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第５章 取組の重点化 

 

県では、2030 年のめざす姿の実現に向けて、限られた行財政資源を有効に活

用しながら、「産業・雇用」、「安全・安心、健康」、「環境」、「教育・人づくり」

の４つの分野の政策・施策体系に掲げる取組を効果的かつ分野横断で展開して

いくため、「取組の重点化」を図ります。 

この計画では、「取組の重点化」を実現していくための手段として、「戦略プ

ロジェクト」を設定するとともに、「マネジメントサイクル」の展開により、効

率的・効果的な取組の推進を図り、成果の早期発現をめざします。 

 

１ 戦略プロジェクトの設定 ～人口減少克服に向けて～ 

  「戦略プロジェクト」とは、人口減少克服に向けて、４つの分野を横断し、

特に重点的に取り組むべきテーマです。「戦略プロジェクト」として設定する

テーマについて、４つの分野で具体的な取組を企画・立案、実施することによ

り、政策・施策体系に掲げる取組の重点化を実現します。 

  「青森県基本計画未来を変える挑戦」では、「人口減少克服プロジェクト」、

「健康長寿県プロジェクト」、「食でとことんプロジェクト」の３つの戦略プロ

ジェクトを設定し取組を進めてきました。 

  この計画では、これまでの取組により成果が現れている分野については一

層強化し、課題等には的確に対応していくため、５つの戦略プロジェクトを設

定します。人口減少が続く中にあっても、平均寿命の延伸や交流人口の拡大、

生産性の向上などにより、その影響をできるだけ抑え、伸ばしていく「県内総

時間」の拡大の視点を持ちながら、人口減少克服に向けた取組を進め、ここに

生まれて良かった、ここで暮らして良かったと思える青森県づくりをめざし

ます。 

  「戦略プロジェクト」については、それぞれの取組の柱を定めるとともに、

企画・立案した事業を取組の柱に沿って体系的に整理することにより、「戦略

プロジェクト」の「見える化」を図ります。 

なお、「戦略プロジェクト」については、社会経済情勢の変化を踏まえ、必

要に応じて見直しを行うこととします。 
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戦略プロジェクト ～人口減少克服に向けて～ 

 

 

 「食」や「観光」など、本県の強みを生かした分野について、これまでの取組

の成果を更に伸ばしていくとともに、若者・女性の県内定着・還流の促進などに

向け的確に対応していくため、以下の５つの「戦略プロジェクト」を設定します。 

 

〔１〕食産業と観光分野の連携と更なる成長を推進するプロジェクト 

豊富な農林水産品や県産食材を使用した食品製造業、流通販売業、飲食店、

農山漁村地域でのグリーン・ツーリズムなどの本県の食に関わる産業と、外

国人観光客の増加など多彩な地域資源を生かし成長する観光は、本県の強み

です。この２つの連携を一層強化し、「経済を回す」取組のけん引役として、

更なる成長をめざします。 

攻めの姿勢を重視し、国内外に向けた「消費の拡大、販路の拡大」の取組

を重点的に推進します。 

① 食の商品力を極める（ブランド化、高付加価値化） 

② 食の販売力を極める（観光との連携による輸出・販路拡大、販売力の強

化、効果的な情報発信） 

③ 立体観光の推進（津軽海峡交流圏、航空路線の維持・拡大、クルーズ船・

新幹線の誘客促進、二次交通の利便性向上） 

④ 観光消費の拡大（インバウンド観光消費の拡大、「食」を生かした誘客の

推進、テーマ別観光・滞在型観光の推進） 
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〔２〕多様なしごとの創出を推進するプロジェクト 

創業・起業の推進、新産業の創出など多様な雇用を創出するほか、各産業

分野における働き方改革の推進や労働力の確保、最新機械・技術等の導入に

よる省力化等の取組を推進します。 

① 魅力ある雇用の創出（創業・起業、事業承継、産学官金連携等による

新産業・新事業創出、戦略的企業誘致） 

② 多様な労働力確保（若者・女性・高齢者など労働力確保、各産業分野

のニーズ・将来見通しを踏まえた労働力の適正配分） 

③ 生産性向上・働き方改革（ＡＩ・ＩｏＴなど革新技術の活用、職場環

境の整備、業務効率化、産業人財の能力開発） 

 

