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第２期まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略に係る有識者会議（第１回） 
 

日 時：平成元年１２月１８日（水） 

１４：３０～１６：３０   

場 所：県庁西棟８階 中会議室   

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

＜資料１について＞ 

 事務局から資料１について説明。質疑等なし。 

 

＜資料２について＞ 

 事務局から資料２について説明。 

 

（勝浦委員） 

資料２の２ページの合計特殊出生率について、全国と青森をここ１０年ぐらいで比べて

みると、青森の方が改善しているように見えるが、県の方ではどういうふうな解釈をしてい

るのか。 

 もうひとつ、９ページの社会減の増減のところで、直近５年間の転出超過率が改正前の推

計で使用しているものに比べて上昇してしまったということだが、いろいろな取組をして

いる中で上昇してしまう原因について、どのような見解を持っているか。 

 

（事務局） 

 合計特殊出生率については、いろいろな個別の取組の成果が徐々に現れてきている。どれ

か１つということではなく、様々な子育て支援に関する取組の結果だと思っている。 

 出生率に関しては、年ごとの変動が結構大きい。県としては、結婚、出産、子育てに対す

る取組は強化してきているが、それがそのまま出生率に反映されたと、手ばなしで喜んでは

いない。ただし、一定の効果はあったとは考えている。 

 転出超過に関しては、やはり首都圏の求人により、相当数、高校生も大学生も東京の方に

取られている。県としても様々な取組をしており、経済を回す仕組みづくりとして、例えば

農林水産業や観光分野を中心に成果は出ているものの、それがなかなか直接的に高校生、大

学生、若者の県内定着に完全には繋がっていないことは、大きな課題だと思っている。 
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（橋本部長） 

 高校を卒業した方の県内の就職については、ずっと、様々な対策をしている中でもあまり

変わっておらず、引き続き県外の就職先を選ぶ方も多い。 

県内の有効求人倍率が下がっているのかというとそうではなく、どんどん上がっている

状況でも、若い方々の選択肢としては、あまり傾向が変わっていない。そこが変わっていく

ようにもっと取り組んでいかなければいけない。 

 出生率については、どれか１つということではなくて、様々な取組をしている中で、全体

の出生率の中で上下しながらも、少しずつ上がってきているのだと思う。 

 

（勝浦委員） 

 2080 年時点での人口の均衡が、８０万人から７２万人に下振れということで、１０％減

少する形になっているが、人口減少を今後見通していく中で、この推計値自体かなりチャレ

ンジングな数字になっているような気がする。 

 ただ、本県の取組が全国よりも何らかの理由で奏功しているのであれば、この推計の実現

性が高いという見方もできるのかもしれないので、どういうふうに分析するのかというこ

とが重要だと思う。 

 

（橋本部長） 

 社会増減に関していうと、本県は若い方々の県外就職の割合が、他県に比べて高いという

ところが特徴的なので、そこが変わっていくことは社会増減に対して直接的にインパクト

が出てくる。そういったところへの対応については、次の資料３、４で説明する。 

 

＜資料３について＞ 

 事務局から資料３について説明。 

 

（内田委員） 

 資料２からも、特に産業・雇用分野を中心としたところの「～『経済を回す』～魅力ある

仕事づくり」については、政策レベルとしては妥当だと思っている。 

 自然増減に関しては、環境、出産、子育て支援や健康づくり、若者の定着などにも関係し

てくると思う。 

 やはり社会増減のところで歯止めをかける必要がある。特に就職年齢層や若年女性が首

都圏に流出していて、結果的に未婚率が上昇し、有配偶率が低下して、出生率も下がるとい

う悪循環がある。まずは仕事。男性の有配偶率が高まらないまま５０代、６０代になってし

まうことも含めて、やはり仕事がないという部分が問題。 

女性については、資料２の６ページ目で見ても、宿泊、飲食サービスが転出超過になって

いるので、やはり観光が重要であり、政策の２つ目に「世界から選ばれる『あおもりツーリ
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ズム』の推進」を持ってきているのは妥当だと思う。 

