けた取組を推進し、また、地域内にある施設や資

源の効率的・効果的な活用を図る必要がある。 

 

２ 施策の方向性－過疎地域における持続的発展の確保に向けて 

（１）宮城県政の基本理念 

    本県では、「宮城の将来ビジョン」（平成１９年３月策定）及び「宮城県震災復興計画」（平成 

２３年１０月策定）に基づき、「富県共創！活力とやすらぎの邦（くに）づくり」、「復旧にとどま

らない抜本的な『再構築』」を基本理念として、様々な施策、復旧・復興に取り組んできたところ

である。令和３年３月に「新・宮城の将来ビジョン」を策定し、「富県躍進！“ＰＲＯＧＲＥＳＳ Ｍ

ｉｙａｇｉ”～多様な主体との連携による活力のある宮城を目指して～」を基本理念として、「宮城

の未来をつくる４本の柱」及び「被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポート」を政策推進の基

本方向として掲げ取り組んでいるところであり、この方針の基本理念として位置づける。 
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（２）過疎地域の持続的発展の必要性 

    県内の過疎地域においては、これまでの４次にわたる特別措置法に基づく総合的な過疎対策事

業の実施により、生活基盤の整備や産業の振興などにより、他地域との格差縮小に一定の効果を上

げてきたものと評価するものである。 

    しかしながら、県全体の人口も平成１７年以降減少傾向が継続し、なかでも過疎地域において

人口減少は顕著であり、構造的な若年層の流出、少子・高齢化の進行、公共交通機関の廃止、地域

産業及び地域社会の担い手不足などが地域活力の低下を招いている。また、新型コロナウイルス感

染症の影響などによる社会経済状況の悪化や東日本大震災及び以後に発生した災害など、過疎地

域を取り巻く環境は大きく変化しており、地域活力の維持に向けた取組が必要である。 

    このため、地域が置かれている状況を把握するとともに、豊かな自然・歴史・文化などの様々な

地域の特色や資源を活かし、多くの人を呼び込みながら、地域産業の振興と雇用の充実、多種多様

な主体との連携・協働による地域課題の解決を図るなど、地域住民が安心して暮らせる魅力ある持

続可能な地域づくりを促進し、非過疎地域を目指した地域活性化等の取組を積極的に推進してい

く必要があることから、令和３年４月から令和８年３月までの５か年間を対象期間として、過疎地

域の持続的発展に向けた基本的方向を以下に示す。 

 

（３）宮城県における過疎対策の基本的な考え方 

～「ここに住みたいと思える」魅力ある居住地域群の形成を目指す～ 

過疎対策の推進に当たっては、住民が「住み続けたい」と実感でき、都市地域の住民が「住んで

みたい」と思えるような空間の形成が必要不可欠である。これを踏まえ、地域の実情に応じて、「選

択と集中」の考え方も参考にしながら、一定の人口減少を見据えたコンパクトなまちづくり、コン

パクトなまち同士の連携、まちをつなぐ地域の足の確保、生活圏中心都市との連携、高齢者対策、

子育て環境の確保、コミュニティづくりなどについて、ハード・ソフトの両面から施策を展開す

る。 

    また、デジタル技術も活用して県外からの移住者増や関係人口の創出・拡大を図るとともに、 

ＡＩなどの先進的技術の利活用を通じ、防災など地域課題の解決や地域の活力の創出に努める。 

 

① 産業の持続的な成長促進 

      農林水産業、ものづくり産業、サービス産業など全ての産業分野について、先進的技術の活

用などにより「付加価値の向上」と「生産性の向上」のための取組を促進するとともに、産業

人材の育成、企業の経営・事業継承支援を通じて、変化する時代のニーズに柔軟に対応し持続

的な成長が可能な地域産業の構築を図る。 

 

② 子育て環境の確保及び教育体制の整備 

   地域社会全体で子育て世代を支えるため、結婚、妊娠、出産、子育てについて切れ目のない

支援を充実させることにより少子化対策を総合的に推進するとともに、家庭・地域・学校が連

携・協働した活動により、未来を担う子どもたちに対する、福祉・教育分野における更なる支

援の充実や教育環境の整備を図る。 
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③ 安全安心な地域社会の形成 

      少子高齢化と人口減少が進んでいく状況においても、それを乗り越えて地域活力を維持し、

過疎地域に暮らす住民がいきいきと暮らせる地域社会の構築に向けて、多種多様な主体の社

会参画を促すとともに、様々な交流や特色のある地域活動等を促進する。あわせて文化芸術・

スポーツなどの活動や学びの場や人づくりを推進し、地域の活性化につなげる。また、地域交

通の維持、保健・医療・福祉の連携等による地域包括ケアシステムの充実など、持続的なサー

ビス提供体制を構築することで、「元気に」そして「安全・安心に」暮らすことができる地域

社会の形成を推進する。 

 

④ 自然と調和した強い地域づくり 

      自然との共生が「豊かな暮らし」につながることを理解し、自然環境の保全に加え、再生可

能エネルギーの利用促進など環境負荷の少ない地域社会づくりを推進する。また、老朽化が進

む社会資本の維持管理・更新について、人口減少・少子高齢化が進む状況下においても、安全

性・信頼性が確保される持続的な維持・管理体制の構築を推進する。あわせて、災害への対策

として、地域の女性や若者をも含めた防災リーダーの育成を推進し、防災活動の中心となる自

主防災組織の活性化を図り、持続可能な地域防災の体制を促進など、東日本大震災からの復興

の過程で得た経験や知見を生かし、災害対応力の更なる向上などにより、災害に強い地域づく

りを推進する。 

 

⑤ 東日本大震災からの復興完了に向けたきめ細かなサポート 

      過疎地域を含む多くの被災地において、インフラの復旧や災害に強いまちづくりなどのハ

ード面は、事業が概ね終了する一方で、被災した方の心のケアや地域コミュニティの再生・形

成などのソフト面については、それぞれの地域において、生活再建の状況に応じた切れ目ない

支援や産業・なりわいの下支えなど、中長期的な支援が必要である。 

 

（４）施策を進めるための視点 

    施策の立案実施に当たっては、（３）で述べた基本的な考え方を踏まえ、以下の視点を重視する。 

 

① 新たな生活空間の提供 

      豊かな地域資源や多様な生活文化をもつ地域社会の風土を継承しながら、情報化や価値観

の多様化の時代に即した新しい文化や生活様式を創造する。 

      また、生活の質や豊かさへの志向を背景として、ゆとりのある居住空間や豊かな自然・歴

史・文化を有する地域での生活に対する都市住民の関心が高まっていることから、社会活動の

広域化に対応した生活条件整備により、都市住民との新しいライフスタイルを実践できる場

として整備する。 

      さらに、これらの生活空間整備に際しては、厳しい財政状況も踏まえ、廃校舎等の遊休施設

も含めた既存施設の有効利用など創意工夫を図り、既存資源の可能性を最大限に引き出す方
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向で、各種施策や事業の推進を図る。 

 

② 地域間交流の推進 

      自然に恵まれた生活空間や景観を有する過疎地域は、人間の活力の涵養や活動、居住の場

として県民全体のかけがえのない資産であり、また、都市住民にとっては、保養や休息の場、

自然体験さらには農林水産業体験の場として、その価値は高い。このため、過疎地域の活性化

のためにも、都市住民の関心や志向を的確に把握しながら交流を推進するとともに、気軽に滞

在、居住できるような魅力づくりと受け入れ態勢の整備を図る。 

 

③ 人口減少・高齢化への対応 

      人口減少・高齢化の進行に対応するため、そこに生活する人々の郷土愛、生きがい、自信・

誇りの創出により、魅力ある個性豊かな地域の創造を推進する。また、生活環境整備の推進は

もとより、高齢者や子ども達の積極的な社会参加による地域特有の伝統文化・生活文化の振興

についても積極的に推進する。さらに、遊休学校施設等の有効利用の取り組みを進める。 

 

④ 移住・定住の推進 

      首都圏から地方への関心が高まる中、イベントやウェブサイトとＳＮＳの連携等を通じて

地方の魅力を発信することや、地域おこし協力隊を活用するなど、移住・定住に対する取組

を推進し、将来の移住につながる関係人口の増加を図る。                                         

 

⑤ 住民参加による地域経営及び地域コミュニティ組織の強化 

      地域づくりに関わる人やＮＰＯ等の交流や協働、学びを通じた地域活動を促進するととも

に、過疎地域の持続的発展を促進するため、住民の視点に立った、住人参加による地域経営を

進める。 

      また、住民が地域の課題を自らのものとして捉え、課題解決に向け自主的な活動を展開で

きるよう、住民主体による地域づくりを支援するなど、地域コミュニティの機能強化や活性化

を図る。 

      さらに、「小さな拠点」の有効活用を促進するなど、持続可能なまちづくりを推進する。 

 

⑥ 人材の育成 

      過疎地域においては、地域の活力の維持向上を図るための産業や地域活動を担う人材の確

保は大きな課題となっている。このため、集落支援員を有効活用するなど、家庭・地域・学校・

行政が協働して子どもや若年者の地域への愛着を高める取組を行い、人材を育成していくと

ともに、過疎地域等政策支援員の導入を検討する。 

 

⑦ 戦略的・重点的投資の一層の推進 

    過疎地域は、その多面的・公益的機能を国全体で支えていく必要性や、他の地域と比べ財政

基盤が一般的に脆弱であることなどから、各種の財政支援が講じられている。特に、過疎対策
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事業債については「住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現」

を図るため、地域医療の確保や住民の日常的な移動のための交通手段の確保といったソフト

事業（法第１４条第２項に規定する「過疎地域持続的発展特別事業」）に活用することができ、

地域の創意工夫により多様な分野への活用が可能となっており、地域の実情に応じた効果的

な施策展開が期待される。 

      このような措置を有効に活用するためにも、地域における戦略的な事業にそれらを重点的

に活用し、事業効果が一層高まるような施策の推進を図る。 

 

