
資料２ 

山形県との連携に関する取組状況について 

 

 

１ 「ＭＹハーモニープラン」の推進状況 

(1)   宮城・山形未来創造会議の設立 

・ 平成１９年３月に策定した宮城・山形の連携に関する基本構想「ＭＹハーモニープ

ラン」の着実な推進に向け，圏域における官民のこれまで以上の協働や連携を促進す

る新たな組織として，平成１９年１１月１２日に「宮城・山形未来創造会議」を設立。 

 

＜主な取組内容＞ 

・宮城・山形未来創造フォーラム（H19.11.12 山形市） 

・宮城・山形地域を超えてチャレンジする女性の交流会（H20.2.18 仙台市） 

 

(2) 「ＭＹハーモニープラン」に掲げる施策の取組状況 

・ 「ＭＹハーモニープラン」では，３つの圏域形成を柱として９５の取組例を掲げて

おり，両県が連携しながら，施策の推進に努めている。 

 
＜主な連携取組＞  

① 広域環境・生活圏の形成 
・平成１８年１２月に締結した「防災上の連携・協力に関する協定」に基づく

大規模災害等へ備えた連絡体制の整備や合同訓練の実施  
・自然環境の保全や地球温暖化防止に関する普及啓発・意識醸成  
・意欲的な女性の広域的なネットワークの形成を支援  

     ・水質汚濁などの改善に向けた調査研究 

     ・感染症予防対策など保健福祉分野における連携施策の検討 

② 広域経済圏の形成  
・「とうほく自動車産業集積連携会議」へ参加，合同展示商談会の開催  
・ソウル事務所の共同運営や「香港商談会」など海外でのフェアの開催，企業

や観光などの情報発信  
     ・圏域の恵まれた農林水産物を活かした，ビジネス商談会の開催 

③ 広域交流圏の形成  
     ・仙台・宮城デスティネーションキャンペーンに向けた広域観光ルートの提案

や観光プロモーション  
     ・仙山線の機能強化や仙台空港アクセス鉄道の利用促進などの交流基盤の活用

促進  
     ・農作物の収穫体験など都市と農村の交流機会の提供 

      ＊下線は，新たな取り組みで主なもの  
 
２ 今後の連携に向けた企画部としての取り組み 

(1)   両県担当部局間において，具体的連携事業の立ち上げに向けた協議・検討が一層進

展するよう調整・支援を行っていく。 

(2)   両県企画担当課で取り組み内容の最終的なすり合わせを行い，ホームページを活用

し，広く情報発信する。 

 



「みらい創造！ＭＹハーモニープラン」取組状況(平成２０年度）

（１）環境と調和する圏
域づくり

○自然環境・生活
環境の保全・活用

蔵王国定公園の公園計画の点検などについて，連携
して取り組んでいます。

環境省や地域が主催する広域的な会議への出席を通
じ，県境を越えての野生動物の保護管理に共同して
取り組んでいます。

ホームページを活用し，環境保全活動の促進に向け
た関連情報の発信に取り組んでいます。

緊急時の大気汚染へ対応するための連絡体制の整備
や民間団体の活動支援に，共同で取り組んでいま
す。

広域的な調査研究や情報交換など，水環境の改善に
共同で取り組みます。

○環境と調和する
地域社会の形成

廃棄物の排出抑制やリサイクル等に取り組む企業へ
助言等の活動を行うスタッフの資質向上を図るた
め，両県スタッフの情報交換に取り組んでいます。

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の利用促進に向け
た，シンポジウムへの参加を両県民に呼びかけ，環
境にやさしいエネルギーの利用促進に取り組んでい
ます

　宮城・山形両県が目指す「３圏域の形成」
連携取組状況

取組名 内　　　　容

１　広域環境・生活圏の形成　～安全・安心な質の高い生活を共有する～

　圏域内の豊かな自然環境や美しい風土の保
全・再生を図り，共通の財産として大切に次
代に引き継いでいくとともに，地域資源とし
ての適切な活用を図っていきます。また，澄
んだ空気や清浄な水など快適な生活を支える
良好な生活環境の維持・保全に向けた取組を
進めます。