 本県は農業県なので、農林水産業に関する政策の記載順が１番でいいと思うが、伸びしろ

や社会減に歯止めをかけるという意味では、観光はかなり重要と考えている。 

 大枠として気になるのは、政策分野の２つ目の「出産、子育て支援と健康づくり」と、３

つ目の「若者の定着・還流と持続可能な地域づくり」が、それぞれ魅力ある仕事づくりも含

めて重なる部分があり、個別施策まで見ると、この仕分けでいいのかと思うところがある。 

政策分野の３つ目に「若者の定着・還流と持続可能な地域づくり」があって、その中の政

策の１つ目にも「若者の県内定着・人財還流の促進」とあって、さらにその中の主な個別施

策のところにも「（１）で若者の県内定着・人財還流の促進」とあるのは、少し整理が必要

かと思う。 

 政策分野３の政策の２番目「あおもりの未来をつくる人財の育成」と３番目の「あおもり

の今をつくる人財の育成」が別々なのも、これから前回の総合戦略の項目をたたき台に仕分

けしていくと思うが、さらに上手く調整できるのではないかと思う。 

 あと、政策３、政策分野４、主な個別施策（７）に「消費生活と『食』の安全・安心確保」

があるが、健康づくりについてはもっと上に記載してもいいと思う。 

 場合によっては、対象で分けて、高齢者、シニア層の施策と、社会減対策では若者、女性、

外国人、県内居住者など、もう少し分かりやすい切り口で仕分けするのもいいと思う。 

 

（事務局） 

 仕分けに関してはいろいろな考え方があると思うが、政策分野の２番目の「出産・子育て

支援と健康づくり」は、自然減対策に関連するものを中心にまとめた。 

 若者の県内定着、還流が何回も出てくるということはあるが、基本計画の政策体系に合わ

せているので、そのようになっている。 

 政策のタイトルの付け方は、総合戦略は基本計画のアクションプランとして作っていく

という考え方なので、基本的に文言は全く同じものを採用しており、ご理解いただきたい。 

 

（内田委員） 

 政策分野３の政策４について、例えば、（４）安全で快適な生活環境、（５）犯罪に強い地

域づくり、（６）交通安全対策と、こんな細かく分ける必要があるのかという感じもする。 

 産業・雇用分野でも、細かくしようと思えば幾らでもできるので、今回を機にある程度仕

分けのレベルを合わせてもいいかと思うが、個別の施策があるとなかなか難しいというこ

とか。 

 

（事務局） 

 政策の仕分けは基本計画から持ってきているが、項目をまとめた方が分かりやすいとい

うことがあれば検討する。 
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（内田委員） 

 政策分野として、青森県としてどういう将来像になっていくのかというところから逆算

して施策展開に持っていく必要があると思う。 

やはり、同じようなことは他の自治体でもいろいろ考えていると思うので、本県の独自の

魅力や、より売りになる部分、気候風土や食生活などいろいろあると思うが、そのあたりが

終的に見える姿に繋がるような戦略にしていければと思う。 

 

（橋本部長） 

 資料３には施策の体系が載っているので、今後具体的にどんな取組をしていくのかとい

う中で、本県の強みや課題にどうチャレンジしていくかを見せることが大事だと思う。 

 基本計画と総合戦略の体系はマッチングさせつつ、アクションプランとしてどういった

見せ方をしていくかというところは、総合戦略で考えるべきところだと考える。 

 今のところは、基本計画にならって個別施策のところまでは並べたところだが、幾つかの

項目でレベル感を合わせることは、今後検討することもあるかもしれない。 

 

＜資料４（政策分野１）について＞ 

 事務局から資料４（政策分野１）について説明。 

 

