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政策分野１ ～「経済を回す」～魅力あるしごとづくり 

政 策 現状・課題等 指標の進捗状況（◎：目標達成 ■：未達成） 今後の取組の方向性 追加・変更する指標

１

 

アグリ分野の持続的成長 

【現状】 

○農業産出額は３年連続で 3,000 億円を突破し、14 年連

続で東北第１位、全国第８位（2017 年） 

○大手量販店との通常取引額が増加、輸出額も順調に推移

○新規就農者数は 2012 年度以降毎年 200 人以上で推移 

【課題等】 

○関税の削減・撤廃に伴う外国産農林水産物の輸入増加 

○超高齢化時代の到来や消費行動の変化に伴う中食、介護

食、健康食などの新たな市場への対応 

○高齢化による担い手不足や繁忙期の補助労働力の確保 

◎農家１戸当たりの農業産出額 

 現状値：756 万円（2013 年） 

目標値：現状より増加 

直近値：988 万円（2017 年） 

◎青森県産農林水産品輸出額 

 現状値：175 億円（2013 年） 

目標値：220 億円 

直近値：339 億円億円（2018 年） 

■りんごの輸出量 

現状値：2万トン（2013 年産） 

目標値：4万トン 

直近値： 33,194 トン（2018 年産） 

■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  

現状値：304 件（2014 年度） 

目標値：400 件 

直近値：262 件（2018 年度） 

◎農山漁村における地域経営体数 

 現状値：217 経営体（2014 年度） 

 目標値：300 経営体 

 直近値：336 経営体（2018 年度） 

○「A!Premium」などを活用した販売体制の強化

○西日本や東南アジアなど新たな販路拡大 

○「青天の霹靂」、「ジュノハート」など県内各地

の高品質な農林水産物の生産拡大 

○農商工連携や６次産業化の推進による付加価

値の高い加工品の生産拡大 

○多様な経営体の育成や次代を担う農林漁業者

の確保・育成 

○AI や IoT などを活用したスマート農業の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■６次産業化による

商品化数 

 

 

 

■新規就農者数 

２

 

世界から選ばれる「あおも

りツーリズム」の推進 

【現状】 

○外国人延べ宿泊者数は５年前と比較して５倍以上に増

加。観光消費額も堅調に推移 

○観光客の満足度や主要観光施設の入込客数などはほぼ

横ばいで推移 

○本県来訪者の７割以上がリピーター 

【課題】 

○新規の本県来訪者の増加 

〇繰り返し「訪れてよし」となる観光地域づくり 

○観光消費額の更なる拡大 

◎観光消費額 

 現状値：1,478 億円（2013 年） 

目標値：1,800 億円 

直近値：1,902 億円（2018 年） 

■延べ宿泊者数 

 現状値：476 万人泊（2013 年） 

 目標値：550 万人泊以上 

 直近値：506 万人泊（2018 年） 

◎外国人延べ宿泊者数 

 現状値：57,130 人泊（2013 年） 

 目標値：20 万人泊以上 

直近値：296,240 人泊（2018 年） 

○旅行形態の変化や観光客の多様なニーズに対

応した観光コンテンツづくりの推進 

○ターゲットに応じた戦略的な情報発信 

○多言語対応や電子決済の普及・拡大、目的地へ

のアクセス向上などによる受入環境の整備 

 

資料４ 
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３

 