３ 広域的な経済社会生活圏の整備の計画等との関連 

人口減少や高齢化が進む中、県内の過疎指定市町がその行政サービスを持続可能な形で提供してい

くためには、市町単独では限界がある行政サービスについて、県はもちろんのこと、中心都市を含む近

隣市町村や広域連合等との連携など、広域的な視点が強く求められる。 

  このため、「新・宮城の将来ビジョン」をはじめ、広域行政圏計画、地方拠点都市地域基本整備計画

等の広域的な整備計画や、地域医療計画などの各種広域計画、山村振興基本方針や離島振興計画等にお

ける過疎地域の位置づけや機能分担との整合を保つよう調整を図るとともに、過疎地域が広域的な経

済社会生活圏の整備の体系に組み入れられるよう配慮するものとする。 

 

Ⅱ 推進すべき施策 

 

第１ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

１ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の方針 

  近年、若い世代を中心とした、生活の質や豊かさを求める志向や、ゆとりのある居住空間、豊かな自

然・歴史・文化を有する地域での生活に対する都市住民の関心の高まりのほか、新型コロナウイルス感

染症の影響を契機とする地方での生活に対する関心の高まりなどを背景に、他地域との交流が全国的

に活発化している。 

  都市部をはじめとする他地域の人材との交流は、地域経済に限らず、社会的・文化的な側面でも大き

な効果をもたらすことが期待できることから、都市部からの移住者の積極的な受入や関係人口の創出

による地域間交流の促進に向けた取組を推進する。 

  また、地域が保有する有形無形の地域資源を有効に活用し、特色ある地場産業を育成することは、過

疎地域の生活及び経済基盤の充実を促進し、若者等の定住、高齢者の雇用の確保など、過疎地域の持続

的発展を図る上で、極めて重要であることから、地域の産業を担う優れた担い手の育成・確保に向けた

取組を推進する。 

 

２ その対策 

（１）市町村と連携した移住イベント等の開催による移住・定住の推進 

    市町村と連携しながら、移住イベント等を通じて宮城の魅力を発信するとともに、移住希望者

に対して、雇用等を含めた移住相談の実施など、移住定住に向けた取組の充実に努める。 
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① 情報発信の強化 

      地方での生活に関心のある都市住民の志向に応じた魅力的な体験プログラムや、オンライ

ンを活用した交流イベント等を実施するとともに、ウェブサイトとＳＮＳの連携等による効

果的な情報発信を行う。 

 

② 受け入れ態勢の強化 

    企業誘致や技術系人材のＵＩＪターンの支援等により、雇用の確保を目指すとともに、ハロ

ーワークや民間の人材会社と連携して効果的な求人情報の提供を行うほか、大学生等対象の

インターンシップや高校生対象の工場見学会を実施するなど、地域産業の担い手育成・確保に

向けた取組を行う。 

      また、子育て世代の移住者が安心して暮らせるよう、特に第７から第９の施策を推進する。 

      さらに、移住者の居住先の確保のため、空き家バンクや空き家の修繕支援制度等の有効活

用を促進する。 

 

③ 定住に向けての支援 

      移住者が、移住後、地域に溶け込み定住する流れを作るため、移住者と受入地域とのマッチ

ングや移住後のサポートを行う。 

 

（２）都市部と過疎地域の交流促進による関係人口の拡大 

豊かな自然環境や美しい景観、歴史や伝統文化を有する過疎地域は、人々の活力の涵養や活動、

居住の場として県民のかけがえのない財産であり、また、都市住民の保養や休息、自然体験さらに

は農林水産業体験の場としてその価値は高い。 

    都市部と過疎地域の交流を促進し、関係人口の増加を図るため、体験型・参加型のイベント等の

実施による都市部住民と地域住民との交流機会の拡大や、農林水産業への関心のある都市住民に

対し就業体験の場を提供するなど、過疎地域が持つ魅力の発信及び他地域との交流促進により、移

住や農林水産業や地域活動の担い手の確保に繋がる取組を推進する。 

 

（３）地域おこし協力隊の活用 

    過疎地域の農林水産業等の地域産業の振興や地域活力の維持など、地域の将来を担う人材の確

保・育成は重要であり、地域おこし協力隊等の活用も含め、それぞれの分野において実施する人材

確保・育成に対する取組を推進する。 

 

第２ 産業の振興 

 

１ 産業振興の方針 

 過疎地域における就業人口は、農林水産業等の第１次産業から、第２次あるいは第３次産業の占める

比率が高くなる傾向にあり、産業構造の変化は確実に進んでいる。 

  しかしながら、過疎地域においては、既存の都市にはない特徴ある地域資源を活用した地域振興を
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図る上で、第１次産業を活用した産業振興は重要な意味を持っている。 

  過疎地域の産業の振興においては、地域社会の持続的発展に不可欠な就業の場の確保・拡充させる

ことが最優先課題であり、このため、地域の特性に応じた農林水産業の高度化を図り、地場産業の振興

を図るとともに、広域的な企業誘致対策や過疎地域の空間や自然・歴史環境の保全と調和を取りなが

ら、有効に活用し、新しいニーズに適応した観光産業の振興と、高齢者の持つ知識や活力を生かす工夫

も必要である。 

  過疎地域の産業振興を推進するにあたっては、産業振興のための諸計画との調和を図りつつ、それ

ぞれの地域特性に合った多面的な特色のある産業振興によって、地域の産業全体を誘引する引金的効

果を発揮させるとともに、農林水産物のブランド化、農林水産業と観光産業等とが結びついた６次産業

化などにより、付加価値の向上を図っていくほか、過疎地域に豊富に存在する様々な自然の資源を再生

可能エネルギーとして活用することにより、関連産業の活性化、雇用の促進、交流人口の増加等を図っ

ていく。 

  また、各種振興施策の推進にあたっては、住民や民間との連携強化を図るとともに、生活排水対策な

ど過疎地域の持つ良好な水環境の保全に留意しながら進める。 

 

２ その対策 

（１）農林水産業の振興 

① 農業の振興 

イ 持続可能な儲かる農業の展開 

       農業が農村地域を支える儲かる産業として持続的に発展するため、農業に携わる意欲あ

る多様な人材の確保と育成を図るとともに、ＡＩ、ＩｏＴ等の先進的技術の活用や農地の基

盤整備と集積・集約化により収益性の高い農業経営の展開を図る。 

   また、実需者ニーズに対応した農産物の安定生産や６次産業化等による農業経営の多角

化、食品製造業者等と連携した食のバリューチェーン構築などの取組を進めるとともに、消

費者による食と農への理解と地産地消の促進を図る。 

 

ロ 持続可能な活力ある農村の実現 

   人口減少や少子高齢化が進行する中で、農村を維持し活性化するためには、関係人口や移

住希望者に選ばれる持続可能な活力ある農村を実現する必要がある。 

   そのため、地域を支える人材や関係人口の育成・拡大を図る取組とあわせて、これらの人

材が持続的に地域と関わりが持てるように地域資源を生かしたなりわいを創出し、雇用機

会や所得の確保を図る。 

       また、野生鳥獣被害対策や農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るとともに、

農村地域において安全で安心した生活ができるよう環境整備を図る。 

       さらに、基幹的農業水利施設の計画的な整備や機能保全対策等の推進により、農村地域

における防災・減災対策に取り組む。 
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② 林業の振興 

イ 活力ある林業・木材産業の確立 

       再生可能な森林資源の有効活用、県産材の安定供給体制の確立が、地域の自立や循環型

社会を構築する上で重要な課題である。 

   戦後植林された森林は、木材として利用可能な時期を迎えていることから、路網の整備や

機械化作業の推進、製材システムの省力化などにより、木材の生産から加工・流通までのト

ータルコストの低減を図るとともに、消費者ニーズに対応した木材製品の供給体制の構築

を促進し、林業・木材産業の活性化を図る。 

       また、地域の森林資源を積極的に活用するため、これまで林内に放置されていた未利用

間伐材等の搬出を支援し、木質バイオマスエネルギーへの利用等を促進するとともに、CLT

等の開発・普及など新たな木材需要の創出を図る。 

       さらに、山間地域の重要な生産物である、きのこ等の特用林産物についても、各種施策を

推進し、県産きのこ類の需要拡大と生産基盤の強化を促進するとともに、福島第一原子力発

電所事故の影響で出荷制限等の措置がなされている原木しいたけ（露地栽培）や山菜等の生

産再開に向けた取組を支援していく。 

 

ロ 多様な森林整備と交流の推進 

       森林は木材等林産物の供給のほか、県土の保全や水資源の涵養、安らぎと憩いの場の提

供、地球温暖化防止など多様な機能を有しており、次代に引き継いでいかなければならない

大切な財産であり、今後、これらの森林の諸機能を維持していくためには、適切な森林整備

と県民の支援・協力が不可欠である。 

       特に地球温暖化防止に向けた森林の二酸化炭素吸収量の目標達成を目指し人工林の間伐

を進めるとともに、将来の森林資源を確保し、持続可能な林業・木材産業を実現するため、

再造林の推進にも積極的に取り組んでいく。 

       また、本格的な人口減少社会に対応するため、新規就業に対する支援を強化するととも

に、ICT 等を活用したスマート林業の推進、都市部からの「自伐型林家」の移住定住支援等

により、多様な担い手の確保及び地域交流の推進を図る。 

 

③ 水産業の振興 

イ つくり育てる漁業の推進 

 漁業を取り巻く国際環境がますます厳しくなっていく中で、「つくり育てる漁業」の重要

性が増している。 

   このため、効果的な種苗放流を行う栽培漁業や漁業者自らが資源保護を行う資源管理型

漁業を官民一体となって推進し、漁獲量の回復を目指す。 

   特に、過疎地域である三陸地域の沿岸部では、カキ、ホヤ、ホタテガイ、ギンザケ等の養

殖が盛んであり、これまでの安定生産を維持しながら一層の生産の効率化を図るため、各種

の応用生産技術の実用化を進める。 
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ロ 生産基盤等の整備 

       過疎地域内に存する漁港については、地域の漁業形態に応じ、沿岸漁場や漁村環境等の

整備と連携のとれた漁港施設の整備を進める。 

       また、漁村における快適な生活と生産活動を確保するため、潤いのある環境の形成に配

慮するとともに、海とのふれあいを促進する施設の整備等による都市住民との交流を通じ、

漁村の活性化を図る。 

       さらに、流通体制・地元加工体制の整備に努め、水産業経営の安定・向上を図るため、設

備・運転資金の低利融資等不足する経営資源の確保について支援し、経営基盤の充実、強化

を図る。 

 