（角濱委員） 

 現行の総合計画に掲げる仕事づくりに関連する部分については、ＫＰＩが未達成３、達成

９となっているが、仕事はできているのに若い人は出ていっているという現状と思われる。 

 仕事は沢山できているものの、観光業、建築業などでは今度は非常に人手が足りなくて、

苦労している。政策５の「『経済を回す』ための基盤づくり」の現状・課題に有効求人倍率

１．３とあるが、それがきちんと充足されているのかをどこで見ていこうとしているのか。

結局、人手が足りないと経済は回せない。 

非常に良い発想、事業があっても、事業を継ぐ方がいないために、県内の企業の方々が苦

しんでいる。一方で高校生や大学生はどんどん県外に出ていってしまう。折角県内に仕事が

あるので、いかに県内での就業に繋いでいくかということが重要。 

施策の達成度合いについても、求人倍率が上がるのはいいが、それが充足しているのか、

いないのかということにどう目配りするのか。 

 

（事務局） 

 青森労働局で出している毎月の雇用統計の中で、産業ごとの充足率は出るが、毎月結構ブ

レがある。毎月の充足率を追いかけていくのではなく、ある一時点でストック的に見られる

数字があればいいが、なかなか適切な統計がないため、今のところはこういう状態になって

いる。 
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（橋本部長） 

 全体の産業動向でいうと、各産業の有効求人が高止まりしているということは、企業が求

人を出しているのに充足されないという側面と、労働力の需要がさらに上がっているとい

う側面がある。 

 本県の社会減で一番大きいのは若い人たちが出ていく部分なので、労働力を供給するう

えで、本来なら次々と生まれてくるはずの労働力が削られてしまう。 

直接労働力の充足度を測るわけではないが、高校を卒業した方で就職を希望する方が、県

内にどのぐらい就職をするかという県内就職率や、県内の大学生の県内への企業への内定

率などが上がってくると、間接的に若い労働者が県内に入ってくることを計る指標になる

かもしれない。 

 

（事務局） 

 基本計画には業種別の充足率を掲載しており、数値はハローワークの紹介で就職した人

数を新規の求人数で割って算出している。例えば、医療福祉だと２３．５％だが、それが高

いのか低いのかという評価や、求人の有効期間が３か月あるのに対して目標値をどう設定

するかという難しいところはある。 

 後ほど説明する政策分野３では、先ほど橋本部長がお話した高校生の県内就職率や大学

生の県内就職率を基本目標として掲げているので、県内定着に関しては、そちらで見ていけ

ると思う。ただ、労働力不足をどう見ていくかというところは、なかなか難しいということ

があり、労働者数を確保していくのは勿論大事だが、一方で生産性を上げていくことも大事

だということで、今回、ＫＰＩとして労働生産性をあげている。 

 

（角濱委員） 

 社会減のところで、高校生卒業時と大学卒業時に大量に流出しているが、その後も２３～

２７歳ぐらいまでじわじわと流出している。浪人や留年で卒業が遅れた学生は、県内ではほ

ぼいないと思うので、一度新卒で就職をしたけれども、理想と違っていて、早期離職して県

外に流出した人だと考えられる。 

特に保健・医療・福祉や、サービス、観光の分野では早期離職が問題になっているので、

労働環境を整えてをきちんと職場に定着できるようにすれば、じわじわと流出している部

分が少し減ると思う。 

 

（勝浦委員） 

 県内定着させるにしても、結局仕事がないと難しいかと思う。過去、青森県は有効求人倍

率０．４程度など非常に低かったということがあり、その時の青森県では、他の県にお願い

をして回って、若い労働力を雇ってもらうために仕事を作ってもらったということがあっ
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たと聞いている。その際の繋がりが今も残っている学校がかなりあり、昔の恩がある県外企

業になかなか背を向けられないということもあって、構造的に県外に卒業生が出てしまう

ということが残っていると聞く。 

 一方で、県内の高校生が、県内の仕事に対して関心を持っているということも、どこかの

統計で見た記憶がある。県内定着に関心を持っているのだとすると、その生徒にしっかりと

情報提供して、いかに県内の仕事が魅力的かということを理解してもらうのが重要になっ

てくると思う。 

 また、タイミングよく情報が提供されていないということもよく聞く。ある程度、生徒の

就職先が決まったところで県内企業からの求人情報があるということも聞くので、適切な

タイミングで適切な企業の求人が高校に行くということを確保していくことが重要になっ

てくると思う。 

 