ライフ・グリーン分野の産

業創出 

【現状】 

○プロテオグリカン関連商品の累計製造出荷額は約 197

億円（2018 年 9 月末現在） 

〇風力発電の導入規模（kw）は全国第１位（10 年連続）

〇量子科学センターの開設（2017 年 10 月） 

【課題】 

○子育てや買物支援、高齢者の見守りなど、地域に根ざし

た生活関連サービスが不足 

○再生可能エネルギー関連産業や原子力関連産業におけ

る、県内企業の参入拡大や産業を担う人財の確保 

◎ライフ産業新規事業参入企業数 

 現状値：3 社（2014 年度） 

 目標値：25 社 

 直近値：26 社（2018 年度） 

◎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 

現状値：171 者（2014 年度） 

目標値：200 者 

直近値：257 者（2018 年度） 

○医工連携や幅広い県内企業の参画による健康・

医療関連サービス産業の創出 

○多様な主体の連携による買物支援を始めとし

た生活関連サービス産業の創出 

○エネルギー関連産業への県内事業者の参入の

促進 

○エネルギー関連分野における新産業の創出に

向けた人財育成や研究開発の推進 

■ライフ産業への参

入意欲を持つ県内企

業数 

 

（目標達成により、

削除） 

４

 

地域産業の振興による多

様な「しごと」の創出 

【現状】 

○県内の創業支援拠点を利用した創業者は、４年連続で

100 名超え 

○台湾の経済団体とイノベーション・ネットワークあおも

りによる経済交流覚書（MOU）を締結（2018 年 12 月）

【課題】 

○創業・起業意欲を持った人財の発掘・育成 

○後継者不在企業の円滑な事業承継 

○海外ビジネス展開への県内企業の更なる理解促進 

◎製造品出荷額等 

 現状値：１兆 5,203 億円（2013 年） 

 目標値：現状より増加 

直近値：１兆 9,121 億円（2018 年） 

◎（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 

 現状値：1,218 件（2014 年度） 

 目標値：1,500 件 

 直近値：2,223 件（2018 年度） 

◎県内の創業支援拠点を利用した創業者数 

 現状値：43 人（2013 年度） 

 目標値：5 年間で 250 人 

 直近値：428 人（2018 年度） 

○潜在的な創業・起業希望者への働きかけやフォ

ローアップ 

○産学官金の連携強化や研究開発の促進 

○革新技術や知的財産などの活用による新産業

や新事業の創出 

○金融機関と連携した円滑な事業承継の推進 

○海外ビジネス事業者の裾野拡大や意欲ある県

内企業による海外ビジネス展開の促進 

○本県の強みを生かした分野での戦略的な企業

誘致活動の展開 

 

５

「経済を回す」ための基盤

づくり 

【現状】 

○本県の有効求人倍率は過去最高の 1.30 倍（2018 年） 

○各産業分野における労働力不足の顕在化 

【課題】 

○潜在的な労働力の活躍のための働きやすい環境の整備 

○各産業分野における生産性向上 

○「生業」と「生活」の好循環を支える土台となる情報通

信基盤や交通基盤の整備の促進 

〇多様な「しごと」にチャレンジできる環境の整備 

 ○AI・IoT 等の革新技術の活用促進 

○労働生産性が低い産業での生産性向上の促進 

○Wi-Fi 環境などの情報通信基盤の整備 

〇情報通信基盤を利活用する人財の確保・育成 

○交通ネットワークの充実・強化 

〇二次交通の利便性向上 

〇幹線道路ネットワークや港湾物流拠点などの

整備促進 

■労働生産性（1人当

たり県内総生産）（全

国との差） 

 

 

■青森空港利用者数
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政策分野２ 出産・子育て支援と健康づくり 

政 策 現状・課題等 指標の進捗状況（◎：目標達成 ■：未達成） 今後の取組の方向性 追加・変更する指標

１

安心して子どもを産み育

てられる環境づくり 

 