ハ 後継者の育成等 

       各種の講習会、普及事業や都市住民との交流等を通して次代を担う漁業後継者の育成、

漁民教育のための技術、経営指導を行うとともに、浜の中核的な人材である漁業士、漁業協

同組合傘下の部組織である漁協青年部や女性部等の自主的活動などの支援を通して人づく

りを推進し、新たな時代にふさわしい漁業者、漁業団体を育成・確保することで、水産業を

核とした地域の活性化を図る。 

       また、漁業就業啓発活動や漁業研修の実施、受入れ体制の構築支援などにより、新規就業

の促進を図る。 

 

（２）地場産業の振興 

① 住民の創意工夫による地場産業の振興 

      地域が保有する有形・無形の地域資源を有効に活用し、特色ある地場産業を育成すること

は、地域の生活・経済基盤の充実を促進し、若者等の定住、高齢者の雇用の確保などを図る上

で、過疎地域の内発的地域振興策として極めて重要である。 

 このため、産地組合などが実施する新商品開発、需要開拓、人材育成に対しての助成や、産

業デザインの振興などによる国内外の多様なニーズに対応した高付加価値商品の開発を支援

する。 

      特に、地域農林水産物の高付加価値化を推進することは、「食材王国みやぎ」推進の一環と

しても重要な取組である。このため、原料生産から新商品開発加工、流通販売活動にいたる地

域ぐるみの体制整備や、そのために必要な生産加工施設及び流通販売施設の整備を推進する。 

 

② 伝統的地場産業の振興と流通販路の拡大 

      酒、味噌、醤油、漬物等の食品加工業、伝統こけし、硯、漆器、竹細工、地織等の伝統工芸

品等、過疎地域には数多くの地場産業があるが、その殆どが零細企業であり、原材料の確保、

後継者の確保・育成、販路の拡大等の問題を抱えている。 

      このため、共同化、協業化等の取組を支援するとともに、国内外の多様なニーズに対応した

新製品の開発などを通じて、地域ブランドの確立を図り、新たな需要の開拓・販路の拡大に努

める。 
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（３）企業の誘致対策 

① 広域的な企業誘致の推進 

      過疎地域における企業誘致の推進は、雇用機会の拡大、地域の担い手である若年者定住の

促進及び所得の向上など地域の発展を図る上で極めて重要である。 

      このため、県及び市町は、連携して、地域の特性を踏まえながら、地域内あるいは通勤可能

な地域への広域的な工業立地が図られるよう企業誘致活動を展開し、優良企業の誘致を積極

的に推進するとともに、県は産業団地開発に取り組む市町に対して、用地造成費用に要する経

費について無利子貸付等を行い、市町の産業用地整備を後押しする。また、広域的な視点から

道路交通、産業基盤の整備・改善、質の高い労働力の育成確保等に努める。 

      さらに、企業立地については、事業主や従業員の快適な生活空間の確保や自然体験を取り

込んだ魅力ある教育機会の提供等、企業の進出意欲に対応するためのソフト基盤の総合的整

備を進め、自然環境の保全や農林水産業との調和に配慮しながら、先端技術等研究開発施設と

の連携により推進する。 

 

② 立地企業の育成強化  

   過疎市町に立地している企業はその多くが小規模企業であり、これらの育成強化が地域振

興の鍵となっている。 

      このため、産業技術総合センターを中心として、技術相談・指導や技術者研修・講習会など

を通じ技術力の向上及び人材育成を図るとともに、次世代を支える高度電子機械・自動車、半

導体、航空機、医療・健康機器、環境・エネルギー等新成長産業分野へ進出しようとする企業

への支援施策の充実を図る。 

 

（４）起業の促進 

各地域に顕在する地域課題の解決や社会性のある事業を行う創業（第二創業）者に対して、創業

セミナー等の開催、創業支援機関や専門家等が連携したハンズオン支援の実施により、事業計画達

成や経営安定までを強力に支援することで雇用の創出や地域産業の再生を実現させるとともに、

地域経済の活性化及び富県宮城の実現に寄与する。 

    さらに、市町村や創業支援機関と連携した創業支援ネットワークを構築し、創業支援機能や施

策における県全体の底上げを図る。  

     また、やる気のある人、新規参入者等の農地取得の円滑化に配慮するなど、過疎地域の基幹産業

となっている農業の産業継続性を確保するとともに、情報産業の立地を促進する。 

 

（５）商業の振興 

① 商業・サービス業の振興 

      高齢化や過疎化に伴い、地域の商業機能は縮小傾向にあり、食料品などの生活用品の調達

が困難となっていることから、地域を支える商業・サービス業の持続性を高めるため、地域の

特色ある資源を活用したブランド品の創出によるサービスの高付加価値化や業務の省力化を
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支援するとともに、買い物機能の強化を図る取組を支援し、地域の課題やニーズに対応した多

様なビジネス展開を促進する。 

 

② 地域に密着した事業の展開 

 若手・女性商業者等地域の担い手が自らその課題に気づき、主体的に新たな賑わいを創出し

ていく取組を支援することにより、魅力的で持続可能な地域社会の構築を目指す。 

      また、商工会等が取り組む経営改善普及事業等の中小・小規模事業者に対する支援や、地域

に密着した各種事業により地域の活性化を図る。 

 

（６）観光又はレクリエーション 

観光振興のため、自治体と観光事業者等が一体となって、過疎地域が有する豊かな自然や食、歴

史・文化、生活といった観光コンテンツの創出・磨き上げや情報発信、震災の伝承と連動した誘客

を促進する。 

 また、国内外からの観光客が安心して利用できる観光施設・設備といった受入環境を整備すると

ともに、観光を契機として、地域住民との交流や体験などを通じて地域のファンの獲得を図り、関

係人口の創出による持続可能な地域づくりと観光振興を進める。 

    さらに、農林水産業等の関連産業との連携を促進し、地域資源を活用した高付加価値な観光産

業の創出や地域全体の活性化を図る。 

 

（７）情報通信関連産業の振興 

今後、県内産業が持続的な発展を続けていくためには、AI・IoT 等のデジタル技術を活用した生

産性向上や新たな価値の創出が求められる。 

  ユーザー（県内製造業等）とベンダー（県内 IT 企業等）の異業種間連携を加速させて先進事例

の横展開を促進しつつ、新しい技術を活用できる人材の育成や、収益性の高い自社製品の開発を支

援する。また、情報通信関連企業の立地・集積を促進し、技術波及やコミュニティの課題解決、地

域社会の活性化につなげる。 

 

第３ 地域における情報化 

１ デジタル化の方針 

近年、情報通信技術（ＩＣＴ）の飛躍的発展によって、産業、教育、保健、医療、福祉、文化、行政

等のあらゆる分野でのデジタル技術の活用が進展しており、デジタル化は過疎地域における定住を考

える上で欠かせないものとなってきている。 

  本県でも情報政策の基本方針として、「みやぎ情報化推進ポリシー」を令和３年４月に策定し、人口

減少などの社会変化を踏まえ、地域のデジタル化を推進するための方針を定めた。 

 本方針を基に、過疎地域においても、デジタル技術を活用して、地理的不利性を克服し、住民の利便

性向上と行政の効率化を図るため、高速大容量回線や無線通信網など、地域内外の交流・連携を支える

情報通信インフラの整備を進める。 

  また、情報格差（以下「デジタルデバイド」という。）対策を行うとともに、過疎地域の人口減少に
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対する対策として、デジタル技術を活用した「ワーケーション」や「二地域居住」の促進により、「関

係人口」の創出・拡大を目指す。 

 

２ その対策 

（１）デジタル化の推進 

    過疎地域は、生活面、産業面とも地理的不利性からくる時間と距離の制約や非効率などの問題

を抱えており、その克服には、社会全体のデジタル化の推進が必要であり、高速大容量回線や無線

通信網など、地域内外の情報通信インフラの整備はもちろんのこと、デジタルデバイドの対策も必

要である。 

このため、大容量高速通信ネットワークの整備を促進し、行政手続きにおいてもＡＩやＲＰＡな

どのデジタル技術の活用、住民サービスの向上や地域間の連携による医療システムの構築等、生活

に密着した情報提供の充実を図ることにより、住民に効率的なサービスを提供できる体制を整備

する。 

 また、教育面での活用をはじめ、地域の特性・優位性の周知により、都市とのリアルタイムな情

報交流を促進し、地域の特性を生かした地域間交流等の機会拡大を図る。 

    この他、過疎地域における携帯電話のエリアの整備は、地形的制約や、採算性の面から整備が進

まない状況となっている。地域住民の利便性向上はもとより、各種産業の振興及び交流人口の増大

のため、携帯電話サービスが提供されない地域の解消のために、さらなる携帯電話エリア整備を図

る。 

 

（２）先進的情報通信技術の活用 

 ローカル５Ｇ、ＡＩなどの先進的技術を身近なものとして利活用することにより、近年多発して

いる自然災害への対策や、技術導入の進展が期待されている農林水産分野など、地域の課題の解決

及び地域の活力の創出を目指す。 

  なお、こうしたイノベーションにあたっては、「誰一人取り残さない」デジタル社会の実現のた

め、高齢者等の使い勝手にも配慮した情報化の推進に努める。 

   

第４ 交通施設の整備、交通手段の確保の促進 

 

１ 交通体系整備促進の方針 

過疎地域の産業、経済、文化の振興を図り、地域間の交流と連携を促すためには、生活圏の拡大を踏

まえた広域的な基幹道路の充実とネットワーク化に重点を置いた道路交通網の整備が重要な課題であ

る。 

  一方では、高齢福祉社会に対応した生活者の安全と安心な暮らしを支える道路整備も欠くことがで

きない。 

 このため、高速交通体系である高規格幹線道路や地域高規格道路の整備を促進するとともに、これら

にあわせたアクセス道路や新幹線駅への連絡を強化する道路をはじめ、自然との調和に十分配慮しつ

つ、観光・リゾート整備、企業誘致等の産業振興等を支援する道路、過疎地域と地方中心都市を結ぶ幹
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線道路等の整備を広域的な観点から促進して、ネットワーク機能の強化を図る。また、医療・福祉施設