〔３〕若者・女性の県内定着・還流を推進するプロジェクト 

   一人でも多くの若者、女性の県内定着と還流の促進に向け、本県の「暮ら

し」や「しごと」に関する情報を、ターゲットや段階に応じて提供していく

ほか、魅力ある生活環境づくりのため暮らしやすさの向上や文化・芸術の情

報発信等に取り組むとともに、移住相談体制の充実や結婚・妊娠・出産・子

育てしやすい環境づくりなどに取り組みます。 

① 高校生・大学生の県内定着促進（本県の「暮らし」や「しごと」に関す

る生徒・学生・保護者・教員・県内企業の相互理解の促進） 

② 女性の県内定着促進（就労支援、職場環境の整備と気運醸成、人財の確

保、女性活躍推進） 

③ 移住・Ｕターン促進（移住・定住対策の加速化、青森県のイメージアッ

プ、多様な「しごと」の確保、住まいの確保、交流促進） 

④ 魅力ある生活環境づくり（暮らしやすさの向上、文化・芸術の充実と情

報発信、自然保全） 

⑤ 結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり（結婚から子育てまでを

社会全体で支援する環境づくり） 

 

〔４〕持続可能な地域づくりを推進するプロジェクト 

   2025 年の超高齢化時代を見据え、市町村や地域との連携を重視し、保健・

医療・福祉体制の充実、生活機能の維持・確保、多様な担い手の確保・育成、

地域経営や観光を活用した地域づくりなど地域主体の取組を促進します。 

① 持続可能な地域づくり（地域経営体の強化、観光による地域づくり） 

② 保健・医療・福祉体制の充実（安心して暮らせる地域づくり） 

③ 交通ネットワーク形成・買物支援の推進（公共交通の維持と利便性向上、

買物支援の推進） 



151 
 

④ 多様な主体・人財の参画・協働（地域の担い手確保・育成） 

 

〔５〕健康長寿県の実現を推進するプロジェクト 

   将来を担う子どもや若者を始め、県民の健康意識の向上、食生活や運動な

ど生活習慣の改善、こころの健康づくりなどの取組を進めます。 

① 県民の健やか力向上（あおもり型健康経営の推進、がん対策、生活習慣

の改善、健診受診率の向上と医療提供環境の整備） 

② 「食」と「運動」で健康（食習慣の改善、むし歯予防、スポーツを活用

した健康づくり、自然活動・体験の充実） 

③ こころの健康（こころの健康問題対策、自殺予防対策） 

 

 

県内総時間について 

「青森県基本計画未来を変える挑戦」では、これからの伸びしろを獲得し 

 ていくため、「県内総時間」という考え方を提示しました。 

人口減少が進むことにより、労働力の減少による生産活動の低下に加え、消

費者も減少するなど、経済規模の縮小が懸念されます。 

「県内総時間」は、そのような中にあっても、平均寿命の延伸や交流人口の

拡大、生産性の向上などにより、その影響をできるだけ抑え、伸ばしていくた

めの視点です。 

「県内総時間」の拡大は、本県の経済規模を維持・拡大していくだけではな

く、生活機能の確保など県民の生活面での充実にもつながり、2030 年のめざ

す姿の実現に向けて大事な考え方です。 

この計画においても「県内総時間」の拡大の視点を踏まえながら、取組の重

点化を図っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「県内総時間」 

青森県民であるなしにかかわらず、青森県という一定の地域で一定の期間に使われる時間 

＝県民が県内で使う時間（「県民総時間」）＋県外からの来訪者などの滞在時間 

 （平均寿命の延伸などにより増加）   （交流時間の拡大などにより増加） 
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（参考）戦略プロジェクトと４分野との関係 