【現状】 

○本県の合計特殊出生率は、近年、上昇傾向にあり全国水

準まで回復 

○出生数は、全国と同様に長期的に減少傾向で推移 

○未婚化・晩婚化・晩産化等が進行 

○ひとり親家庭など様々な環境にある子どもや家庭を取 

り巻く状況は依然として厳しい 

○核家族化・地域の結び付きの希薄化などが進み、子育て

世帯のニーズは多様化 

【課題等】 

○安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる環境づくり

○女性の就業割合の高まりに伴う仕事と子育ての両立支 

援 

○子どもの貧困対策への総合的な対応 

○増加する児童虐待相談や多様化する母子保健に係る課 

題などへの対応 

◎合計特殊出生率 

 現状値：1.40（2013 年） 

 目標値：現状より増加 

 直近値：1.43（2018 年） 

■この地域で子育てをしたいと思う親の割合 

 現状値：92.3%（2013 年度） 

 目標値：94.2%以上 

 直近値：92.9%（2017 年度） 

○結婚・妊娠・出産・子育てに希望と喜びを持て

る社会的気運の醸成 

○多様な出会いの場の創出や結婚、子育てなどに

対する地域や職域を越えた切れ目のない支援

○仕事と子育ての両立支援の充実 

○不妊治療への支援、妊産婦、新生児、乳幼児の

健康づくり、発達障害に関する支援の充実に向

けた市町村や関係機関などの取組の推進 

○ひとり親家庭などに対する支援、貧困の連鎖の

解消 

○児童虐待の防止に向けた相談・支援体制の強化

 

 

 

 

■「あおもり働き方

改革推進企業」認証

数 

 

 

■婚姻率 

２

県民一人ひとりの健康づ

くりの推進 

【現状】 

○本県の平均寿命は、依然として全国最下位だが、男女と

も着実に延伸、全国との格差も縮小 

○子どもの頃から肥満傾向の割合が高く、がんによる死亡

率や、働き盛り世代の男性の死亡率が全国平均と比べて

高い 

○自殺死亡率は改善傾向にあるものの、依然として全国平

均より高い状態 

【課題等】 

○年代に応じたヘルスリテラシーの向上 

○健康的な生活習慣づくり 

○平均寿命の延伸に加え、健康寿命延伸の視点 

○こころの病に地域全体で取り組む体制づくり 

■平均寿命 

  現状値：男性 2.31 年、女性 1.01 年（2010 年） 

 目標値：全国平均との差を縮小 

 直近値：男性 2.10 年、女性 1.08 年（2015 年） 

■肥満傾向にある子ども（小学校 5 年生の中程度・高

度肥満傾向児）の割合 

現状値：男子 7.9％、女子 6.1%（2013 年度） 

目標値：現状より減少 

 直近値：男子 8.2%、女子 5.7%（2018 年度） 

■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 

 現状値：26.2%（2012 年度） 

 目標値：19.2%以下 

 直近値：27.5%（2016 年度） 

■ゲートキーパーの育成数 

 現状値：2,385 人（2013 年度） 

 目標値：5,985 人 

 直近値：4,830 人（2018 年度） 

■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） 

○県民一人ひとりのヘルスリテラシーの向上 

○ライフステージに応じた食生活、運動等の健康

的な生活習慣づくりの推進 

○生活習慣病の発症予防と重症化予防 

○がんの早期発見・早期治療に向けた、検診受診

率と精密検査受診率の向上 

○がん登録データの活用など、科学的根拠に基づ

いた効果的な取組の推進 

○医療連携体制の充実、がん患者や家族の苦痛の

軽減、療養生活の質の向上 

○高齢者、生活困窮者など対象に応じた自殺対策

の推進 

 

 

 

 

 

■10 歳（小学５年生）

の肥満児傾向の割合

（男女合計値） 

 

 

 

 

 

 

■自殺者数 

 

 

■がんの７５歳未満

年齢調整死亡率（人

口 10 万対 男女合
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 現状値：83.3％（2014 年度） 