への連絡強化や生活の利便に資する道路のほか、基幹的産業である農林水産業の振興を図る農道・林道

等についても整備を促進し、過疎地域内外の総合的な交通体系の整備を図る。 

 

２ その対策 

（１）県道及び市町村道の整備 

① 県道等の整備 

 国道（知事管理分）及び県道は、広域生活圏の中心都市と過疎市町を結ぶ重要路線であり、

地域の産業経済の発展、生活水準の向上に大きな役割を果たしている。 

 このため、広域的な産業の振興、地域間交通網の確立、広域的な事業に重点を置いて、整備

促進する。特に、地域間交流を促すため、過疎地域と地方中心都市を結ぶ主要道路、過疎地域

と高速自動車道のインターチェンジ・新幹線駅等高速交通体系へのアクセス道路、一般国道等

と連絡する道路、観光・リゾート施設を広域的に周遊できる道路、大規模災害発生時の避難

路・緊急輸送道路、平野部と山間部との連絡を保つ道路等については、広域的な観点に立って

その整備を図る。 

 

② 市町村道の整備 

      市町村道は、住民生活に密着し、生活水準の向上や防災並びに産業の振興に重要であり、そ

の早急な整備が必要である。 

 このため、生産地区、購買施設・公共施設や高台等との連絡を確保する市町村道や主要集落

相互間及び駅、教育施設、医療施設等の公共施設を結ぶ幹線道路について整備促進するととも

に、高齢化社会に対応した道路のバリアフリーや交通事故対策のための交通安全施設整備に

努める。 

      なお、市町村合併後の地域内及び地域相互間の連携を強化する市町村道については、国・県

道を基軸とした道路ネットワークの形成に配慮しつつ整備促進する。      

 

③ 基幹的な市町村道の整備 

      過疎地域における市町村道のうち、地域の自立促進に資する基幹的な市町村道については、

県代行制度の活用などにより整備を促進する。 

 

（２）農道、林道及び漁港関連道の整備 

① 農道の整備 

      農道については、農産物の流通合理化や営農環境の改善に寄与するため、農道等の再編・集

約等を計画的に推進する。 

      また、農村地域のインフラの持続性を確保するため、農道の強靱化・高度化を図る。 

 

② 林道の整備 

 林道等は、森林の適正な管理や効率的な林業経営のための基幹的な施設であるとともに、森
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林空間の総合的利用の推進や、山村地域の産業振興及び定住基盤の整備を図る上でも、重要な

役割を果たしている。 

      このため、森林基幹道をはじめ、森林管理道及び作業道の開設を積極的に推進し、林業機械

化に対応できる高密路網の整備に努め、低コスト林業の確立を図るとともに、既設林道につい

ては、改良事業や舗装事業を促進し、その機能の向上と定住基盤の整備を進める。 

 

③ 漁港関連道の整備 

    漁港関連道は、漁村における漁業生産基盤の整備を図る上において重要であるため、整備を

進める。 

 

④ 基幹的な農道及び林道の整備 

 過疎地域における農道及び林道のうち、地域の持続的発展に資する基幹的な農道及び林道

については、県代行制度の活用などにより整備を促進する。 

 

（３）交通確保対策 

① 生活交通の確保 

      過疎地域の住民にとって路線バス等の公共交通機関は、少子・高齢化が進行する中、日常生

活を送る上で不可欠な移動手段となっているが、近年、通勤通学者の減少や自家用車の普及に

よる利用者の減少に伴い、その運行を維持することが困難となり、事業者路線の廃止や縮小が

進んでいる。そのため、地域の生活交通確保対策として、市町などによるコミュニティバスや

乗合タクシーなどの運行が行われている。 

      このため、事業者による地方バス路線の維持を図るとともに、地域の実情に即した交通の

確保に向けた支援を推進する。さらに、阿武隈急行線については、関係市町の協力のもとに、

利用者の誘発を図るとともに、鉄道事業者に対する指導及び支援措置を講ずる。 

      また、積雪・寒冷地域の冬期交通を確保するため、除雪・凍結防止等の体制整備と適切な作

業を実施する。 

 

② 離島航路の確保 

      離島と本土を結ぶ離島航路は、島民の日常生活に欠くことのできない重要な交通機関であ

り、その運航及び島民の生活の利便と安全性が確保されるよう必要な支援措置を講ずる。 

③ 観光客等の公共交通利用促進 

      観光客等来訪者の移動の利便性や回遊性の向上により、交流の活発化を図るため、必要な

措置を講ずる。 

 

第５ 生活環境の整備 

 

１ 生活環境の整備の方針 

生活環境の整備については、これまで一定の改善が図られてきており、特に下水処理は近年急速に整
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備が進んでいる。住民生活水準の向上はもとより、安全で、潤いと安らぎのある生活環境を整備してい

くことは、住民の安全・安心の確保や自然環境の保全には不可欠な要素である。また、これまで整備を

行ってきた各施設について、老朽化に応じ、定期的な更新を図っていくことで、その機能を長期にわた

り維持していく必要性も生じてきている。 

  これからは、生活環境において、単に都市部に追いつくという視点だけではなく、過疎地域の持つ優

れた景観や文化を積極的に生かしながら、総合的な定住環境の整備に努め、ゆとりある安全で快適な生

活の実現を促進する。 

 

２ その対策 

（１）簡易水道、下水処理施設等の整備及び合理的なゴミ処理体制の整備 

① 水道の整備 

      水道施設等の新設・拡充を図り、水道未普及地域の解消を進めるほか、更新計画に基づく施

設の機能維持を推進していく。 

 

② 下水処理の推進 

      豊かな自然環境を保全するため、生活排水の適切な処理について住民意識の啓発に努める

とともに、地域の特性や実情に応じて、公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落環境整

備事業、コミュニティプラント、浄化槽設置整備事業などの各種事業による整備を推進する。 

 

③ 廃棄物処理 

      ごみ処理については、長期的な観点から広域圏による合理的なごみ処理体制の整備を促進

する。 

      また、ごみの減量化や再生利用について住民意識の啓発を図るとともに、不法投棄の撲滅

に努め、美しい自然環境の保全と、地域の魅力の向上を図る。 

 

（２）地域ぐるみの消防防災体制の確立 

① 消防防災体制の強化 

 過疎地域においては、消防ポンプ車、消防水利等の基礎的消防施設の整備を促進してきた

が、それら施設を操作する消防団は、人口減少や社会構造の変化により団員数が減少し消防組

織の弱体化と消防力の低下が懸念される。 

      このため、地域の実情にきめ細かく対応した消防団員確保対策を実施するほか、地域住民

に対し、あらゆる機会を利用して防災に関する啓蒙活動を行うとともに、住民の自主的な防災

活動を支援し、地域ぐるみの総合的な消防防災体制を確立する。 

      また、航空消防防災体制のもと、防災ヘリコプター「みやぎ」等による広域的な消防防災活

動を積極的に展開する。 

 

② 救急体制の充実 

      今後、救急業務に対する需要はさらに増加するものと予想され、また、離島やへき地等を含
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む過疎地域の救急搬送体制を確保する必要があるため、消防本部、消防団、県防災ヘリコプタ

ー及びドクターヘリの連携を強化し、救急搬送体制を確保していく。 

 

（３）サービスステーション（ガソリンスタンド）対策 

過疎地域にとって、高齢者・若者を問わず、自動車は生活に必要不可欠な移動手段であり、ガソ

リンの確保は重要な課題である。また、寒冷地である当県にとって、冬季の暖房用燃料の確保も身

体生命に関わる重要な課題となっている。 

    さらに、サービスステーションが少ない過疎地域にとって、災害時に化石燃料の確保が困難に

なるリスクが都心部と比較して高く、早急な対応が求められる。 

    これら化石燃料の安定的な供給を維持するため、サービスステーションの実態に即した対策に

取組むこととする。 

 

第６ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

１ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針 

過疎地域における高齢化は、他の地域に比べ、進行が早い状況となっており、高齢者が住み慣れた地

域で、安心して暮らせる社会システムを構築することが最重要課題となっている。 

  高齢者の一人暮らしや夫婦だけの世帯も多く、また、地域に広く分散して居住していることなどか

ら、地域での介護機能の低下が懸念されており、介護サービス基盤の整備が進められているものの、過

疎地域の高齢化の特性に配慮した保健・福祉、住宅政策等の緊密な連携による対策が必要である。 

  多様化、高度化するニーズに的確に対応するため、既存施設の有効利用を図りながら、在宅福祉、施

設福祉サービスの質的・量的拡充を推進するとともに、高齢者が健康を保ち、生きがいを持って社会参

加できる環境づくりを進める。 

  また、少子化によって地域の活力が低下しないよう、子ども、そして異世代間のふれあいの機会のた

めの条件整備、家庭や育児に関する相談機能の充実など、家庭・子育て支援を進める。 

 さらに、子どもの運動不足解消や体力向上、高齢者の健康維持や生きがいづくりなど、様々な場を通

じて、住民の健康づくりに取組むこととする。 

 

 

 

２ その対策 

（１）高齢者の保健及び福祉の向上及び増進を図るための対策 

① 高齢者の保健・福祉の充実 

      高齢化問題は過疎地域が抱える切実な問題であり、高齢化の進展に伴い、健康で働く意欲

のある高齢者が増える一方、支援を必要とする高齢者も増加してきている。 

      明るく活力のある長寿・福祉社会の実現のため、地域包括ケア体制構築の中心機関である

市町の地域包括支援センターや、市町村が実施する地域支援事業への支援を行い、デイサービ

スやホームヘルプサービスなどの在宅福祉サービスの充実を図るとともに、特別養護老人ホ
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ームなどの高齢者福祉施設の整備を促進するほか、地域コミュニティを生かした地域ぐるみ