 
 戦略プロジェクトは、分野を横断して取組の重点化を図っていくものであり、

４つの分野の政策・施策の全てが対象となります。 
 その中でも、各プロジェクトと特に関連の深い主な政策は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

１．食産業と観光分野の連携と更なる成長を推進するプロジェクト

①食の商品力を極める

②食の販売力を極める

③立体観光の推進

④観光消費の拡大

２．多様なしごとの創出を推進するプロジェクト

①魅力ある雇用の創出

②多様な労働力確保

③生産性向上・働き方改革

３．若者・女性の県内定着・還流を推進するプロジェクト

①高校生・大学生の県内定着促進

②女性の県内定着促進

③移住・ＵＩＪターン促進

④魅力ある生活環境づくり

⑤結婚・妊娠・出産・子育て支援

４．持続可能な地域づくりを推進するプロジェクト

①持続可能な地域づくり

②保健・医療・福祉体制の充実

③交通ネットワーク形成・買物支援

④多様な主体・人財の参画・協働

５．健康長寿県の実現を推進するプロジェクト

①県民の健やか力向上
②「食」と「運動」で健康

③こころの健康

産業・雇用分野

（政策１ アグリ分野の持続的成長、政策２ 世界から選ばれる「あおもりツーリズ

ム」の推進

環境分野（政策１ 自然と共生する「暮らし」や「生業」を育む環境づくり）

産業・雇用分野（政策１ アグリ分野の持続的成長、政策２ 世界から選ばれる「あ

おもりツーリズム」の推進、政策３ ライフ・グリーン分野の産業創出、政策４ 地域
産業の振興による多様な「しごと」の創出、政策５ 「経済を回す」ための基盤づく

り）

安全・安心、健康分野（政策３ 質の高い地域医療サービスの提供、政策４ 誰も

が生き生きと安心して暮らせる環境づくり）

環境分野（政策１ 自然と共生する「暮らし」や「生業」を育む環境づくり）
教育・人づくり分野（政策２ あおもりの今をつくる人財の育成）

産業・雇用分野（政策１ アグリ分野の持続的成長、政策５ 「経済を回す」ための

基盤づくり）

安全・安心、健康分野（政策３ 質の高い地域医療サービスの提供、政策５ 安心し

て子どもを産み育てられる環境づくり、政策７ 災害や危機に強い人づくり、地域づ

くり、政策８ 安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくり）

環境分野（政策３ あおもりの環境を次世代につなぐ人づくりと仕組みづくり）

教育・人づくり分野（政策１ あおもりの未来をつくる人財の育成、政策２ あおもり

の今をつくる人財の育成、政策３ あおもりの活力をつくる文化・スポーツの振興）

産業・雇用分野（政策１ アグリ分野の持続的成長、政策５ 「経済を回す」ための

基盤づくり）

安全・安心、健康分野（政策３ 質の高い地域医療サービスの提供、政策５ 安心し

て子どもを産み育てられる環境づくり）

環境分野（政策１ 自然と共生する「暮らし」や「生業」を育む環境づくり）

教育・人づくり分野（政策１ あおもりの未来をつくる人財の育成、政策２ あおもり

の今をつくる人財の育成、政策３ あおもりの活力をつくる文化・スポーツの振興）

産業・雇用分野（政策１ アグリ分野の持続的成長）

安全・安心、健康分野（政策１ 県民一人ひとりの健康づくりの推進、政策２ 県民
が、がんを知り、がんの克服をめざす対策の充実、政策３ 質の高い地域医療サー

ビスの提供）

環境分野（政策１ 自然と共生する「暮らし」や「生業」を育む環境づくり）

教育・人づくり分野（政策１ あおもりの未来をつくる人財の育成、政策３ あおもり

の活力をつくる文化・スポーツの振興）

＜戦略プロジェクト＞ ＜関連の深い主な政策＞
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２ マネジメントサイクルの展開 

