Ⅲ

戦略キーワードと未来への挑戦推進事業

１ 戦略キーワード
(1) 戦略キーワードによる取組の重点化
青森県基本計画未来への挑戦では、
「生業（なりわ
い）
」に裏打ちされた豊かな生活の実現に向けた様々
な取組の重点化を図る手法として、「戦略キーワー
ド」の考え方を取り入れている。
「戦略キーワード」とは、政策・施策に基づく「具
体的な取組」の中でも、特に優先的に取り組む必要
があるものや、政策・施策が相互に連携することで
実現されるものなどについて、県民誰もが、容易に
内容をイメージできる、分かりやすい言葉で表現し
たものである。
【戦略キーワードによる取組の重点化イメージ】
戦略キーワード①

例：

例：

戦略キーワード②

雇用の新規創出

新幹線開業
効果活用

政策・施策Aは、戦
略キーワード①及
び②に重点化

（農業）
政策・施策A

（観光）
政策・施策B

（人づくり）

「戦略キーワード」は、基本的に毎年度見直し、
本県を取り巻く環境変化などに柔軟かつ速やかに対
応する。
なお、特に重要と判断される「雇用の創出・拡大」
と「あおもり型セーフティネット」の２つのキーワ
ードについては、基本計画の期間中を通して、継続
的かつ集中的に取り組む「最重要戦略キーワード」
として設定している。
(2) 取組の重点化の実現
「戦略キーワード」は、庁内における政策の自己
点検、総合計画審議会からの提言及び社会経済情勢
の変化などを踏まえ、毎年度、知事をトップとする
「作戦会議」において決定し、その結果を庁内へ指
示する。
各部局等は、
「戦略キーワード」に基づいて、政策・
施策体系の中から重点事業などの「具体的な取組」
を企画・立案することにより「取組の重点化」を実
現する。

政策・施策C

取組の「点検」等

政策・施策D

政策・施策A、B、Dは、
戦略キーワード①に
基づき重点化

知事による「戦略キーワード」の決定
政策・施策E

「戦略キーワード」による庁内への「指示」
「戦略キーワード」に基づく「企画・立案」

1

「取組の重点化」
「進化する計画」

２ 平成 23 年度未来への挑戦推進事業
「基本計画未来への挑戦」を推進するにあたって、平成 23 年度は４つの戦略キーワードにより政策・施策
の重点化を図るとともに、地域別計画に沿って地域の特長を生かした「生業（なりわい）
」づくりに取り組む。

平成 23 年度 未来への挑戦推進事業

合計１７５．７億円

戦略キーワード１

雇用の創出・拡大

35.7 億円

戦略キーワード２

はやぶさ時代の元気創出

64.5 億円

戦略キーワード３

あおもり型セーフティネット

35.9 億円

戦略キーワード４

未来を支える人財育成と地域力再生

36.1 億円

地域別計画の推進
－ 地域別計画推進事業
－ 創意と工夫が光る元気なあおもりづくり支援事業
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1.5 億円
2.0 億円

戦略キーワード１

雇用の創出・拡大

35.7 億円

県民一人ひとりが輝いて生きられる社会の実現のためには、中長期的な視点に立ち、地域資源を最大限に
活用した生業づくりによって、経済的基盤を確立して雇用の場を創出・拡大していくことが不可欠である。
このため、現在取り組んでいる「あおもり『食』産業」の更なる充実・強化に向けて、引き続き取組を推
進する。また、新しいビジネスチャンスを創出する低炭素社会を見据えた環境・エネルギー産業の振興に取
り組んでいく。
① あおもり「食」産業の取組加速化
25.0 億円
「きれいな水」を育む基盤整備を進めるとともに、食品製造業の振興と商品の高付加価値化、新たな流
通・販売体制の構築、それらを支える産地体制の強化など、「食」に関わるすべての産業を一体のものと
して捉えた取組を加速化させる。
○きれいな水を生かした産業振興
「きれいな水」を育む基盤整備を進めるととも
に、
「きれいな水」を生かした環境保全型の生産活
動や「食」産業の振興などに取り組む。
○食品製造業の強化
地域資源を生かした農商工連携や農林水産業の
６次産業化に向けた取組を強力に推進するととも
に、食品製造業における域内循環の強化や、市町
村・関係団体との連携による地域ぐるみの支援体
制の整備などに取り組む。