の生活支援・介護予防活動など、ボランティアの活動の普及・振興を図り、多様なサービスの

提供を推進する。 

      また、高齢者の健康の保持や疾病予防の充実を図るため、ライフサイクルに応じた健康診

断や保健指導の一層の充実を図るとともに、スポーツを通じた高齢者の体力保持や増進、生き

がいづくりに取組むこととする。 

 

② 高齢者の自立と生きがい対策 

      元気高齢者に対しては、豊かな知識や経験など高齢者の活力を生かした社会参加を促進す

るとともに、情報の提供、活動の場の拡大及び学習機会の充実等その条件整備を進める。また、

地域社会における連帯意識の醸成を図るため、各種交流の場や憩いの場、スポーツ・レクリエ

ーション施設の整備促進により、高齢者相互の交流や世代間交流の充実を図る。さらに、高齢

者の生活基盤を確立するため、高齢者にふさわしい働く場の提供を促進する。 

 

（２）児童その他の保健及び福祉の向上及び増進を図るための対策 

① 児童の保健・福祉の充実 

      核家族化の進行及び女性の就労等により家庭の養育機能が低下している状況にあって、家

庭及び地域社会の暖かい愛情に育まれ、より良い環境の中で健全に育成されるよう、次世代育

成支援行動計画及び子ども・子育て支援事業支援計画に基づき、計画的に、認定こども園、保

育所、児童館、地域子育て支援センター等の整備を進めるとともに、利用時間の拡大や、放課

後児童クラブの設置促進等子育て支援の環境整備を一層推進する。 

      また、児童の成長過程に即した遊びの環境づくりや運動遊び・運動プログラムを活用した

取組を進めるとともに、地域ぐるみの児童健全育成体制の確立や保育所地域における高齢者

と児童のふれあう交流の場の拡充を図る。 

      加えて、児童の健全育成のため、母親など地域住民の積極的参加による地域活動の促進を

図るとともに、地域における子育て親子の交流を促進し、子育てについての相談、情報提供、

助言その他の援助を通じて、地域の子育て支援の充実を図る。 

 

② 障害福祉の充実 

      障害のある人が有する能力及び適正に応じ、自立した生活を営むことができるよう、必要

な障害福祉サービスの提供その他の支援を行う。また障害者の就労促進と定着を図るため、資

格取得等の研修を実施するとともに、障害者就業・生活支援センターを運営し、職業生活の自

立に向けた指導・助言を行う。 

      さらに、障害者の工賃向上を図るための施策に取り組むとともに、スポーツ・文化活動やコ

ミュニケーション支援などを通じて障害者の社会参加促進を図る。 

 

③ 地域共生社会の形成 

      ダブルケアや子どもの貧困など複雑化・多様化している課題に対応するため、市町村の包
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括的な相談・支援体制整備への取組に対して支援を行い、地域住民や地域の多様な主体が丸ご

とつながることで地域をともに創っていく「地域共生社会」の形成を図る。 

      特に、東日本大震災の被災地においては、災害公営住宅入居者の高齢化率、独居率が高く、

引き続き見守り・生活支援の実施や交流の場の確保が必要となっていることから、市町及び社

会福祉協議会とより一層の連携を図り、持続的な地域コミュニティ形成に向けた支援を行う。 

 

第７ 医療の確保 

 

１ 医療の確保の方針 

  いわゆる「団塊の世代」が７５歳以上の超高齢社会となる令和７年（２０２５年）に向け、在宅医療

を推進し、地域包括ケア体制を構築することが求められているが、過疎地域においては、医療機関自体

が少なく、他の地域以上に高齢化が進行している場合もあることから、より一層、在宅医療を行う医師

等の確保や医療と介護の連携の必要性が高くなっている。 

  これらのことから、住民一人ひとりがそれぞれの地域で安心して医療サービスを等しく受けること

ができるよう医療提供体制の整備に努める。 

  また、市町が主体となって実施する「在宅医療・介護の連携を推進する事業」が円滑に行われるよう、

広域的・補完的に支援を行っていくとともに、医師、看護師等の医療従事者の養成確保と定着を促し、

無医地区対策の充実に努める。 

 

２ その対策 

（１）医師確保及び医師派遣の充実、遠隔医療の導入促進 

    無医地区等への安定的な医療提供体制を確保するために、医師確保対策や医師派遣の充実、へ

き地診療所における運営に対する助成を引き続き実施する。 

    また、へき地医療拠点病院やへき地診療所への支援体制の整備を推進するとともに、遠隔医療

の実施に必要な機器の導入を促進し、無医地区における医療提供体制の充実に努める。 

 

（２）特定診療科目に係る医療確保対策 

    小児科、産婦人科、眼科、歯科、耳鼻咽喉科等の特定診療科目については、病院及び診療所にお

ける医療機会の確保を促進するほか、歯科診療については巡回診療車による巡回診療を充実し、地

域住民の疾病治療に努める。 

 

第８ 教育の振興 

 

１ 教育の振興の方針 

（１）学校教育等の充実 

    過疎地域における教育文化施設の整備については、過疎化と少子化の傾向が進行し、更なる児

童生徒数の減少が予想されることを踏まえ、効果的な整備を行う必要がある。学校の実態や地域の

実情を十分に考慮しながら、地域社会や関係機関等とも連携し、多様なこどもたちの学びを支える
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学習環境の充実と、魅力ある特色ある学校づくりに向けた取組を推進する。 

    また、住民にとって身近な公共施設である学校は、災害時には地区の避難場所となることから、

十分な防災機能の整備を図る。 

 

（２）社会教育の充実と生涯学習推進体制等の整備 

    心豊かな生活の創造と生きがいに満ちた地域づくりを住民参加の下に展開するため、多様な学

習機会の提供や確保に努める。 

また、地域の学び、活動の拠点となる公民館や図書館など生涯学習推進の拠点として期待される

社会教育施設の機能の充実強化に努める。 

 さらに、地域づくりに必要な人材の育成等、生涯学習・社会教育を推進するための体制整備の充

実を図るとともに生涯スポーツ環境の整備も進める。 

 

２ その対策 

（１）公立小中学校の統合整備等教育施設の整備 

① 地域の実情に応じた適正規模の教育環境の整備 

 過疎地域の小規模小学校等は、地域住民のコミュニティ活動の場としても重要な役割を担

っていることから、地域社会や家庭と一体となって教育の充実に努めるとともに、都市部や近

隣の学校との積極的な交流促進の場として活用を進める。 

      また、小・中学校の適正配置の見地から統合を計画する場合には、児童生徒数の推移を見極

めながら、学校教育への影響、通学条件の整備、学校の持つ地域的意義等も考慮し、十分に地

域住民の理解と協力のもとに進める。 

 

② 教育環境の整備 

      へき地の学校における教育水準の維持向上と校舎、屋内運動場、プール等の整備充実とと

もに、児童生徒等の情報活用能力を養成するコンピュータ等情報機器の整備など、教育環境の

整備を促進する。 

      また、きめ細かな指導に配慮するとともに、スクールバス等の充実を図り、適切な通学条件

や通学手段の整備を促進する。 

 

 

③ 防災機能の強化 

      へき地においては、災害時に陸路が寸断され孤立する恐れがあることから、児童生徒はも

とより住民の命を守るため、停電時における自立的な電力確保のための太陽光発電設備及び

蓄電池の整備や、複数の情報通信機能を確保するなど、学校の防災機能の強化充実を進める。 

 

（２）集会施設、体育施設、社会教育施設等の整備 

    高齢者の社会参画の増大、生きがいの高揚を図るための施設整備、活用を図るとともに、若年層 

のライフスタイルに応じた体育・スポーツ、文化、交流施設などの充実を図ることにより、魅力あ 
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る定住環境を構築する。 

    公民館については、情報化等に対応した機能や、高齢者等に配慮した設備を備えるとともに、地 

域の学校や家庭との連携や協同が図れるよう、社会教育・生涯学習の拠点施設としての機能の   

充実に努める。 

    また、図書館については、図書情報の迅速な提供を図るため、県立図書館と市町村図書館等との 

ネットワークの充実を図り、住民の利便性を確保する。 

    体育施設については、地域の状況に応じ、コミュニティスポーツ活動の中心施設としてプール、 

体育館、運動広場等の整備を促進するとともに、地域住民のスポーツ活動の振興のため、学校体育 

施設の開放や、住民の利用向上のための設備の整備を促進する。 

さらに、高齢者や女性を含む全ての住民が年齢、体力に応じたスポーツ活動を楽しみ、健康で充 

実した生活を営むことができるよう、スポーツ環境の整備を進める。 

 

（３）家庭・地域・学校による協働教育の推進 

    家庭・地域・学校が連携・協働して子供を育てる環境づくりを目指し、地域学校協働活動の推進

と地域学校協働本部の組織化を進めるとともに、学校を核とした地域づくりを推進する。 

    過疎地域における小規模学校等は、他地域に比べ地域住民が学校に関わることが多く、また、地

域が学校にとって果たす役割が大きい。住民、行政区、ＮＰＯ、町内会、各関係団体等で構成する

地域コミュニティが、地域の実情に応じた協働のシステムを作り学校を支援するとともに、生まれ

育った地域を愛し、将来の地域づくりを担う人材を育成していく仕組みを構築する。 

 

第９ 集落の整備 

 

１ 集落整備の方針 

人口減少と少子高齢化が加速し、生産年齢人口が減少する中、多くの集落においては、地域商店の減

少、病院・診療所の廃止、公共交通の撤退、担い手不足による農地・森林の荒廃等の様々な課題に直面

し、集落機能の維持が大きな課題となっている。 

  このため、幹線道路等の整備や生活交通の維持、医療・福祉の確保など、将来にわたって暮らし続け

ることのできる集落とするための各種機能の持続的発展に努める必要がある。 

  沿岸部においては、震災により多くの集落で人口減少が加速し、集落における地域活動の停滞がみ

られる。また、多くの地域で移転により新たに集落、地域コミュニティが再構築されており、新たなコ

ミュニティに即した形で地域活動の見直しや、横断的な連携を図ることなどが急務となっている。さら

に、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有し実践していく担い手の確保・

育成が必要である。 

  このため、集落の維持活性化を図るためには、住民自身が集落の問題を自らの課題として捉え、将来

のあり方について共通した認識を持って、地域づくりに参画していく仕組みや、住民の安心・安全を確

保し、人々が地域で支えあう横のつながりの創出、これら取組みを持続的に行うための地域運営組織の

形成、活動支援などの仕組みづくりを進める。 
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２ その対策 