  政策・施策体系に基づく取組の成果や課題などについて、青森県総合計画審

議会による検証も実施しながら、政策点検を行い、その結果を効果的・戦略的

な取組の企画立案や実効性の高い事業の実施につなげるためのマネジメント

サイクルを展開します。 

 
（１）政策点検及び提言 

  政策・施策体系に基づく取組の成果を検証するための政策点検を行うとと

もに、課題や今後の方向性を踏まえた上で、大局的な視点、県民の視点から、

翌年度県が重点化すべき取組を明らかにするため、 

①庁内における自己点検 

②自己点検に係る青森県総合計画審議会の検証 

③青森県総合計画審議会から知事への提言 

を毎年度実施します。 

 

＜政策点検の実施に当たって＞ 

 庁内における自己点検及び青森県総合計画審議会の検証に当たっては、「ま

ち・ひと・しごと創生青森県総合戦略」に掲げる基本目標及び重要業績評価指

標（ＫＰＩ）、各政策分野に関連する個別計画に掲げる数値目標、その他関連

する指標の状況などにより確認していきます。 

なお、これまで「注目指標」として設定していた「1人当たり県民所得」と

「平均寿命」については、総合戦略の基本目標等にも掲げられており、これら

の状況と合わせて確認していきます。 

庁内における自己点検結果は、毎年度「アウトルックレポート
※

」として公表

します。 

 ※アウトルックレポート：一般的には、現状分析に基づき将来の展望を示すもののことです。 

 

A

P
D

C

事業の企画・立案

Plan

事業の実施

Do
政策点検、提言

Check

基本方針の決定

Action

計画の推進 
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「まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略」に掲げる基本目標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）

 

＜基本目標＞ 

○製造品出荷額等  

○農家１戸当たりの農業産出額  

○農林水産品輸出額 

○延べ宿泊者数 

○県外からの転入者に占める移住者等の割合 

○県内大学等卒業者の県内就職内定率 

○県内高等学校卒業就職者の県内就職率 

 ○合計特殊出生率 

○平均寿命 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞ 

○りんごの輸出量 

○６次産業化アドバイザー等の派遣を通じた個別相談件数 

○ライフ産業新規事業分野参入企業数 

○青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議会員数 

○外国人延べ宿泊者数 

○観光消費額 

○（公財）21 あおもり産業総合支援センターのコーディネーター等による県内中小企業の 

積極的な事業展開に対する指導・助言件数 

○青森県内の創業支援拠点を利用した創業者数 

○移住に関する相談・情報提供の件数 

○中学校職場体験及び高等学校インターンシップ実施率 

○農山漁村における地域経営体数 

○介護保険制度の要支援１・２の方の維持・改善率 

○地域移行（障害者支援施設の入所者数） 

○自主防災組織活動カバー率 

○県内における地域公共交通会議の設置数（県及び市町村） 

○この地域で子育てをしたいと思う親の割合 

○学習に関心・意欲を持つ子供の割合 

○肥満傾向にある子ども（小学校５年生の中等度･高度肥満傾向児）の割合 

○メタボリックシンドロームの該当者及びその予備群の割合 

○ゲートキーパーの育成数 

○がん診療連携拠点病院充足率（がん診療連携拠点病院の整備された二次医療圏の割合） 

○医師臨床研修マッチング率 

○周産期死亡率 

○総合型地域スポーツクラブ数及び設立準備組織数 
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（２）取組の重点化の基本方針の決定 

  （１）の点検等を踏まえ、知事をトップとする「作戦会議」において、翌年

度の「戦略プロジェクト」及び４つの分野に係る「取組の重点化の基本方針」

を決定し、庁内各部局等に指示します。これにより、点検等の結果が翌年度の

事業に反映されていきます。 

 

（３）事業の企画・立案・実施 

  庁内各部局等は政策・施策体系に基づき、「戦略プロジェクト」など「取組

の重点化の基本方針」を踏まえた事業等を企画・立案し、予算編成作業など

を経て実施します。 

 

 

関 連 指 標 等 の 分 析 
 
・「まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略」 

の基本目標・KPI 
 
・個別計画の数値目標等 

政策等の自己点検（課題と方向性）


