
推進事業の概要

令和２年度



H26～Ｈ30
青森県基本計画

未来を変える挑戦

Ｈ31･Ｒ元～

H27～Ｈ31･Ｒ元

○若者・女性の県内定着・還流

まち・ひと・しごと創生

青森県総合戦略

Ｒ２～

第２期まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略
（基本計画における人口減少対策のアクションプラン）

○結婚・出産・子育てしやすい
環境づくり

令和２年度取組のポイント

〇 北海道・北東北の縄文遺跡群
世界文化遺産登録実現を見据えた取組

〇 ICTの利活用による利便性向上

■ 経済を回す

■ 労働力不足への対応

■ 世界へ打って出る

令和２年度当初予算

合 計 ３２７億円

（2014～18）

（2015～19）

（2019～）

（2020～）

〇 東京オリンピック・パラリンピック大会
開催効果獲得

<重視する視点>

■ 「青森県型地域共生社会」の実現



ライフステージに応じた若者・女性の県内定着・還流促進

小・中学生 高校生 大学生 社会人

➢ 県内の「しごと」を知る

➢ 県内で「暮らすこと」「働くこと」の理解促進
➢ 県内の企業を知る

移住・Ｕターン促進
➢ 情報発信
➢ 受入態勢の充実
➢ 定着サポート体制の強化

➢ ふるさとあおもりへの自信と誇りの醸成・地域の魅力への気付き、愛着形成

➢ 保護者・教員、県内企業への働きかけ・企業の採用力向上

➢ 魅力ある生活環境づくり

女性の県内定着促進
➢ 家庭における男女の協働
➢ 活躍の場を広げるための
ネットワーク構築

➢ きめ細かな県内就職支援

➢ ライフプランを考える機会の提供

➢ 結婚支援 ➢ 応援企業拡大

➢ Ｕターン就職の働きかけ
➢ 学生と企業のマッチング

➢ 安心して子育てできる環境づくり

若者の県内定着・還流促進

結婚・出産・子育てしやすい環境づくり

1人でも多くの若者・女性から

「選ばれる青森」を実現
「経済を回す」取組 〇多様なしごと

〇新規就農
〇創業・起業

〇魅力ある雇用の場づくり



「選ばれる青森」食と観光成長プロジェクト ６．４億円

多様なしごと創出プロジェクト ４．４億円

「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト ４．８億円

未来へつなぐ「地域のゆりかご」プロジェクト ３．１億円

健康ライフ実現プロジェクト １．７億円

５つの戦略プロジェクト ～人口減少克服に向けて～

戦略プロジェクト計 ２０．４億円

◇食の商品力を極める ◇食の販売力を極める ◇立体観光の推進 ◇観光消費の拡大

◇魅力ある雇用の創出 ◇多様な労働力確保 ◇生産性向上・働き方改革

◇高校生・大学生の県内定着促進 ◇女性の県内定着促進 ◇移住・Ｕターン促進
◇魅力ある生活環境づくり ◇結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり

◇持続可能な地域づくり ◇保健・医療・福祉体制の充実
◇交通ネットワーク形成・買物支援の推進 ◇多様な主体・人財の参画・協働

◇県民の健やか力向上 ◇「食」と「運動」で健康 ◇こころの健康



「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト①

県民みんなが考える「いいよね青森」推進事業
多様なアプローチで攻める若者の県内定着・還流事業 など

「奥入瀬サミット」女性人財ネットワーク拡大事業
次世代「あおもりなでしこ」還流・就業促進事業
女性が輝く建設業推進事業

高校生・大学生の県内定着促進

女性の県内定着促進

女性の活躍推進加速化事業

➢ 活躍の場を広げるためのネットワーク構築、キャリア支援

➢ 職場環境の整備、家庭における男女の協働

戦略的リクルーティング推進事業 など

高校から取り組む人口減少対策プロジェクト事業 など

➢ 保護者・教員、企業など多方面への情報発信

➢ 企業の採用力向上

➢ 生徒・学生などと県内企業との相互理解促進



「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト②

「あおもりで暮らそう」推進プロジェクト事業
創業・起業スタートアップ支援事業
第四次産業革命を担うＩＴ人財確保事業 など

移住・Ｕターン促進

魅力ある生活環境づくり

あおもり文化エクスプレス事業
あおもり文化みらいびと育成事業 など

➢ ふるさとあおもりの魅力への気付き、誇りの喚起

➢ 情報発信、受入態勢の充実、定着サポート体制の強化



結婚応援プロジェクト事業

「みんなで子ども・子育てを応援！」推進事業

地域と連携したキャリア教育推進事業

➢ 結婚支援

「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト③
結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり

➢ ライフプランを考える機会の提供

保育人材確保事業

■ 次世代「あおもりなでしこ」還流・就業促進事業
■ 多様なアプローチで攻める若者の県内定着・還流事業
■ 戦略的リクルーティング推進事業

再掲事業

（安全・安心、健康分野）ハイリスク妊産婦アクセス支援
事業費補助

（安全・安心、健康分野）家庭福祉対策教育支援貸付事業費補助

関連事業

➢ 結婚や子育てを応援する企業の拡大

➢ 安心して子育てできる環境づくり



あおもり米「青天の霹靂」ブランド強化推進事業
おうとう「ジュノハート」ブランド化戦略推進事業
あおもり和牛ブランド確立推進事業
品目けん引型県産品ブランド力強化事業 など

販売先とのつながりを生かした成長分野への販路開拓事業
西日本エリアでの販路開拓強化事業
青森りんご輸出販売力強化促進事業 など

➢ 付加価値の高い商品づくり・効果的な情報発信

➢ 国内外市場の開拓と販路拡大

食の商品力を極める

食の販売力を極める

「選ばれる青森」食と観光成長プロジェクト①



クルーズ船誘致営業推進事業
青森空港アクセス最適化事業 など

あおもりナイトコンテンツ強化事業
食と観光・青森グローバルブランド創造事業
青森アートミュージアム５館連携事業 など

➢ 滞在時間の増加と滞在の質の向上

立体観光の推進

観光消費の拡大

➢ 多様な交通手段の充実による誘客促進

「選ばれる青森」食と観光成長プロジェクト②

（産業・雇用）青森・台北線利用促進事業
（産業・雇用）国内航空ネットワーク特別対策事業

関連事業



台湾連携ものづくり・新ビジネス創出事業
先駆的海外ビジネス創出推進事業
青森工芸品海外販路拡大事業 など

➢ 海外ビジネス展開の促進

魅力ある雇用の創出

あおもり超スマート社会形成推進事業
時短・簡便で稼ぐ食品産業育成事業 など

➢ 新産業・新事業、ＡＩ・ＩｏＴ等を活用したビジネス創出

多様なしごと創出プロジェクト①



デジタル技術の活用による「稼ぐ力」支援事業
ＩＣＴによる｢あおもり米｣生産技術革新事業
スマート農業に対応した基盤整備促進事業
あおもりＩＣＴ施工推進事業 など

➢ 革新技術の活用

生産性向上・働き方改革

就職氷河期世代等活躍支援事業
あおもり人財確保・就職支援事業
多様な農業労働力確保サポート事業
シェアリングエコノミーによる労働力不足対策事業 など

➢ 潜在的な労働力の活躍促進

多様な労働力確保

多様なしごと創出プロジェクト②

➢ 外国人材が活躍できる環境づくり

（産業・雇用）外国人受入環境整備事業

関連事業

企業立地を支える「人財力」強化事業 など

➢ 産業人財の能力開発促進

ブランド米生産支援システム 「青天ナビ」



持続可能な地域づくり

「青森県型地域共生社会」地域機能強化推進事業 など

➢ 生活関連サービスの担い手育成

子ども・大人が賑わう青森ベイエリア創造事業
青森型観光マーケティング強化促進事業 など

➢ 観光視点の地域づくり

保健・医療・福祉体制の充実

未来へつなぐ「地域のゆりかご」プロジェクト①

「支え合い、共に生きる」地域の実現に向けた保健･医療･福祉推進事業
地域でつながる「つどいの場」拡充支援事業
地域とつながる子どもの居場所づくり促進事業
医療的ケア児総合支援事業 など