（１）「小さな拠点」を核とした集落ネットワーク圏形成の促進 

    過疎化の進行により集落機能の低下が見られる地域においては、「小さな拠点」を中心とした、

地域の基幹集落と周辺集落による集落ネットワーク圏の形成等により、目的や必要に応じ近隣集

落同士が連携し、機能を相互に補完することで、人口減少社会に対応できる集落づくりに取り組ん

でいく。 

    また、人口減少や高齢化の進展により、デマンド交通などによる地域交通の確保や、医療・福祉

の確保、伝統文化の継承、空き家や耕作放棄地などの低未利用地の増加等が課題になっていること

から、過疎市町と協力して集落機能の維持に向けた取組を進める。 

    さらに、野生鳥獣による被害やゴミの不法投棄などへの対策についても市町と協力して取り組

んでいく。 

 

（２）「集落支援員」の活用による集落機能の維持・活性化の促進 

    集落を維持し、中長期的に持続可能な集落とするためには、地域住民が自ら地域づくり活動に

主体的、組織的に参加する必要がある。そのためには、集落の現状や課題、集落の将来のあるべき

姿等について、住民同士や住民と行政との話し合いなどにより、共通認識の形成を促すことが重要

であることから、集落支援員の活用や地域おこし協力隊など外部人材の協力を得ながら、地域の活

性化や課題解決に向けた取組を推進する。 

    さらに、今後人口減少と高齢化が進むことで、地域活動の担い手や農林水産業などの地域産業

の担い手不足などにより、共同作業の維持や集落の行事・イベント等の開催が困難になると予想さ

れることから、集落支援員や地域おこし協力隊など地域の実情や意向に応じた人材の確保・活用を

進めるとともに、地域の特色や資源を生かしたコミュニティビジネスの振興により地域経済の円

滑な循環を促進する。また、都市部との交流を促進し、関係人口の増加や移住定住に向けた取り組

みを推進する。 

 

（３）集落内の土地利用の最適化 

    地域の低未利用地や管理不全土地に起因する災害・鳥獣害・治安等の様々なリスクを事前に予

測し、適切な対策を講ずる必要があることから、集落及びその周辺の土地利用状況をあらかじめ把

握するとともに、良好な集落環境の維持に必要な最低限の土地の管理や、新たな活用方法等につい

て、地域ぐるみで検討する取り組みを進める。 

第 10 地域文化の振興等 

 

１ 地域文化の振興等の方針 

（１）多様な文化芸術活動と地域内外交流の促進 

    文化芸術を創造・発表・享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見いだすことは人々の変わら

ない願いであることから、だれもが主体的に文化芸術を創造・発表・享受することができる環境を

整備し、多様な文化芸術活動の拡充促進を図る。 

    また、地域に根ざした文化芸術活動の活性化を図るため、地域の歴史や風習などの文化資源を
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生かした特色のある文化イベントの開催を促進し、地域内外との交流を生み出す。 

 

（２）誇り高い地域文化の継承と発展 

    急激な社会環境や経済動向の変容の中にあって、本県は歴史的風土に育まれ、受け継がれてき

た有形無形の貴重な文化遺産は次代に引き継ぐべき県民共有の財産である。過疎地域には、これら

の財産が数多く残されていることから、地域の祭礼行事、民俗芸能、伝統工芸などに対する関心や

理解を深め、これらを尊重する心を育てるために必要な環境づくりに取り組みながら、伝統文化の

後継者や文化財等の保存技能者の育成に努めるとともに、埋もれた文化遺産を地域づくりの拠点

として再生させるなど、地域文化の継承と発展を促進する。 

 

２ その対策 

（１） 地域文化の振興等に係る人材育成 

    独創的、個性的な地域づくりを展開するため、地域固有の文化・芸能の保存や振興への取組を積

極的に支援し、子ども達の郷土愛、自信、誇りを育むとともに、地域の将来を担う人材の育成に努

める。 

 

（２）地域文化施設の活用促進 

    施設については、恵まれた自然や独自の生活文化を考慮し、そして国際的な視点を踏まえ、世代

間、地域間、業種間交流の推進の場としての活用に配慮するとともに、広域的な施設利用システム

の構築に努める。 

 

第 11 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

１ 再生可能エネルギーの利用の推進の方針 

地域の特性を活かした再生可能エネルギーの導入や省エネルギー対策の推進により、二酸化炭素の

排出量を抑制し、地球環境の保全を図るとともに、地域の実情に応じて、再生可能エネルギーの利用に

係る取組を過疎地域における経済活性化や災害対応能力の強化などに積極的に活用する。 

 

２ その対策 

（１）再生可能エネルギーの利用促進 

    太陽光、風力などを再生可能エネルギーとして地域の暮らしに取り入れていくことは、低炭素

化による地域環境の保全のみならず、過疎地域の経済活性化など持続的な地域の発展に資する重

要な取組であるとともに、災害発生時にも利用できる自立・分散型エネルギーシステムの構築にも

繋がることから、地域の実情に応じた利用の促進を図る。 

 

（２）地域の個性を活かした再生可能エネルギーの導入促進 

    林地残材をはじめとする木質バイオマスの利活用促進、地熱・温泉熱の利活用促進、農業水利施

設等を活かした小規模水力発電など、地域に特有の再生可能エネルギーの導入の促進を図る。 



 

28 

 

 

第 12 過疎地域市町相互間の連絡調整、人的及び技術的援助その他必要な援助 

  

１ 過疎市町間における連絡調整、人的及び技術的援助の方針 

過疎地域の産業や雇用の創出など各種の地域振興施策の取組が進められてきたところであるが、人

口減少・少子高齢化等により、地域の産業等を担う人材が不足している状況にある。このため、過疎地

域の持続的発展に対する各種取組の充実を図る必要があることから、過疎市町の課題やその取組等に

ついて情報交換等の場や、過疎市町間で共通する課題に対して、人的及び技術的な支援を行う体制づく

りを進める。 

 

２ その対策 

（１）過疎地域等政策支援員の導入検討 

過疎地域における各種振興施策の取組を促進するため、過疎地域市町と連携を図りながら、都道

府県過疎地域等政策支援員制度などの利用を含め、専門的人材の確保・活用を推進し、過疎市町の

取組が効率的・効果的に展開できるよう支援する。また、起業支援を含む新たな産業の振興や雇用

の創出といった過疎地域の持続的発展に向けた各種施策の充実を図る。 

 

（２）過疎市町間の連携促進 

 過疎市町の課題やその取組などについて、過疎市町間で情報交換等を行える体制づくりを進め

るとともに、過疎市町相互間の連携促進を図る。 
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第 13 過疎地域持続的発展の地域別施策の方向 

 

地域別の現状と課題及び整備の方向 

新・宮城の将来ビジョン『富県躍進！“ＰＲＯＧＲＥＳＳＭｉｙａｇｉ”～多様な主体との連携によ

る活力のある宮城を目指して～』を実現するため、それぞれの地域に求められる役割・機能を踏ま

え、日常的な生活圏としてのまとまりの強い広域圏を単位として、過疎地域の持続的発展の基本的方 

向をここに示す。 

 

過疎市町の圏域別一覧 

広域圏名 過疎地域市町名 

仙南圏 七ヶ宿町、丸森町 

仙台都市圏 山元町 

 

 

 

 

大崎圏 

 

大崎市 

（旧岩出山町、旧鳴子町、旧田尻町の区域） 

 

加美町 

 

美里町 

（旧南郷町の区域） 

 

栗原圏 栗原市 

登米圏 

 

登米市 

（旧登米町、旧東和町、旧津山町、旧米山町、旧石越町の区域） 

 

 

 

 

石巻圏 

 

石巻市 

（旧河北町、旧雄勝町、旧北上町、旧牡鹿町の区域） 

 

東松島市 

（旧鳴瀬町の区域） 

 

気仙沼・本吉圏 気仙沼市、南三陸町 
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１ 広域仙南圏 （過疎地域市町村－七ヶ宿町、丸森町） 

 

（１）現状と課題 

    蔵王連峰に連なる冷涼な高原地帯と阿武隈川、白石川流域の平野部を利用した農林業や高速交

通体系により進展してきた工業や豊かな自然環境を生かしたリゾート産業が発展してきた地域で

あり、白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町及び丸森町の２市

７町で構成される。 

 このうち県境部に位置する七ヶ宿町及び丸森町が過疎地域として公示され、振興山村指定地域

に指定されている。 

    両町は県内でも極めて高い高齢化率を示す地域であり、急速に進む高齢化へ対応しながら、個

性的なまちづくりをさらに進め、産業の振興及び隣接地域と連携した地域振興を図る必要がある。 

 

（２）施策の方向 

○地域課題の解決に向け、地域間・世代間交流を進めるため、地域活性化に寄与する取組を行う市

町や各種団体、NPO 等との連携を推進する。 

 

○自然、歴史、文化等、地域資源を活用した個性的なまちづくりやグリーンツーリズム等をとおし

て広域的に観光を振興し、都市と農山村の交流を促進するとともに、交流人口・関係人口の拡大を

図る。 

 

○園芸部門における特産品目の作付け推進や畜産の振興を図るほか、山間高冷地での米のブラン

ド化や６次産業化など付加価値の高い農業を推進するとともに、有害鳥獣による農作物への被害

を防止するため、地域が一体となり対策を進める。また、みやぎ蔵王ブランドのイメージ向上や地

産地消を推進し、各種事業者と実需者とのマッチングをとおして地場産品の販路拡大を図る。 

 

○災害からの復旧など、自然災害に強い森林の保全対策や、充実した森林資源の計画的な利用と再

造林の推進による資源の循環を推進するとともに、特用林産物の生産拡大や出荷制限された品目

の生産再開に向けた取組を推進する。 

 