 目標値：100％ 

 直近値：83.3％（2018 年度） 

計） 

３

安心して医療が受けられ

る体制の充実 

○県内高等学校からの大学医学部医学科合格者数や県内

医師臨床研修医採用者数の増加など、医師確保に向けた

取組の成果が表れてきている。一方で、依然として厳し

い医師不足、地域偏在 

【課題等】 

○医師等の医療従事者の育成と県内定着 

○医療機関の機能分化・連携の強化 

○在宅医療の推進等 

■医師臨床研修マッチング率 

 現状値：61.4％（2014 年度） 

目標値：68.3％ 

直近値：58.3％（2018 年度） 

◎周産期死亡率（出産千対） 

 現状値：4.3 

目標値：全国平均以下（2008～2012 年 5 年平均（4.2）

直近値：3.5 

○地域医療の担い手となる医師や看護師等の確 

保・定着に向けた環境整備 

○医療機関の機能分化・連携の促進 

○在宅医療提供体制の整備、周産期医療体制の維

持強化 

○県民が医療の適切な選択や受診を行うための 

情報提供、啓発活動 

■医師臨床研修マッ

チング数 

４

スポーツを通じた健康づ

くりと地域活性化 

○成人のスポーツ実施率や平均歩行数が全国を下回るな 

ど、県民の日常的な運動習慣が不足 

【課題等】 

○運動習慣に関する要因分析やライフスタイルの特性な 

どを踏まえた運動の普及促進 

○スポーツを通じた県民の健康増進 

○スポーツを活用した交流人口の拡大 

◎総合型地域スポーツクラブ数及び設立準備組織数 

現状値：34 クラブ（2014 年度） 

目標値：現状より増加 

直近値：42 クラブ（2019 年度) 

○県民が年間を通じてスポーツに取り組める環 

境の充実 

○スポーツや適度な運動の推進による健康増 

 進 

○全国大会などで活躍できる選手や指導者の育 

成 

○スポーツによる地域活性化 
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政策分野３ 若者の定着・還流と持続可能な地域づくり 

政 策 現状・課題等 指標の進捗状況（◎：目標達成 ■：未達成） 今後の取組の方向性 追加・変更する指標

1 

若者の県内定着・還流と移

住の促進 

 

 

 

 

【現状】 

○高校生の県内就職率が全国平均に比べて低く、大学生の県内

就職内定率も低下傾向 

○移住相談件数は堅調に推移。県の相談窓口を利用した移

住者の実績も増加 

【課題】 

○県内高校生、大学生の県内就職促進 

〇県外に流出した人財が還流し、活躍できる環境づくり 

○小・中・高等学校から大学等、そして就職までのつながりや

将来の生き方を意識したキャリア教育 

○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 

○「関係人口」の創出・拡大 

 

 

 

 

 

 

◎県外からの転入者に占める移住者等の割合 

現状値：28.6％（2014 年） 

目標値：現状より増加 

直近値：44.4％（2018 年） 

■県内大学等卒業者（大学、短大、高専、専修学校）の

県内就職内定率 

現状値：35.2％（2014 年 3 月卒） 

目標値：現状より増加 

直近値：31.4％（2019 年 3 月卒） 

■県内高等学校卒業就職者の県内就職率 

現状値：58.9%（2014 年 3 月卒） 

目標値：現状より増加 

直近値： 54.4％（2019 年 3 月卒） 

◎移住に関する相談・情報提供の件数 

 現状値：4,100 件（2014 年度） 

目標値：現状より増加 

直近値：10,158 件（2018 年度） 

■中学校職場体験及び高等学校ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施率 

現状値：中学校 95.1％、高校 78.1％（2013 年度） 

目標値：中学校 98.0％、高校 80.0％ 

直近値：中学校 98.1％、高校 77.6％（2017 年度） 

○高校生、大学生等のターゲットに応じた、本県

の「暮らし」や「しごと」に関する情報提供 

○生徒・学生・保護者・教員・県内企業の相互理

解の促進 

○子どもたちのふるさとに対する誇りと愛着の

醸成 

○学校・家庭・地域等が連携したキャリア教育の

充実 

○移住希望者のニーズに応じたきめ細かな相談・

受入態勢の充実 

○関係人口の受入をコーディネート・支援する中

間支援団体の育成 

 

 

 

 

 

 

 

２

あおもりの未来をつくる

人財の育成 

 