○総合販売戦略の推進
県産品の販売活動における商品戦略を強化する
とともに、新規成長市場の開拓や地産地消の推進
などに取り組む。
○生産力・産地力の強化
地域の特性や優位性を生かした農林水産物の生
産・流通対策に取り組むとともに、食の安全・安
心を支える産地体制を強化する。

② 低炭素社会を見据えた環境・エネルギー産業の振興
10.7 億円
環境の向上を目指すことが産業の振興にもつながる好循環を形成するような取組を進め、経済と環境の
調和による新たな需要の創出を図る。
○エネルギーポテンシャルを活用した産業振興
再生可能エネルギーなど本県の強みを生かしな
がら環境・エネルギー産業の振興・育成を推進し、
新たなビジネスチャンスを創出する。

戦略キーワード１
新幹線全線開業元年
戦略キーワード２ はやぶさ時代の元気創出

○低炭素・循環型社会づくりの推進
もったいない・あおもり県民運動を強化・拡充
した県民・企業・行政が一体となった低炭素・循
環型社会づくりや、バイオマスの利用拡大に向け
たシステムづくりなどに取り組む。

64.5 億円

東北新幹線全線開業は、国内各地、世界各地とのアクセス時間の短縮をもたらし、本県の社会経済へ大き
な影響を与える。新幹線で青森を飛躍させるためには、全線開業という絶好のチャンスを逃さずつかみ取り、
観光産業はもちろんのこと、あらゆる産業の振興と地域の活性化につなげなくてはならない。
このため、開業を起爆剤として、創業・起業をはじめ、新産業創出、企業誘致による産業振興、ブランド
力の強化やＩＣＴの活用促進など、あらゆる観点から新たな時代の元気創出に向けて集中的に取り組んでい
く。特にチャンスが広がる観光産業においては、持続的な利益獲得につなげるため、観光客入込数の拡大の
みならず、経営力強化や競争力向上の促進にも努める。
また、グローバリゼーションの観点から、企業の海外展開や輸出の拡大促進、外国人観光客の誘致などに
も積極的に取り組む。
① 東北新幹線全線開業を契機とした産業振興と観光力の強化
63.7 億円
新幹線全線開業を契機として観光産業の強化に取り組むとともに、新産業の創出、企業誘致などによる
産業の振興に取り組む。
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○地域産業と域内連携の強化
観光産業、医療・健康・福祉関連産業などの育
成を図るとともに、企業誘致や新産業の創出、地
域経済を活性化するための域内連携などの強化に
取り組む。
○ＩＣＴの活用と産業育成
クラウド時代に対応したＩＣＴの活用を企業や
県民に働きかけ、ＩＣＴ活用による産業振興を図
る。
○情報発信・誘客宣伝活動の強化
東北新幹線全線開業を契機とした大型観光キャ
ンペーンや経済発展著しい東アジア圏向けのＰＲ
など、観光客誘致のための宣伝活動を展開する。

○新たな魅力の創出
魅力ある観光資源を生かしたコンテンツの創出
やイベントの開催など、観光コンテンツの質的・
量的拡大を図る。
○文化観光拠点の形成
東北新幹線全線開業を契機として、本県の優れ
た文化・芸術を広く情報発信し、交流人口の拡大
を図る。
○交通体系の充実・拡大
航空路線の需要拡大や路線の増便など、産業基
盤を支える交通体系の充実に向けた取組を推進す
る。