（橋本部長） 

 後ほど、政策分野３の方で、高校生や大学生などの対象に応じて、例えば、仕事や暮らし

に関する情報を適切、的確に、単に提供するだけでなく、理解してもらうように提供してい

くということが大事だということも説明させていただく。 

 保護者の中でも、県内の企業になるべく就職して欲しいと思う保護者と、しっかり働くの

であれば県外の方がいいのではないかと思う保護者の方がいて、その保護者の意向と生徒

本人の就職行動には、かなり関係性があるということが、アンケート結果として出ているの

で、県でも直接学校の生徒にＰＲするだけでなく、先生や保護者に対しても情報を提供して

いくという取組をしている。 

 

（勝浦委員） 

 指標として労働生産性が上げられていることについて、非常に重要な指標ではあるが、遅

行的な指標である。労働生産性の算出に必要な県内総生産は２年遅れで算出されるので、政

策の効果が出る時点とＫＰＩが算出される時点がずれることになり、これが適切な指標か

疑問がある。 

 ただ、他に適切な指標があるかというと、もう少し早期に出るようなもので代替するしか

ないと思う。 

 

（内田委員） 

 ＫＰＩの達成率のわりに、結局、人口が転出超過になっている。理由としては、業種別の

求人不足や、待遇面などで条件がマッチしていない部分もあると思う。 

 やはりもう少し実効性の高いＫＰＩを設定すべき。今回、農林水産業の６次産業化に関す

るＫＰＩを、相談件数から商品化数に替えたことはいいと思うが、例えば、農林水産省の６

次産業化総合調査などで県別の販売額なども公表されていたと思う。また、宿泊・飲食サー
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ビスで女性が特に転出超過になっているということであれば、雇用動向調査で宿泊・飲食サ

ービス業の雇用者数を評価するなども考えられる。 

 観光では、本県でどの程度データが取れるのか分からないが、もう少しビックデータを活

用するとか、訪日客数の県内消費額、クルーズ船の就航数など、達成したらかなり人口減少

を抑えられるというような効果的な指標があってもいいと思う。 

 農業では、今、愛知県ではトマト栽培で収穫ロボットを使うスマート農業などを国の補助

金をもらってやっている。スマート農業は、都市部ではこれから増えてくるので、それに対

して本県も対抗していくという意味では、その辺の数字も見る必要があると思う。 

 

（橋本部長） 

 ＫＰＩについては、今、即時性のあるものや、人口減少をストレートに捉えているような

ものがあってもいいのではないかというご意見をいただいたので、関係部局とも相談しな

がら、次回有識者会議までに検討したい。 

  

＜資料４（政策分野２）について＞ 

 事務局から資料４（政策分野２）について説明。 

 

（玉川委員） 

 健康と観光を絡めたヘルスツーリズムという言葉がある。青森県の魅力を考えた時、豊か

な自然をあげる方が多いと思うが、そういう環境がありながら、観光には活かされているが、

自分たちの生活に直結することはない。そこを是非絡めていけたらと思う。 

 例えば、青森県内の企業や学校が率先してヘルスツーリズムに取り組むなど、企業や学校

単位で積極的に本県の環境という財産を利用していくということに力を入れていけばいい

のではないか。 

 今、青森県は平均寿命が短いと言われているが、平均寿命が長ければそれでいいのかとい

うと、やはり健康寿命が重要だと思う。平均寿命と健康寿命はイコールではない。健康を考

えた時に、どうしても分かりやすい数字に目が行きがちだが、中身もきちんとできるように

なっていけばいいのではないか。 

 

（事務局） 

 観光の分野で、エコツーリズムやグリーンツーリズムなど、観光国際戦略局においてテー

マ別の観光に取り組んでおり、ヘルスツーリズムについては、浅虫温泉組合など個別に取り

組んでいる。県としてはこれまであまり事業化としていないが、大事な視点だと思う。 

 