　地球温暖化防止，廃棄物のリサイクルや処
理体制の整備，環境教育などの取組を通じ
て，環境と調和する地域社会の構築を進めま
す。

ます。

産業廃棄物の不法投棄等に対処するため，スカイパ
トロール（北海道，東北６県，新潟県），廃棄物運
搬車両の検問（南東北３県）及び県境付近のパト
ロール（南東北３県，秋田県）などの監視を連携し
て実施しています。

（２）互助と互恵が息づ
く安全・安心な圏
域づくり

○質の高い生活関
連サービスの提供

東北厚生局及び仙台検疫所が主催する「東北ブロッ
ク感染症危機管理会議幹事会」へ参加し，情報の共
有など，広域的連携体制の整備に取り組んでいま
す。

保健福祉分野における宮城・山形両県の連携施策等
を検討するため情報交換等に取り組みます。

高齢者や障害者のバリアフリー，ユニバーサル・デ
ザインの普及に向け検討していきます。

両県がそれぞれ実施している子育て支援制度に関す
る情報交換に取り組むとともに，社会全体での子育
て支援環境の醸成など，今後の展開方向について検
討していきます。

○大規模災害等に
備えた相互支援体
制の構築

平成１８年１２月２６日に締結した「防災上の連
携・協力に関する協定」に基づき，勤務時間外にお
ける両県災害対策担当職員の連絡体制の構築に取り
組んでいます。

平成１８年１２月２６日に締結した「防災上の連
携・協力に関する協定」に基づき，応援調整に関す
る活動計画の推進に取り組んでいます。

宮城県大崎地域・山形県最上地域・秋田県雄勝地域
において，大規模災害時に備え，防災広域連携ワー
キングの開催など，防災面での連携協力に取り組ん
でいます。

南東北３県の防災担当者による担当者会議を開催
し、防災対策に関する課題等の検討や情報交換に取
り組んでいます。

　近い将来の発生が確実視される宮城県沖地
震をはじめとした大規模災害時に備えて，
「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応
援に関する協定」及び平成１８年１２月に宮
城・山形両県が締結した「防災上の連携・協
力に関する協定」に基づき，広域的な連携に
よる応援体制の確立を図ります。

　保健・医療サービスの提供，高齢者・障害
者福祉，少子化対策，子どもの教育環境づく
りなどの取組を通じて，圏域に暮らす住民の
生活の質の向上を図ります。

り組んでいます。

平成１８年１２月２６日に締結した「防災上の連
携・協力に関する協定」に基づき，各県が実施して
いる防災訓練等に相互参加し，応援体制の確立に努
めています。



「みらい創造！ＭＹハーモニープラン」取組状況(平成２０年度）

　宮城・山形両県が目指す「３圏域の形成」
連携取組状況

取組名 内　　　　容

緊急消防援助隊北海道・東北ブロック合同訓練推進
協議会へ参加し，広域的な災害対応や合同訓練の円
滑な推進に努めています。

大規模災害時の北海道・東北８道県相互連携に関す
る協定など，災害発生時に各種相互応援協定等に基
づく支援・応援の円滑な執行に取り組んでいます。

（３）人材の力が発揮さ
れる圏域づくり

○多様な主体の参
画による地域づく
りの推進

　市町村合併の進展等に伴う基礎自治体の広
域化と相まって，地域の身近な課題解決に向
けた住民の主体的な参画が重要になってきて
います。行政，住民，NPOなど多様な主体の
連携による県境を越えた地域活動を支援する
取組を進めます。