② 海外展開の促進
0.8 億円
東北新幹線全線開業を契機として、企業の海外展開や輸出の拡大促進などグローバリゼーションの観点
からの積極的な取組を推進する。
○海外からの外貨獲得
東アジア圏などをターゲットに、海外へビジネ
ス展開を図る企業への支援や県産品の輸出拡大な
ど、外貨獲得に取り組む。

戦略キーワード３

あおもり型セーフティネット

○交流人口の拡大
チャーター便誘致、民間レベルでの交流促進や
留学生を活用した情報発信など、海外との交流人
口の拡大を図る。

35.9 億円

県民の暮らしやすさを守り、安心して生きられる社会を創っていくことは、県としての最大の責務であり、
特に、保健・医療・福祉包括ケアやがん対策をはじめとした心身の健康づくり、医療体制の充実など、県民の
命を守る対策を講じることが重要である。
このため、現在進めている「平均寿命の延伸」に向けた取組を継続するとともに、特に県民の「健康力」を
向上させる効果的・効率的な取組を進める。
また、厳しい雇用情勢に鑑み、雇用のセーフティネットの確保にも万全の体制で臨む。
① 健康力の向上
7.2 億円
地域における保健・医療・福祉体制の充実に取り組むとともに、
「健康力」を向上させる効果的・効率
的な取組を推進する。
○地域医療サービスの充実
医師確保対策や救急医療体制の整備など、県民
が地域において適切な医療が受けられる仕組みづ
くりに取り組む。

○健康づくり
生活習慣の改善支援、こころの健康問題への対
応、早期に健康課題を解決するための仕組みづく
りなど、県民の心身の健康の維持・確保に取り組
む。

② 暮らしのセーフティネット
17.3 億円
人口減少社会の中で、地域全体が互いにつながり、協力し合って暮らす仕組みづくりを進めるとともに、
災害時の危機管理体制や防犯・交通弱者への対応など、安全・安心な暮らしの確保に取り組む。
○誰もが安んじて暮らせる環境づくり
人口減少社会の到来、高齢化・少子化の進行に
対応した、誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
すことができる環境づくりに取り組む。
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③ 雇用のセーフティネット
11.4 億円
厳しい経済情勢を反映して本県の雇用情勢も深刻化していることから、若年者の就労支援ほか各種対策
を推進する。
○就労支援
若年者の就職・職場定着支援や障害者雇用の促
進、建設業の新分野進出の支援などに取り組む。

※ 雇用対策については、国の交付金を活用した雇用創出事業も実施する。
ふるさと雇用再生特別対策事業
32.6 億円
緊急雇用対策事業
75.7 億円

戦略キーワード４

未来を支える人財育成と地域力再生

36.1 億円

30 1
複雑化する社会経済における様々な課題解決の方法として、縦割りの制度をつなぐ地域単位での思考、活動
が求められている。さらに、人口減少社会、少子高齢社会の中で安心して暮らしていくためには、
「環境公共」
にもうたわれているように、自ら行えることは自ら実施していくこと、人と人との絆で結ばれた地域力を再生
していくこと、そしてそれを担う人財の育成が重要となる。
このため、人財育成の要となる子どもに焦点を当てた「子ども総合支援」の取組を継続するとともに、地域
を支える主体となる人財の育成、地域力の再生・創出などの観点から、未来の青森県を支える確かな仕組みづ
くりに取り組む。
① 人財育成と地域力の再生・創出
4.4 億円
青森県の地域経済をけん引する人財の育成に取り組む。また、人と人との絆で結ばれた地域力の再生と、
それを担う人財の育成に取り組む。
○未来を担う人財育成
地域や産業の次代を担う人財の育成や文化・ス
ポーツを楽しむ環境づくりに取り組む。
○産業を支える人づくり
６次産業化を見据えた農林漁業をはじめ、製造
業や観光産業など、青森県の産業を支える人財育
成に取り組む。