➢ 市町村の主体的な取組や関係機関の連携促進

※イメージ



QOL向上に向けた生活交通ＭａａＳモデル構築事業
地域公共交通ネットワーク構築推進事業 など

➢ 地域公共交通ネットワークの構築・利用促進

交通ネットワーク形成・買物支援の推進

関係人口受入促進事業

➢ 関係人口の創出・拡大

多様な主体・人財の参画・協働

地域がつながる農福連携促進事業
プロボノ人財発掘事業 など

➢ 地域の担い手確保・育成

未来へつなぐ「地域のゆりかご」プロジェクト②

商店街コミュニティ機能再生・魅力創造事業
産直と高齢農家をつなぐ「食の輪」づくり推進事業 など

➢ 地域主体の買物支援の実践

（地域別）下北地域関係人口構築事業

関連事業



県民の健やか力向上

健康ライフ実現プロジェクト①

健診で健活！ＡＩを活用した特定健康診査受診勧奨事業
あおもり型健康経営プロモーション事業

➢ 健康意識の向上・健康的な生活習慣の定着

働き盛り世代のがん検診推進事業
県民の未来と健康をマモル！タバコ対策事業

➢ がん対策・受動喫煙防止対策

上手な医療のかかり方推進事業

➢ 適切な医療の選択・受診のための普及啓発

（安全・安心、健康）大腸がん検診未受診者対策事業

関連事業



みんなで実践「だし活」加速化事業
青森りんごで健康応援プロジェクト事業 など

➢ 食習慣の改善

生きることの包括的支援・自殺対策事業

「食」と「運動」で健康

こころの健康

一歩前進！大人の運動習慣改善ムーブメント事業
楽しさアップ！子どもの健康づくり事業 など

➢ スポーツを活用した健康づくり

健康ライフ実現プロジェクト②

➢ 自殺防止対策

（安全・安心、健康）地域自殺対策強化事業

関連事業



全県計画４分野

産業・雇用分野
「しごとづくりと所得の向上」

９０事業 １４２．７億円

安全・安心、健康分野
「命と暮らしを守る」

１０７事業 １０２．８億円

環境分野
「自然との共生」
「低炭素・循環による
持続可能な地域社会」

２６事業 １９．０億円

教育・人づくり分野
「生活創造社会の礎」

６８事業 ３８．３億円

合計 ２９１事業 ３０２.８億円



産業・雇用分野 ～しごとづくりと所得の向上～

津軽圏域新中核病院施設設備整備費補助 など

➢ 質の高い地域医療サービスの提供

地域防犯力強化事業
高齢者の交通安全と身体機能認識促進事業 など

➢ 安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくり

「新サーモン」生産体制強化事業
青い森林業アカデミー開設準備事業 など

➢ アグリ分野の持続的成長

実践的「地域エネルギー事業」導入支援事業
熱利活用普及拡大事業 など

➢ グリーン分野の産業創出

女性防災人財ネットワーク推進事業 など

➢ 災害や危機に強い人づくり、地域づくり

安全・安心、健康分野 ～命と暮らしを守る～

国立病院機構弘前病院

統合・整備のイメージ

弘前市立病院



環境分野 ～自然との共生、低炭素・循環による持続可能な地域社会～

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ あおもりステップアップ事業
プラスチックごみ対策強化事業 など

➢ 低炭素・循環型社会づくり

世界自然遺産白神山地の価値と魅力を伝えるプロジェクト事業
互いに学び支える水循環システム保全事業 など

➢ 自然の保全と適正な活用



教育・人づくり分野 ～生活創造社会の礎～

高等学校通学費等支援対策事業費補助
外部人材活用によるスクールサポートスタッフ配置事業 など

➢ 安心して学べる教育環境の整備

グローバル社会を主体的に生き抜く人財育成事業
済州・台湾友好交流推進事業 など

➢ グローバル社会を生きる力の育成

国民スポーツ大会開催準備事業
全国障害者スポーツ大会開催準備事業
競技力向上対策特別事業 など

➢ スポーツの振興と競技力の向上



世界文化遺産登録実現を見据えた取組

青函周遊観光定着化事業
JOMON世界遺産登録ムーブメント観光消費拡大事業
高校生縄文案内人養成事業

「GO FOR 2021」JOMON世界遺産登録推進事業
「選ばれる三内丸山遺跡」魅力発信推進事業

JOMON世界遺産登録実現プロジェクト事業

➢ 気運醸成・国内外での認知度向上

➢ 誘客促進・受入態勢づくり

➢ 世界遺産登録審査への対応

（若者・女性ＰＪ）あおもり文化みらいびと育成事業

再掲事業



東京２０２０大会開催効果獲得推進事業

➢ 食や文化芸術等の情報発信

ＩＣＴ教育推進事業、校務のＩＣＴ活用推進事業 など

東京オリンピック・パラリンピック大会効果獲得

ＩＣＴの利活用による利便性向上

東京２０２０大会聖火リレー運営支援事業

➢ 関連イベントの準備・運営

○インバウンドの誘致・受入環境の向上（食と観光ＰＪ） ○スポーツを活用した健康づくり（健康ＰＪ）
○グローバル人財の育成（教育・人づくり分野） ○競技力向上対策（教育・人づくり分野）