地域を越えた起業や地域活動等に意欲的な，チャレ
ンジする女性の広域的なネットワーク形成を支援し
ています。

○女性・高齢者・
若者等の活躍機会
の創出

　人口減少下においても圏域の活力を維持・
増進し続けていくため，就労や起業，地域活
動などに意欲のある若者や女性，団塊世代，
高齢者，障がい者，在住外国人などがその機
能を充分に発揮できる機会の創出を図るとと
もに，活動しやすい環境づくりを進めていき
ます。また，フリーターやニートが増大する
中で，若者の自立や社会参加に向けた取組を
進めます。

地域を越えた起業や地域活動等に意欲的な，チャレ
ンジする女性の広域的なネットワーク形成を支援し
ています。
【再掲】

（１）圏域内の資源や伝
承の技を活かす自
律内発型産業の振

○太平洋と日本海
に面した地域特性
を活かした食関連

太平洋と日本海にまたがる圏域の特色ある食材の情
報発信，販路開拓を支援するための商談会を開催し
ます

２　広域経済圏の形成　～新しい価値を共に創り，発信する～

　各種の農林産物や畜産物，太平洋側と日本
海側の水産物など多種多様かつ良質な食材に
恵まれた地域特性を活かし 圏域内の農林水律内発型産業の振

興
を活かした食関連
産業の振興

ます。

山形県が開催を支援する地元の食材を活用した食育
推進活動に関して，宮城県内へも参加を広報し，両
県の食文化を広く発信します。

（２）東北地域全体の産
業発展を牽引する
広域的な産業集積
の促進

○得意分野の補
完・相乗による競
争力の高い産業集
積の促進

自動車関連産業をはじめとする，地域産業の発展を
牽引する産業集積を推進するとともに，地域内中小
企業の連携した商談会の開催など，新たな市場開拓
を支援しています。

岩手・宮城・山形のＩＴ企業を中心とする企業間連
携，産学官連携により，東北地域のＩＴ産業活性化
や，「組込み産業クラスタ」への支援や技術力向上
に向けた取組を支援しています。

○知的集積ネット
ワークの形成と活
用

　圏域内の大学，宮城・山形両県の公設試験
研究機関，各種産業支援機関や研究開発支援
機関など知的集積拠点相互及び企業とのネッ
トワーク形成により研究成果等を広域的に活
用し，地域産業の高度化や競争力のある新た
な産業の創出を図ります。

工業系試験研究機関が連携し，情報の共有化や共同
研究に取り組んでいます。

○宮城・山形の産
業を支える人材の
育成・確保

経済産業省所管の「アジア人材資金」を活用した取
組に参画し，海外からの高度な人材の定着に向け検
討していきます。

市町村や民間と連携し，Ｕ・Ｊ・Ｉターン希望者、
団塊の世代等に対する情報提供や受入体制の整備等
を検討していきます。

新規参入した農業者等へ早期の経営確立に向けた支
援に取り組みます。

（３）国内外を魅了する
独創的な価値の発
信

○宮城・山形両県
のブランドを活用
した産品等の市場

経済成長著しい中国華南地域のゲートウェイである
香港において，食材を中心とした商談会を開催して
います。

　両県で生まれた高品質な産品等について，
「食材王国みやぎ」，「おいしいみやぎ」や
「おいしい山形」，「山形セレクション」な

　宮城県の食品製造業，電機・電子部品製造
業，山形県の情報通信機械産業，電子産業，
機械器具産業，大学等の保有する先端的な技
術など，圏域内の事業化シーズを相互に活用
し，自動車関連産業などの製造業や情報関連
産業の振興など，競争力のある産業集積を広
域的に進め，東北全体の産業発展を牽引して
いきます。

　製造業をはじめとした産業の高度化に対応
した人材や，社会情勢が変化する中でビジネ
スチャンスを的確にとらえ次代の産業を自ら
切り開いていく能力を有する人材育成を進め
るとともに，可能性に果敢にチャレンジする
人材を支援する仕組みを整備します。また，
高い技術や能力を持つ留学生等の外国人や企
業ＯＢ，首都圏等からのＵ・Ｊ・Ｉターン希
望者や両県出身学卒者の圏域内への定着を図
ります。