○地域力の再生
人口減少社会に対応した地域コミュニティの活
性化や生活支援体制の整備など、人と人との絆で
結ばれた地域力の再生・創出に取り組む。

② 「子ども総合支援」の推進
31.7 億円
社会全体で子育てを支援し、子どもを見守り、育てるシステムの充実・強化に引き続き取り組み、青森
県の未来を担う要である子どもの育成を推進する。
○子どもを育てやすい環境の整備
子育てを社会全体で応援する仕組みづくりをす
るとともに、家庭の教育力の向上や結婚のための
出会いの場づくりの支援に取り組む。
○子どもを見守る地域づくり
多様な人間関係に支えられた地域の絆を再生し、
地域ぐるみで子どもを見守る環境づくりに取り組
む。

- 110 -

○子どもの生きる力の育成
学校教育を中心として、確かな学力の向上、豊
かな心や健やかな体の育成など、子どもの生きる
力を育む体制づくりに取り組む。

地域別計画の推進

1.5 億円

東青地域県民局
1,390 万円
○東北新幹線全線開業賑わい創出推進事業
東北新幹線全線開業後の環境変化に対応した地
域づくりを進めるため、関係団体等との連携によ
り新青森駅周辺等の活性化プロジェクトを検討・
立案し、アクションプランとして具体的に推進す
る。
○しっとり もっちり 東青の米粉スイーツ創出事業
米粉用米の生産から加工・販売の取組を確立す
るため、地元の菓子店や高校等と連携し、りんご
やカシス等の地域特産品と米粉を組み合わせた
「米粉スイーツ」の開発・商品化に取り組む。
○東青地域温泉地賑わい創出推進事業 など

西北地域県民局
2,077 万円
○奥津軽の米ビジネスの輪拡大事業
農業者、食品製造業者、消費者による米粉に関
するネットワークの構築、米粉料理の普及や商品
化・販売支援などにより、新規需要米での米粉を
起爆剤とした６次産業化による地域経済の活性化
に取り組む。
○奥津軽若者力活用観光推進事業
広域観光スポットとしての奥津軽のアピール性
を高めるため、若年層向けの郷土・観光に関する
研修会やワークショップ、フォーラムなどを開催
し、将来の観光の担い手の育成に取り組む。
○西北地域木質資源有効活用調査事業 など

中南地域県民局
2,292 万円
○中南地域もも産地育成促進事業
りんごを基幹とした複合経営の推進のため、
もも栽培技術の高度化を進めるとともに、加工・
流通・販売までを結びつけ、産地力の強化に取り
組む。
○キラリと光る女性ステップアップ事業
「活躍を志す女性」を対象に、創業・起業等に
必要な基礎的内容を一体的に学ぶ機会を提供し、
チャレンジ意識の確実な醸成を図ることにより、
女性の活躍の場を加速的に拡大するとともに、多
様な内容の創業・起業による地域活性化に取り組
む。
○中南地域街なか魅力発掘・発信事業 など

上北地域県民局
3,714 万円
○上北地域元気なご当地グルメ総結集事業
ご当地グルメによる地域おこしをより一層推進
するため、ご当地グルメ関係者等のネットワーク
の形成や情報発信に取り組む。
○三八上北地域産業連携型ＥＶ導入推進事業
【三八地域県民局との連携事業】
地域産業と連携した電気自動車の活用を図るた
め、コンバートＥＶの改造現場を活用してＥＶ関
連の人財育成に取り組むとともに、マーケットの
一つと想定される農業分野における改造ＥＶのニ
ーズ把握及び普及啓発を実施する。
○上北型飼料米利用システム確立事業 など

三八地域県民局
3,195 万円
○三八地域「農業小学校」を核とした食農推進モ
デル事業
年間を通して農業・自然活動を体験できる本県
初の「農業小学校」を開校し、農業や食への理解
促進や、世代間・地域間交流による地域コミュニ
ティの活性化に取り組む。
○三八地域金属補修業活性化事業
三八地域ものづくり産業を下支えする補修関連
産業の振興を図るため、研究会の開催を通じた業
界のネットワーク強化と技術力底上げや、補修コ
スト軽減に資する技術開発に取り組む。
○三八地域障害者農業就労促進事業 など