（内田委員） 

 今の玉川委員の話を聞いて思ったが、自分も平均寿命だけではなく健康寿命も重要だと
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思う。平均寿命は男女共に全国 下位だが、健康寿命は女性が２０位、男性が３４位だ。平

均寿命と健康寿命の差について、何か指標を考えてみてもいいと思う。 

 気候風土、住宅環境、食生活、喫煙率、飲酒率などをいろいろ考えると、すぐに平均寿命

を延ばすのはかなり難しいので、健康寿命との関係で指標ができないかと思う。 

 

（事務局） 

 平均寿命自体は、合計特殊出生率と共に、人口推計などで一定の仮定を置くために非常に

重要な数値になっていて、基本目標の数値にもしている。 

 加えて、健康寿命についても指標として取り扱えないかということは、ご意見を参考にし

て検討させていただきたい。 

 ヘルスツーリズムに関しても、県の施策として行うかどうかについては、関係部局とも相

談しながら検討させていただきたい。 

 

（玉川委員） 

 観光では、県外の人たちに、奥入瀬渓流や白神山地、種差海岸に来てほしいとは言うが、

それが県民自身の生活の中にあるかというと、繋がっていないことがほとんどだと思う。 

 繰り返しになるが、青森県らしいという視点で見た時に、環境という資源を観光に活用し

て、なおかつ自分たちも健康になる。子どもたちにとっては、郷土の資源を知ることになる

し、大人もまた健康になってその魅力を知ることができ、さらにそれが次世代に繋がるとい

う良いサイクルができればいいと思う。それを総合戦略に表わすとなると難しいとは思う

が。 

 

（勝浦委員） 

 ラムダプロジェクトの中で、今年、津軽海峡圏ウェルネス博をやっているが、その取組の

ひとつとして、ヘルスツーリズムをやっていたと思う。 

 健康寿命の延伸について、スポーツなど健康寿命が延びるための要件が幾つかあると思

うが、当面の目標としてどの部分を習慣的にやっていくのがより効果が高いのかという中

間的な指標を、専門家の意見とかを交えて検討してみてはどうか。例えば、スポーツの部分

や、ヘルスツーリズムに参加した人数などで指標を立てるということはあるかもしれない。 

 

（橋本部長） 

 ポイントになる要素がいくつかあるので、それらを捉えられる指標や、即時に把握できる

指標など、もう少し検討してみたい 

 

（柴崎委員） 

 ４０代の働き盛り世代にいろいろな病気が出てくるということがある。実際、ほとんどの
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人が企業に勤めていると思うので、そこで、例えば、従業員数１００名以上の企業の社員食

堂では、栄養士を雇用して食堂の内容をきちんとしたものを提供する形にすれば、健康意識

が高まり、きちんとした食事内容になっていくと思う。 

 企業によっては社員食堂があるところにはあるが、内容が粗末なところもある。３食のう

ちの１食にはなるが、それで意識を変えて、健康のためにはこれが必要だという選択できる

よう、自然な形で教育をすれば、健康寿命を延ばせるかもしれない。 

 

（橋本部長） 

 企業に勤めていると、家だけでなく職場で食事を取ることもあるので、ヘルスリテラシー

向上の一環としてどういう形で反映できるか、既存の取組も確認しながら検討したい。 

 

（内田委員） 

 日本一の長寿県である長野県の場合は、管理栄養士が、家庭に訪問して食生活の改善のア

ドバイスをしたりしている。塩分摂取量や野菜摂取率など、長野県がどういう指標を設定し

ているのかは参考になるのでは。 

 

（橋本部長） 

 今、青森県でも、「だし活」による減塩に加え、野菜を沢山食べて塩分を排出する「だす

活」といった取組も始めている。取組の方向性についてあまりに細かく書くと、全体のバラ

ンスが崩れるが、実際にそういった取組があることを、どう戦略に取り込み表現するのか検

討したい。 

 

＜資料４（政策分野３）について＞ 

 事務局から資料４（政策分野３）について説明。 

 