○地域特性を活かした自立・分散型エネルギーの活用による低炭素化社会の実現、災害に強いまち

づくり及び地域経済の活性化など持続的な地域の発展に資するため、景観への影響や防災に配慮

しながら再生可能エネルギーの導入を促進する。 

 

◯中山間地域など地理的条件が不利な地域が多いことから、地域活動や営農活動を支援し、農用地

の荒廃防止や農山村の多面的機能の保全農用地の荒廃防止と農山村の多面的機能の保全を図る。 

 

○農林商工業等の産業発展に寄与する多様な人材の確保・育成を進め、次代を担う人材の育成を推

進する。 
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２ 広域仙台都市圏 （過疎地域市町村－山元町） 

 

（１）現状と課題 

    宮城県の中央部及び南東部に位置し、西方に奥羽山脈が連なり、南部に阿武隈山地が走り、これ

らの間に標高１００メートル前後の丘陵地と名取川、阿武隈川等によりつくられた沖積の仙台平

野が広がっている。気候は比較的温暖で、特に南部海岸地域は県内で最も温暖な地域であり、仙台

市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、

大和町、大郷町、大衡村の６市７町１村で構成される。 

    このうち福島県境に位置する山元町が過疎地域として公示されている。また、当町は「農村地域

への産業の導入の促進等に関する法律」に規定された地域でもある。山元町は、平成２３年３月に

発生した東日本大震災により甚大な被害を受けたことから、震災からの早期復旧・復興を最優先課

題として進めたことにより、生活基盤や産業基盤の再生や鉄道・高速道路などの交通条件の向上な

どが図られた。一方、震災後から顕著になった出生数の減少や若年者の人口流出などにより更に少

子高齢化が進み、仙台都市圏域では最も人口減少率が大きくなっていることから、地域資源を活か

した交流人口の拡大や若者の定住化及び移住促進を進めるとともに、各分野における担い手とな

る人材の確保・育成を図っていく必要がある。 

 

（２）施策の方向 

○農業については、農地整備事業により面整備が終了した農地等の付帯工事を進め、良好な生産基

盤の確保と営農環境の改善を図る。また、競争力のある経営体の育成を図るため、法人化や経営の

多角化等による経営を推進するとともに、青年農業者の確保・育成といちごを中心とした新規就農

者の定着を支援する。  

 

○豊かな自然や、いちご、りんご、ぶどう等の地域資源を活用した地域イメージの向上を図るとと

もに、６次産業化の推進をはじめとした高品質・高付加価値化による農産物ブランドの確立を支援

する。 

 

○水産業については、新しい技術（噴流式マンガ）を導入したホッキ漁が協業方式により行われて

いる。また、震災後に新たにカタクチイワシ（シラス）漁が行われており、ブランド化、販路拡大

による漁家経営向上や新規就業者の確保について支援する。 

 

○林業については、国により造成された海岸防災林の適正な維持管理による保安林機能の早期発

揮を図るとともに、間伐や再造林など森林整備の取組を支援し、森林の持つ多面的機能の保全を図

る。また、特用林産物については、菌床しいたけなどにおいて生産者の販路の拡大に向けた取組を

支援する。 

 

○商工業については、企業誘致の推進により新たな雇用の創出や地域経済の活性化を図るととも

に、企業の経営基盤の強化や人材確保への取組に対しても、関係機関と連携しながら、支援を行
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う。特に、若年者の他地域への流出防止のため、地域の企業について学ぶ機会を設けるなど、地元

での就職機会の拡大について支援する。 

 

○観光については、山元町のいちごやりんご等の農産物やホッキ貝等の海産物など豊かな「食」や

自然景観などの地域資源や近接市町の観光資源と組み合わせることによる広域的な観光振興及び

震災遺構の活用による東日本大震災から得た教訓の伝承を通した交流人口の拡大に向けた取組を

支援する。 
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３ 広域大崎圏 （過疎地域とみなされる区域を持つ市町村及び過疎地域市町村 － 

大崎市（旧岩出山町、旧鳴子町、旧田尻町の区域）、加美町、美里町 

（旧南郷町の区域）） 

 

（１）現状と課題 

 大崎圏域は、北西部から西部にかけて栗駒山や船形連峰の雄大な自然を有する奥羽山脈が連な

り、中央及び東部一帯は、江合川、鳴瀬川流域の平坦地が広がる大崎耕土を利用した広大で肥沃な

穀倉地帯である。平成１８年３月末の市町村合併により誕生した大崎市を中心とする１市４町に

より構成され、このうち山間部の加美町、大崎市のうち旧岩出山町、旧鳴子町及び旧田尻町の区

域、そして美里町のうち旧南郷町の区域が過疎地域として公示されている。加美町及び大崎市の区

域については、いずれも豪雪地帯であり、中でも旧鳴子町の区域は特別豪雪地帯に指定されてい

る。 

    当圏域は、美しい自然や泉質が豊富な温泉、北日本で初めて世界農業遺産に登録された大崎耕

土等の歴史・文化遺産といった地域資源に恵まれ、これらを生かした個性的な地域おこしなどが活

発化してきている。また、県内有数の温泉地である鳴子温泉郷を有しているが、宿泊観光者数が

年々減少していることから、ワーケーション等の仕事と休暇を組み合わせた滞在型の観光地づく

りや、隣接県を含めた広域的な交流の促進、ＷＥＢやＳＮＳを活用した魅力の発信が求められる。 

 

（２）施策の方向 

○大崎市を中心に県北西部の発展をリードする中核都市圏としての都市機能の充実を図り、その

都市機能が広域的に活用できるよう幹線道路などの整備を促進する。 

 

〇美しい自然や泉質が豊富な温泉、歴史・文化遺産などの地域資源を活用した観光地づくりや広域

的な交流・連携、食を通じた地域振興等を推進する。 

 

〇主要産業である農業については、担い手の育成・確保と生産基盤整備の推進による効率的で生産

性の高い農業地域の形成を図る。 

    また、グリーンツーリズムなど交流活動等によるアグリビジネスを推進するとともに、安全・安

心な農産物の生産と環境保全型農業の展開を図る。 

 

〇家畜飼養頭数の減少、畜産生産者の高齢化等に対応するため、省力機器を備えた畜舎の整備や公

共牧場の利活用を進めることにより、畜産経営の規模拡大と収益力の強化を推進する。 

 

○河川、農業用排水施設などの水辺空間の整備を進め、身近に水とふれあえる機会の創出など、自

然と調和した住みやすい生活空間の整備を推進する。 

 

○森林・林業の基盤整備を推進し、林業事業体の経営強化と定住促進を図るとともに、地域の整備

とレクリエーション・環境教育のフィールドとして森林の活用を進める。 
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４ 広域栗原圏 （過疎地域市町村 － 栗原市） 

 

（１）現状と課題 

栗原圏域は、北西部に栗駒国定公園の栗駒山を有し、保安林などの森林が主体で多くの自然が残

っており、東部は迫川等の流域に開けた穀倉地帯となっている。平成１７年４月の市町村合併によ

り圏域全体が栗原市となったが、旧１０町村すべての区域が過疎地域として公示されている。人口

の推移は自然減及び社会減により、昭和３５年国勢調査以降、毎調査時減少しており、人口、世帯

数ともに県内の他地域と比べ最も少なくなっている。 

    観光客入込数は、岩手・宮城内陸地震と東日本大震災の影響により落ち込んだものの近年は回

復基調にあったが、新型コロナウイルス感染症の影響により再び減少し、交流人口の拡大を図るた

めの支援が必要となっている。また、近年、集積が進む自動車産業における地理的利点として整備

された交通体系を生かした企業立地の促進や、豊かな自然など観光資源を生かした滞在型観光等

の観光産業の推進等、関係人口の拡大に向けた取組が求められている。 

 

（２）施策の方向 

○商工業の持続的な成長を支える産業人材の確保と育成等を支援するとともに、「滞在型観光」の

推進と関係人口の拡大を図り、くりはらの特性を活かした産業活性化による地域振興の推進を図

る。 

 

○多様なニーズに対応した米づくりと収益性の高い水田農業を推進するとともに、園芸産出額の

増大と地域支援を活かした中山間振興を進め、地域農業を担う次代の人材育成と持続可能で多彩

な栗原農業を推進する。 

 

○人口減少、農業者の高齢化が進む中で、労働生産性の高い農業を実現するため、農地の大区画化

を図り担い手への農地の集積・集約を進め、アグリテックや高収益作物の導入を推進するなど、農

地利用の高度化を図る。 

    また、農業水利施設の機能を安定的に継続して発揮させるため、ストックマネジメントを推進

し施設の長寿命化を図る。 

 

○優良雌牛の導入や牛舎等の規模拡大に取組む生産者を支援するとともに、高度な飼養衛生管理

を実現するための農場ＨＡＣＣＰ認証取得に向けた助言と指導を行い、肉用牛生産基盤の維持・拡

充と安全・安心な畜産物の供給を推進する。 

 

○適切な森林整備の推進と木材需要の喚起を行うとともに、森林・林業・木材産業を支える担い手

の確保に努め、持続可能な未来を創造する森林・林業・木材産業の実現を図る。 
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５ 広域登米圏 （過疎地域とみなされる区域を持つ市町村 － 登米市（旧登米町、 

旧東和町、旧米山町、旧石越町、旧津山町の区域）） 

 

（１）現状と課題 

   登米圏域は、北上川と迫川に育まれた登米耕土を基盤とした稲作など土地利用型農業によって

発展してきた地域であり、平成１７年４月に登米郡８町と本吉郡津山町の合併によって誕生した。

そのうち東部の山林・中山間地帯に位置する、旧登米町、旧東和町、旧津山町と、広い田園地帯の

南部に位置する旧米山町、北部に位置する石越町の区域が過疎地域として公示されている。 

    当過疎地域においては、市内の他の地域と比較して、若年者比率が低く、６５歳以上の高齢者比

率が高い状態が続いている。これは少子高齢化により死亡者が出生者を上回る自然減少と、15 歳

から 24 歳の年齢階層で、転出者が転入者を上回る社会減少が主な原因である。地域の生活機能の

維持及び持続的な発展のためには、保健・医療・福祉に係る体制の整備や、妊娠・出産・子育ての

支援の充実のほか、産業振興の取組による雇用創出、移住・定住支援による地域の活力増加、まち

の魅力の情報発信による交流人口等の増加・創出に向けた施策を総合的に推進していく必要があ

る。 

    当該地域では、三陸縦貫自動車道と東北縦貫自動車道を繋ぐみやぎ県北高速幹線道路の整備が

進められている。また、平成２７年に旧津山町の一部が三陸復興国立公園に編入された。しかし、

この地域への観光客数は年々減少していることから、地域の活性化を図り地域を次代に繋ぐため、

アクセスの向上及び国立公園への編入を有効に活用する取組が求められている。 

 