下北地域県民局
2,000 万円
○下北半島と首都圏交流推進事業
下北と首都圏の協力関係を深化させ、相互交流
につなげるため、下北半島の食材を定期的に販売
する拠点を下北沢に設置するとともに、首都圏等
で酪農や農作業などに興味がある人のインターン
シップの受入体制の構築に取り組む。
○下北味わい弁当創出事業
下北地域の豊富な海産物を活用してリゾート列
車や観光団体バスの乗客等をターゲットとした弁
当を開発し、下北地域の海産物の知名度アップに
よる付加価値の向上に取り組む。
○下北地域着地型旅行商品チェックアップ事業
など

その他、
「創意と工夫が光る元気なあおもりづくり支援事業」2.0 億円を実施する。

- 111 -

コラム

青森トレッキング

20 代を中心とする若者のあいだで、アウトドアなライフスタイルやトレッキングブーツをはじめとするア
ウトドアファッションが流行っています。
トレッキングブーツというのは登山用のブーツ。これを私服で履きこなすのが旬。ファッショナブルな登
山服を着て、登山やハイキングを楽しむ男女のことを「山ガール」
「山男子」、または、
「山女子」
「山ボーイ」
と呼びます。登山用に「山スカート」というものもあるそうです。
この登山ブームに乗ってトレッキングを始めてみようかなと思っている人もいるのでは？そこで、これか
らトレッキングを始める人に代わって、青森県の山のことについて調べてみました。その中のいくつかを紹
介したいと思います。
岩木山 イワキサン 標高 1624.7ｍ（弘前市）
青森県の最高峰、岩木山。ミチノクコザクラという固有
の花が咲きます。岩木山には安寿と厨子王の伝説があり、
ミチノクコザクラは安寿姫のかんざしと言われているそう
です。津軽平野に裾野を広げる美しい姿は、着物を着た安
寿姫を思わせます。岩木山には他にもいくつかの伝説があ
ります。山頂には津軽三味線の碑があり、岩木山の大パノ
ラマを舞台に津軽三味線の大合奏が行われます。
月山 ガッサン 標高 419.2ｍ（上北郡六ヶ所村）
寛文 9 年に貴宝神社が開かれ、地元の漁師達から厚く信仰されてきました。昔は女性が登ることの許され
ない山だったそうです。また、家に不幸があると 3 年間は登山ができないというしきたりが最近まであった
のだとか。山頂では展望がききませんが、山の途中で長く続く砂浜と太平洋が見えますよ。
折紙山 オリガミヤマ 標高 920.6ｍ（青森市・上北郡七戸町）
この山の地下約 500ｍを新幹線が通過しています。全長 26,455ｍの東北新幹線八甲田トンネルが折紙山を
貫いているのです。是非、覚えておいてくださいね。折紙山には登山道がありません。そのため、山好きな
人が残雪期を利用して登るそうです。広い山頂からは、八甲田や青森市街が見えます。山頂に立って地下の
音を聞いてみたいですね。
大尽山 オオヅクシヤマ 標高 827.7ｍ（むつ市）
恐山の蓮華八葉と呼ばれる 8 峰のひとつ。宇曽利山湖越しに見えるき
れいな三角形の山。ちなみに蓮華八葉の他 7 つは、剣山、地蔵山、鶏頭
山、円山、小尽山、北国山、屏風山。大尽山の山頂からは、エメラルド
グリーンの水をたたえた宇曽利湖と陸奥湾が見えます。