恵まれた地域特性を活かし，圏域内の農林水
産業と食品加工・製造業，卸小売業，外食産
業，観光産業等の連携により，「食」を起点
とした産業振興を進めます。

信 した産品等の市場
開拓

います。

米の新品種「山形９７号」のブランド化など，新た
な特産品づくりに取り組んでいます。

「おいしい山形」，「山形セレクション」な
どのブランド力を活かしながら，東北各県等
と連携し，両県の産品等の国内外における新
たな市場開拓と販路拡大を進め，市場の拡大
を図ります。



「みらい創造！ＭＹハーモニープラン」取組状況(平成２０年度）

　宮城・山形両県が目指す「３圏域の形成」
連携取組状況

取組名 内　　　　容

海外との経済交流を促進させるため，両県でソウル
事務所を設置して，共同運営しています。

○企業の海外展開
の支援及び海外企
業による対内直接
投資の促進

域内企業の対韓国ビジネスの機会拡大を目指し，ソ
ウル事務所を用いて，対韓国との経済交流の促進に
取り組んでいます。

経済成長著しい中国華南地域のゲートウェイである
香港において，食材を中心とした商談会を開催して
います。
【再掲】

圏域の特性や資源
を活かした交流人
口の拡大

○宮城・山形両県
の地域資源の連結
による広域観光の
推進

東アジアからの観光客誘致のため，ＰＲミッション
やマスコミ招致などの共同宣伝活動を，東北及び近
県各県との広域的な連携により実施しています。

関西圏の旅行エージェントの招聘や両県を周遊する
商品の開発など，共同誘客宣伝事業を展開していま
す。

両県のシンボリックな山岳である蔵王を前面に押し
だし，温泉などのＰＲに取り組んでいます。

山形県の「そば」や宮城県の「寿司」など，地域の

　ソウル事務所などの海外事務所やジェトロ
など関係機関との連携により，企業の海外展
開や取引機会の拡大を支援するとともに，宮
城・山形両県地域が有する高度な研究開発機
能をはじめとした優れた投資環境をアピール
することによって，研究開発型企業をはじめ
とした海外の企業による両県地域内への対内
直接投資の促進を図ります。

３　広域交流圏の形成　～太平洋と日本海に面した圏域の特性を活かす～

（１） 　圏域の豊かな自然や歴史，文化などの多様
な資源を組み合わせた広域観光を推進し，両
県地域への国内外からの誘客を促進します。
　さらに，今後の交通基盤整備等を踏まえ，
東北各県と連携したより広域的な観光ルート
の開発などの取組を進めます。

名物を更にＰＲするとともに，街道で結ばれる地域
が連携し，テーマやストーリーを提案しながら，新
たな広域観光ルートの創造や地域での取り組みを支
援しています。

外国語ボランティアガイドの育成など，観光客への
ホスピタリティー向上に努めます。

東北観光推進機構へ参画し，県境を越えた広域観光
ルートの提案や外国人観光客の誘致に向けた共同の
取組を展開します。

農作物の収穫体験や伝統食作りなどの都市と農村の
交流機会の提供等について検討していきます。

市町村や民間と連携し，Ｕ・Ｊ・Ｉターン希望者、
団塊の世代等に対する情報提供や受入体制の整備等
を検討していきます。
【再掲】

東北観光推進機構へ参画し，県境を越えた広域観光
ルートの提案や大都市圏からの誘客促進，旅行会社
等を連携した観光客の誘致に向けた共同の取組を展
開します。

東北観光推進機構へ参画し，関係団体等と連携しな
がら，交流人口の拡大に向けた具体的事業の企画立
案，そのための調査研修等に取り組みます。

○国内外における
認知度の向上に向
けた取組

共同運営するソウル事務所を活用し，旅行商品の造
成などの観光ＰＲに取り組んでいます。

多様な情報媒体を活用し，地域の魅力などの情報発
信に取り組みます。

仙台 宮城デスティネ シ ンキャンペ ンを契機

　団塊の世代の生活・行動様式や旅行形態の
個別化・少人数化，滞在型・体験型など，多
様化する観光ニーズに対応し，両県の多彩な
食文化や温泉，農林漁業体験などを有機的に
結びつけた新たなツーリズムを創造し，提供
していきます。
　さらには，都市と農山漁村の交流促進や首
都圏住民等をターゲットとした週末滞在・兼
居等による圏域への交流居住の促進など，
「観光」にとどまらない交流人口の増加に取
り組みます。