連携した取組

明日のあおもりを支えるＩＣＴ利活用推進事業
市町村業務改革促進事業 など

➢ 「くらし」の利便性向上

➢ 教育現場におけるICT環境の整備

スマート林業導入推進検討事業 など

➢ 各産業分野におけるICTの導入促進

■（ゆりかごPJ）QOL向上に向けた生活交通
ＭａａＳモデル構築事業

■（健康ライフPJ）健診で健活！ＡＩを活用した
特定健康診査受診勧奨事業

再掲事業 ■（しごとPJ）
・デジタル技術の活用による「稼ぐ力」支援事業
・ＩＣＴによる｢あおもり米｣生産技術革新事業
・スマート農業に対応した基盤整備促進事業
・あおもりＩＣＴ施工推進事業

再掲事業



東青地域県民局
◼ 東青「半島と岬を活かす」
誘客促進事業 など

14,033千円

中南地域県民局
◼ ハウスを有効活用した
中南地域農業労働力補完
モデル事業 など

16,345千円

上北地域県民局
◼ 上北の若者が躍動する

地域づくり支援事業 など
14,714千円

三八地域県民局
◼ 女子力を活用した
「三八の就域モデル」構築支援事業

など 15,361千円

元気な地域づくり支援事業費補助 ３.０億円

各市町村の総合戦略に基づく取組を支援

西北地域県民局
◼ 社会福祉法人による
「青森県型地域共生社会」
西北モデル推進事業 など

19,624千円

下北地域県民局
◼ 下北の磯焼け場に特化した
うに周年生産モデル事業 など

10,649千円

地域別計画推進事業等



政策分野１
～「経済を回す」～魅力あるしごとづくり

政策分野２
出産・子育て支援と健康づくり

政策分野３
若者の県内定着・還流と持続可能な地域づくり

１９６事業 １４５．３億円

合計 ４４１事業 ２９３．４億円

３分野共通 ２事業 ３.０億円

第２期 まち・ひと・しごと創生 青森県総合戦略

６６事業 ７９．２億円

１７７事業 ６５．９億円

社
会
減
対
策

政策分野１

強みをとことん、
魅力あふれるしごとづくり

政策分野２

人財きらめく、
住んでよしの青森県

政策分野３

地域でかなえる、
子ども・未来の希望

政策分野４

課題をチャンスに、
めざせ健康長寿県

自
然
減
対
策

第１期 総合戦略
第２期 総合戦略

社会減対策・自然減対策及び人口構造の変化に対応



ＴＰＰ等対策関連事業

計 112事業 131.9億円

◼ 信頼・人のつながりを生かした一層の販路拡大

◼ 高品質、安全・安心の磨き上げと将来を見据え
た産地形成及び生産基盤の強化

◼ 本県農林水産業を支える担い手の育成

農林水産分野 商工・観光分野

◼ 海外展開の支援

◼ 地域の「稼ぐ力」の強化

◼ 国際観光の推進、県産品消費拡大

◼ 県産食品の安全性確保

129.1億円 2.8億円

• 輸出促進とブランド化体制構築・支援

• ６次産業化や中間加工支援

• 産地力強化や農地等に係る基盤整備

• 地域経営体や新規就農等の担い手育成 など

• 海外での販路開拓やビジネス展開支援

• 県内企業の人財確保・育成支援

• ライフ関連産業の創出

• HACCP導入支援や残留農薬検査体制の充実 など

※令和元年度2月補正予算に計上された事業、「選ばれる青森」への挑戦推進事業以外も含む

食品衛生分野



ＳＤＧｓの理念を踏まえた各種施策の展開



「ここに生まれて良かった」

「ここで暮らして良かった」

若者・女性から

学ぶ場所・働く場所・生きる場所として

「選ばれる青森」へ