（２）施策の方向 

○人・物・情報の交流の促進や雇用機会の創出を図るため、みやぎ県北高速幹線道路第Ⅴ期区間整

備及び三陸沿岸道路との相互乗り入れの事業化、並びに連結許可を受けている東北縦貫自動車道

との相互乗り入れの事業促進について検討するほか、当該圏域にある三つのインターチェンジ等

を生かした商業・工業・観光等地域の産業振興を推進する。 

 

○農業については、持続可能な農業を目指し、多様な担い手の育成・確保に努めるとともに、軽労

化や省力化のためのスマート農業及び需要を踏まえた生産を推進する。併せて畜産物の高付加価

値化の推進､環境保全型農業等の推進により産地の魅力向上を図る。 

 

○林業については、持続的な森林整備と活力ある林業・木材産業の振興を図るため、担い手の育

成・強化、森林施業の集約化及び高性能林業機械の導入による低コスト林業を進める。また､地域

材の利活用、森林資源を生かした地域づくりへの支援等、森林資源が循環する産業づくりを目指

す。 

 

○観光については、交流人口の増加を図るため、観光、産業、文化、自然などを総合的かつ効果的

に情報発信することにより、登米市地域の資源を生かしたまちの魅力向上を行う。市内の周遊観光

と周辺観光地と連携した広域観光を推進し、通過型から滞在型の観光への誘導を図る。さらに積極
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的な情報発信に努め、外国人を含めた観光誘客を推進する。 

 

○地域の産業については、以上とともに、農業・林業・商業・工業・観光が一体となったグリーン

ツーリズムや農商工連携、６次産業化の取組を進めながら、地域に根ざした産業の振興と、産業の

将来を担う人材育成に努めていく。 

 

○環境については、多様性に富んだ豊かな自然環境を次世代へ継承するため、水環境の保全や再生

活動を関係機関との連携により推進する。また適正な森林整備、希少な在来種の保護など、市民の

生物多様性に対する意識の向上に向けた活動に取り組む。 

 

○生活習慣や社会環境の改善を通じて、健康寿命の延伸を目指す地域に根ざした健康づくりに取

り組むとともに、予防から医療・介護・福祉を一体的に提供する地域包括ケア体制の推進、日常生

活における交通手段の確保、高年齢者の社会参加促進に取り組む。 

 

○結婚・妊娠・出産・子育ての各ステージにおいて、切れ目のない支援事業の充実を図り、次代を

担う子どもが健やかに成長できる環境づくりに取り組むとともに、学校・家庭・地域が協働して子

どもを育てる環境づくりを推進する。さらに、教育関連の施設整備や教育の ICT 化に向けた取組

について中長期的な視点で具体化を進める。 
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６ 広域石巻圏 （過疎地域とみなされる区域を持つ市町村 － 石巻市（旧河北町、 

旧雄勝町、旧北上町、旧牡鹿町の区域）、東松島市（旧鳴瀬町の区域）） 

 

（１）現状と課題 

    南三陸の優れた景観と北上川や鳴瀬川などの豊富な資源に恵まれ、農業、水産業及び製紙・木材

関連等の工業を基幹産業として発展してきた地域である。平成１７年４月の市町村合併によって、

旧石巻市を中心とした１市６町で新たな石巻市に、旧矢本町及び旧鳴瀬町の２町で東松島市とな

り、合併しなかった女川町との２市１町で圏域を構成する。石巻市のうち旧河北町、旧雄勝町、旧

北上町、旧牡鹿町の区域及び東松島市のうち旧鳴瀬町の区域が過疎地域として公示されている。 

    平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、圏域内は死者５千人を超える人的被害

（全県の５０％に相当）とともに、農業や水産業などの経済基盤に甚大な被害を受けた。 

 東日本大震災以前には２１万人を上回っていた圏域内の人口は、令和２年１２月末現在、１８万 

５千人となり、なお減少傾向にある。 

    また、都市部と過疎地域等との人口の地域的偏在が進行することにより、農林水産業の担い手

不足が加速し、産業として衰退していくだけではなく、過疎化の進展や集落機能のさらなる低下に

つながることが考えられる。 

    このため当圏域では、甚大な被害を受けた農業や水産業の復興の完遂に取組み、圏域の再活性

化を図っていく必要がある。 

 

（２）施策の方向 

○農業については、認定農業者や農業法人等の育成及び経営の安定化・高度化、施設園芸の収量・

品質向上、加工・業務用野菜等の栽培技術定着と効率的な作業体系確立、土地利用型農業の農地集

積促進、省力・低コスト技術の導入・定着を推進・支援する。また、環境にやさしい農業、ブラン

ド米戦略、６次産業化等アグリビジネスの推進により、消費者・実需者等の多様なニーズに柔軟に

対応できる生産・供給体制の強化を図る。 

 

○水産業については、沿岸漁業への就業希望者が安心して参入できるよう、漁業経営基盤の安定・

高度化や就業希望者と漁業経営者とのマッチング機会の創出、漁協や市町等との連携による人材

受入体制の整備など、新規就業者確保に向けた取組を推進する。また、浜をけん引するリーダーの

育成支援を行うとともに、経営規模や地域の生産形態に即したグループ化等の取組を推進する。 

 

○観光業については、関係機関や関連産業と連携しながらさらなる磨き上げや体験型コンテンツ

の造成等を進め、地域の魅力や復興状況の情報発信に努める。また、豊かな自然や食材、被災地だ

からこそ提供できる伝承ツアーや防災・減災教育旅行の拡充等により観光産業の一層の活性化を

図る。 

 

○管内企業の競争力向上と売上げ増加を図るため、優れた技術や優良事例等の情報を産学官で共

有するとともに、相互に連携しながらイノベーションの創出や、第１～３次産業間の異業種交流の
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活性化に繋げていくほか、課題解決に向けた取組を支援していく。また、管内産業や企業等の魅力

向上を支援しながら産業界と連携した魅力発信に努めるとともに、産業、教育、行政の各関係機関

による人材育成・雇用・定着に関する情報共有と施策内容の検討を行うなど地域が一体となった取

組を推進する。 

 

○交流人口拡大と物流効率化等を支援するため、三陸縦貫自動車道とのアクセス性を向上させる

道路の整備を推進する。 
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７ 広域気仙沼・本吉圏 （過疎地域市町村 － 気仙沼市、南三陸町） 

 

（１）現状と課題 

    宮城県北東端に位置し、東側は太平洋に、西側は山林に面しており、海と山に囲まれた自然資源

豊かで比較的温暖な気候の地域で、気仙沼市と南三陸町との１市１町で構成する。平成２６年４月

に気仙沼市、南三陸町の全域が過疎地域として追加公示された。 

    当地域は、リアス海岸が連なる変化に富んだ地形によって、天然の好漁場を数多く有し、世界三

大漁場の一つである三陸沖漁場を間近に、古くから漁業、水産加工業を基幹産業として発展してき

た地域で、水産業や食品製造業のほか、「食」や「体験」を核とした観光業などの地域に根ざした

産業が経済を支えてきた。 

    平成２３年３月に発生した東日本大震災により甚大な被害を受け、震災からの早期復旧・復興

を最優先課題として取り組み、インフラの整備や災害に強いまちづくりなどハード面においては

一部を除き完了したものの、地域コミュニティの再生などソフト面においては課題が残っている。    

また、人口減少や高齢化等による担い手や労働者の不足なども加味した地方創生への取組も課 

題となっている。 

 

（２）施策の方向 

○水産業については、海洋環境の変動に伴う魚種の変化、漁業従事者の高齢化・減少による生産性

の低下、国内における水産物需要の縮小・変化など、水産業を取り巻く状況は大変厳しく、また、

震災からの復旧復興は概ね進んでいるが、漁村集落の高台移転及び人口減少、高齢化等に伴う漁村

地域の縮小化並びに漁港の統合や新たな利活用などの課題に関係者が一体となり、水産業の持続

的かつ創造的な展開が図られるよう取り組む。 

 

〇農業については、経営規模が小さく基盤整備も遅れており、担い手の高齢化と減少、農地の耕作

放棄が課題となっている。津波被災地の農地復旧・整備を契機に、担い手の組織化やねぎ等の新た

な振興品目の導入を進め、収益性の高い農業経営の推進と持続可能な農村の構築を図る。 

 

〇林業については、森林資源が充実する一方、採算性の悪化で森林所有者の経営意欲が低下してお

り、森林資源の有効利用や間伐等の森林整備が課題となっていることから、森林認証制度の普及推

進や自伐林家による木質バイオマスの流通等により、地域材の活用を促進し、林業の採算性向上と

森林の公益的機能の維持を図る。 

 

○商工業については、震災の影響により縮小した販路や売り上げが各種支援策の活用等により回

復途上にある一方で、業種によっては新型コロナウイルス感染症拡大の影響により厳しい状況に

なっていることから、事業者に寄り添った支援策を講ずるとともに、震災復興事業のフォローアッ

プと未だ復興途上にある事業者に対し、きめ細かなサポートを行い、持続可能な商工業の発展を目

指す。 
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〇観光業については、三陸沿岸道路の延伸等により観光客入込数は増加傾向にある一方で、仙台圏

域からの日帰りエリアとなったことによる宿泊観光客数の伸び悩みが課題となっている。このこ

とから、観光客の滞留性・周遊性の向上を目指すとともに、「選ばれる観光地」となるため、 

ＳＮＳなどを活用した効果的な情報発信に取り組む。 

 

 