海外事務所やアンテナショップなどの情報受
発信拠点，テレビ・ラジオ・新聞・雑誌など
のさまざまなメディア，両県出身者や両県に
ゆかりのある著名人等の活用等により，圏域
の魅力を国内外に向けて強力に発信し，地域
イメージの確立と認知度の向上を図り，交流
人口の拡大に結びつけていきます。

○多様化するニー
ズに対応した観
光・交流の推進

仙台・宮城デスティネーションキャンペーンを契機
として，関係機関等と連携した広域観光ルートの提
案など，共同での観光プロモーション活動に取り組
んでいます。



「みらい創造！ＭＹハーモニープラン」取組状況(平成２０年度）

　宮城・山形両県が目指す「３圏域の形成」
連携取組状況

取組名 内　　　　容

（２）世界に飛躍する東
北の中枢圏域とし
ての交流基盤の機
能の形成・活用

産業や経済などの交流の基盤となるインフラ整備に
対して，隣接県を含め関係機関と連携しながら整備
促進に取り組んでいます。

空港や港湾の機能分担や役割の更なる強化の検討な
ど，交流促進や経済の発展に向けた利活用の促進に
取り組んでいます。

仙山交流を促進するため、仙山線の機能強化や利用
拡大促進等についての調査検討に取り組んでいま
す。

仙台空港アクセス鉄道の利用促進に向けたＰＲ活動
に取り組むとともに，相互乗り入れ等に関する勉強
会等を開催しています。

（３）圏域としての一体
感の醸成

○両県民の交流に
よる相互理解の促
進

「人」，「もの」，「情報」など，地域資源を活用
した地域間交流の促進や観光をはじめとした産業振
興や地域活性化に取り組んでいます。

教育や芸術・文化施設間の相互利用や交流に向けた
情報交換を行います。

仙山線の利用拡大と沿線の地域づくりなど，両圏域
を結ぶ軌道の利用促進による地域活性化に取り組ん
でいます。

　圏域の内外との交流を支える基盤となる交
通ネットワークについて，利用者の利便性向
上や広域的な物流戦略，災害時等におけるリ
ダンダンシー（代替機能）の確保等を念頭に
置いた整備を促進します。
　また，国内外との交流の玄関口となる空
港・港湾や鉄道の機能強化を図るとともに，
東北全体の中枢圏域としての高次都市機能な
ど拠点機能の強化・拡充に取り組み，東北全
体の発展に結びつく戦略的な利活用方策を展
開します。

県境を接する市町村や集落，地域づくり団
体，学校などさまざまな分野・組織を通じた
多様な交流を促進することにより両県民の相
互理解を深め，圏域としての住民レベルでの
一体感の醸成を図ります。
そのため，特に，仙台都市圏と村山地域，大
崎地域と最上地域，仙南地域と置賜地域と
いった隣接する地域間の日常的な交流・連携
を拡大・強化します。

○広域的な交流基
盤の整備と活用促
進

○生活関連情報の
共有化

情報媒体の相互利用などによる情報の共有化，共同
発信に取り組んでいます。

マスコミに対し，連携事業の記者会見をそれぞれ同
時に行うなど，連携した情報発信に取り組んでいま
す。

　高速道路網や情報通信網の発達等に伴う住
民の行動範囲や通勤・通学をはじめとする生
活圏の拡大に対応し，両県の交通情報や生活
関連情報，スポーツ・文化・芸術等のイベン
ト情報などを両県で共有化・相互活用し，住
民の利便性を高めます