（古山委員） 

 若者の定着・還流について、青森県は県民所得が非常に低い。豊かな生活とはどういうも

のかと考えるとき、どうしても収入が高いということとイコールと考えがちなところが、青

森県は強いのではないかと思う。 

 将来的に、働くということは生きがいに繋がるということを、若いうちから考えさせる教

育をしないと、若者の還流や定着に繋がらないのではないかと考える。 

 併せて、青森県の観光客のリピーター率は７０％を超えるということだが、そこから考え

ると、青森県には非常に魅力的な部分が多いのではないか。それは、県外の人から見た魅力

ということだが、それを特に若い人達に意識してもらうことも大事なのでないか。 

 キャリア教育と併せて、青森県の魅力を若者にきちんと伝え、教える場面が必要だ。それ

が、長い目で見ると青森県の人口を食い止めるということに繋がるのではないか。 
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 資料３の政策分野３の政策１（４）に「『生きる、働く、学ぶ』をつなぐキャリア教育の

推進」について、キャリア教育と「生きる」という言葉を見つけて、非常に感銘を受けた。

是非、こういうキャリア教育を進めていただきたい。 

 

（橋本部長） 

 これは非常に大事なところで、県でも、高校生や大学生の方々へのキャリア教育について、

足で稼いで、いろいろな場面で若い方々に伝えるという取組を始めてきている。今ご意見の

あったようなことを若い方々に分かってもらうような伝え方を、もっと考えていかなけれ

ばいけないと思っている。 

 青森県は魅力的だと伝えるにしても、観光パンフレットとは違うので、魅力をどう受け止

めてもらうかということをもっと考えていかなければいけない。 

 

（角濱委員） 

 若者の定着・還流について、Ｕターン者数はどうすれば把握できるのか。 

 県立保健大学でも、一旦県外に出て行った学生のＵターン者数をどうやって把握するか

という対応が難しい。高校生も大学に入学する時、一回県外に出たいからと言って出ていく。 

自分の調査では、本当は青森に帰ってきたいという、青森愛がある人は非常に多かった。

それでも県外に出ていくのはなぜか。青森愛だけでは暮らしていけない。他県に比べても、

青森に対する愛は強いものがある。 

  

（事務局） 

 市町村に転入届けを出す際に理由を聞いているところもあるが、統計的に意味のある数

字になるほど精度が高くないのが現状である。単なる転入であれば数字で出てくるが、Ｕタ

ーンかどうかというところは現状捉えきれない。 

 

（橋本部長） 

 職業に伴う転入や、それ以外の家族に伴う転入などは、ある程度捉えている市町村はある

が、更にそれがＵターンかどうかという細かいところになると、転入届に明示的に書くとい

うシステムにはなっておらず、全ての転入届出者を理由別に把握できるかというと難しい。 

 県の移住相談機関に相談に来た方々については、移住した、青森に戻ったという報告をい

ただければ人数を把握できるが、転入者全体から見るとほんの一部分でしかない。 

 

（勝浦委員） 

 １つのアイデアとして、やはり、高校のネットワークが非常に強いと思うので、活用でき

ないか。例えば、高校の同窓会組織の繋がりを上手く活用すれば、青森に戻ってきたときに

住所変更をある程度把握できる。県内の各高校から情報を得られるのであれば、リアルタイ
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ムかは分からないが、Ｕターンの状況が掴めるかもしれない。 

 

（事務局） 

 県内の高校にデータがあるかは聞いてみたい。個人情報の問題があるので、情報を取り切

れないかもしれないが。 

県外大学等に進学された方に県内に還流してもらいたいという考えから、教育委員会に

協力してもらって、高校を卒業する段階で生徒にメールアドレス登録してもらって情報提

供するということはやっている。ただ、任意の登録なので、登録率が非常に低く、それだけ

では統計データを得るまではいかない。 

 そのほか、県外の大学とＵＩＪターンに係る協定を結んでおり、そこからは情報を得るこ

とができるので、その合計で傾向を分析するということはあり得る。 

 