縫道石山 ヌイドウイシヤマ 標高 626ｍ（下北郡佐井村）
聳え立つ下北半島の岩峰。岩肌が剥き出しでとても目立ちます。岩壁
には国の天然記念物に指定されたオオウラヒダイワタケという地衣類が
生育しています。山頂は展望が開けた岩場で、北海道の山々も見ること
ができるんです。
十和利山 トワリヤマ 標高 990.9ｍ（十和田市・三戸郡新郷村）
十和田湖を眺望できる十和田三山の中のひとつです。他は十和田山と三ツ岳。十和利山は、日本に 7 基あ
るとされているピラミットの 4 基目だという伝説があります。有数のタケノコの産地で、タケノコシーズン
にはタケノコがどっさり採れるそうですよ。
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崩山 クズレヤマ 標高 940ｍ（西津軽郡深浦町）
鶏頭場ノ池から見える崩山。十二湖は、この崩山が大地震によって崩れて、
そこに水が溜まってできたといわれています。途中に大崩山という山があり、
その上から 12 個の湖が見えることから、十二湖という名前がつけられたそう
です。この山、今でも少しずつ崩れていっているんです。いつか山ではなく
なってしまうのでしょうか。
東岳 アズマダケ 標高 684ｍ（青森市）
青森市の国道４号から見える東岳。採石跡が目立つ東岳は青森市
民なら誰もが目にしているはず。でもこの山、東岳という名前だと
いうのを知らない人も多いかもしれないですね。登山道には、採掘
当時のトロッコの軌道が残っているんです。採掘跡は緑化中で、少
しずつ緑が増えてきています。山頂からは、青森市の町並みが一望
できます。

階上岳 ハシカミダケ 標高 740.1ｍ（三戸郡階上町）
県南で親しまれている山です。牛が寝ているような形に見えることから臥牛山とも
呼ばれています。山の 8 合目にはヤマツツジが群生し、5 月～6 月に鮮やかな花を咲
かせるんです。雪が少ないため、冬季でも多くの登山客が訪れます。階上町は県内で
最も早く朝日が昇る町で、元日には初日の出を拝むために、多くの人が元朝登山に集
まるそうです。

梵珠山 ボンジュサン 標高 468.4ｍ(青森市・五所川原市)
県民の森、梵珠山。山の中腹には自然ふれあいセンターがあり、梵珠山に生息している動植物を紹介して
います。山頂には釈迦の墓があるという伝説があり、墓に高僧の霊が帰ってくるとき、火の玉を見ることが
できるそうです。その火の玉を見るため、お寺の住職を先頭に夜の梵珠山に登る「火の玉ツアー」というイ
ベントが開かれています。
田茂萢岳 タモヤチダケ 標高 1324ｍ（青森市）
八甲田ロープウェーがあるのが田茂萢岳です。
「八甲田山」
とは 18 の火山群の総称のことをいいます。北部より前嶽・
田茂萢岳・赤倉岳・井戸岳・大岳・小岳・高田大岳・雛岳
・硫黄岳・石倉岳・逆川岳・猿倉岳・駒ヶ峯・櫛ヶ峰・乗
鞍岳・南部赤倉岳などがあります。八甲田山には多くの湿
地があり、田茂萢岳にある田茂萢湿原もそのひとつです。
冬・春には樹氷を、秋には紅葉を楽しむ人達で賑わいます。

青森市内にいると四方に山を見ることができます。南には美しい八甲田山、東には国道から見える東岳、
北にはむつ湾の向こう側に下北の山々が、西には岩木さんがちょこんと顔を出しています。山がある風景が
日常ですが、時々あまりの美しさに見入ってしまったり、立派な姿に心を打たれたりすることは、ありませ
んか？私はそんな山のことを調べてみて、いっそう親しみを感じることができましたし、山の上から自分の
住む街を見たいと思いました。青森トレッキングラリーなんかやったらおもしろそ～。青森にも山ガールや
山男子が増えればいいなと思っています。
参考文献：村上義千代『あおもり 110 山』
いちのへ義孝『青森県の山』
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