（木村委員） 

 我々水産業の中では、漁獲量が増えて収入が多くなる方向性になると、一旦県外に出て行

った高校生が実家に帰って来て、漁師の跡を継ぐという経験則がある。 

 ４、５年前まで陸奥湾内のホタテが豊漁だったが、自分としては、思ったほど県内還流の

効果が無かった、目立たなかったと感じる。昭和５０年代、６０年代のはじめは、陸奥湾で

は還流を促進する効果があったのだが。 

 まして、本県の水揚げの主力となっているイカが非常に厳しい状態で、漁業者も就職先が

ない。今の求職者は、イカの専門の漁業者が不漁のため出漁できず、陸奥湾のホタテ漁師の

手伝いに来ている人が多い。 

 求人についても、家族で経営していたものの人手が足りず、息子も県外に出てしまったた

め、職業安定所へ頼んで募集するというが、なかなか人が来ない。 

 新規採用で漁業者就業者が増えていけばいいが、現在は単に他地域の漁業者が移動した

だけで、全体的な数は変わっていないし、高齢化も進んでいる。 

去年の１２月に漁業法が改正されて漁業権の交付の取り扱いなどが変わったが、自分と

してはこれが起爆剤となり、第三者が新規参入して、その会社が養殖業をやり、実家の漁業

を継がない人がそこに就職するという傾向が出てくればいいと思っている。法律を変えた

だけで、果たして水産物の安定供給ができるのかというと疑問に思うが。 

 むつ市漁協でも、むつ市内の小、中学生に、毎年、漁業者やホタテ養殖について勉強して

もらうとか、漁協がホタテを寄付して、学校給食でホタテを食べてもらうという活動をして

いる。むつ市内には自衛隊関係の施設があり、父親が転勤族で日本全国を周るので、青森県

の物産の宣伝にもなると思ってやっている。 

理想としては、高校を卒業して漁師をやってみたいという方向性になればと思って、一生

懸命やっているが、現実としては、高齢化が進んで大変だ。 
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（橋本部長） 

 県でも、 近は学校に直接出向いて説明をするようになっているが、高校生の県内の就職

率はなかなか上がっていっておらず、取組の効果が出ているのかというと数字上では見え

てきていない。取組の方向性としては、現行の戦略と同じことを書くことになるが、何度で

もアタックしていくことが大事だと考えている。 

 

（内田委員） 

 政策１の現状・課題等にある、「県外に流出した人財が還流し、活躍できる環境づくり」、

「ふるさとへの理解や愛着を深める体験活動の充実」、「移住希望者の受入態勢の強化」は非

常に重要だと思っている。 

 そこで、例えば本県出身者の登録制度などが考えられる。今、元気あおもり応援隊では、

テレビで青森県が紹介される際にメールで情報提供があるが、やはり常に繋がりを維持し

ておく必要がある。大学進学や就職で、どうしても首都圏に出たいという人を止めることは

ほぼ不可能なので、一旦県外に出た後、５年、１０年と首都圏で仕事をしてスキルを身につ

けた人たちが、青森に戻って起業・創業するきっかけとなるよう、繋がっておくということ

が大変重要だと思っている。そういった登録があれば、Ｕターン者であるかどうかもすぐに

分かる。 

 

（橋本部長） 

 スマートフォンのアプリで、就活情報を配信するという取組も始めている。 

近の若い方は、ＳＮＳでの繋がりが多くなっているので、大学卒業後、一旦、首都圏等

に就職しても、自分の生活環境が変わった際に、やはり親のいる青森に戻った方が生活しや

すいと考えた時、青森との繋がりがあることによって、どこで相談すればいいかというレス

ポンスがすぐに返ってくるといったことも大事だと思う。 

  

本日は、それぞれの分野でいろいろご意見をいただいた。 

特にＫＰＩについては、重要ではあるが即時性のないものについては、何か別な形で補完

できないかといったご意見があった。 

 また、方向性として戦略に明示するのは難しいが、重要ではあるといったものについても

ご意見があった。 

 今日いただいたご意見については、今後庁内で検討した上で、次回有識者会議の際に総合

戦略の素案をお見せしながら、ご意見をいただければと思う。 