【現状】 

〇人口減少、グローバル化、ＩＣＴの進化などにより、本

県を取り巻く環境が大きく変化する中で、学校が抱える

課題も複雑化、多様化 

【課題等】 

〇時代や社会環境の変化に対応した、質の高い教育を受け

られる持続可能な環境づくり 

〇学校・家庭・地域が連携し、地域ぐるみで子どもたちを

育む仕組みづくり 

〇家庭における教育力の向上 

〇困難を有する子どもや若者とその家族を総合的に支援

する体制づくり 

◎学習に関心・意欲を持つ子供の割合 

現状値：小学生 68.0％、中学生 59.6％（2014 年度）

目標値：現状より増加 

直近値：小学生 70.9％、中学生 66.7％（2019 年度）

〇子どもたち一人ひとりが輝く「知・徳・体」の

調和のとれた人づくり 

〇多様な個性と能力を伸ばすための教育環境の

充実 

〇障害のある子どもたち一人ひとりの特性や成

長に応じた特別支援教育の推進 

〇学校・家庭・地域の様々な人々による子どもの

「生きる力」を育む取組の推進 

〇親子が共に学び、育ち合う家庭教育の支援 

〇子どもの放課後対策の充実 
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３

あおもりの今をつくる人

財の育成 

【現状】 

〇地域活動の担い手が減少 

〇各産業分野において労働力不足が顕在化 

【課題等】 

〇地域活動の担い手や就業者の確保に向けたあらゆる分

野における人財の育成 

〇若者、女性、高齢者など、多様な人財が活躍できる環境

づくり 

 

 

〇地域の課題に主体的に取り組む意欲ある人財

の育成 

〇地域における持続可能な人財育成の仕組みづ

くり 

〇県民の生涯を通じた学びの機会の提供 

〇社会貢献活動や NPO 活動の促進 

〇若者や女性、高齢者などが生きがいを持って生

活できる環境づくり 

〇誰もが多様な働き方ができる環境づくり 

■男性の育児休業取

得率 

４

誰もが生き生きと安心し

て暮らせる環境づくり 

【現状】 

〇商店街の空き店舗の増加や、公共交通機関の路線見直し

に伴い、高齢者を始めとする自家用車での移動が困難な

県民にとって、買物や通院など生活面において様々な困

難の発生が懸念 

【課題等】 

〇2025 年の超高齢化時代の到来を踏まえた保健・医療・

福祉体制の一層の充実 

〇高齢者の生活機能の確保・提供体制の構築 

〇住環境や交通などの生活環境の改善 

〇食・消費生活などの日常に潜む危険の未然防止 

〇文化・芸術に親しむ環境づくり 

■介護保険制度の要支援１・２の方の維持・改善率 

現状値：87.7％（2013 年度） 

目標値：90％以上 

 直近値：89.3％（2017 年度） 

■地域移行（障害者支援施設の入所者数） 

現状値：2,567 人（2013 年度） 

目標値：2,470 人以下 

直近値：2,563 人（2017 年度） 

◎県内における地域公共交通会議の設置数 

（県及び市町村）： 

 現状値：28（2014 年度） 

 目標値：30 

 直近値：31（2018 年度） 

〇住み慣れた地域の中で誰もが居場所や生きが

いを持って安心して暮らせる環境づくり 

〇快適な暮らしを支える地域交通ネットワーク

の構築・維持 

〇消費生活と「食」の安全・安心確保 

〇歴史・文化の継承と活用、文化芸術施設の魅力

づくり 

 

■「つどいの場」設置

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標達成により削

除） 

５

災害や危機に強い人づく

り、地域づくり 

 

【現状】 

〇全国各地で豪雨などの自然災害による甚大な被害が発

生 

〇自主防災組織活動カバー率は全国平均と比べ低く、消防

団員数が減少傾向 

【課題等】 

〇地域防災力の向上 

〇過去の災害からの教訓を踏まえた「共助」による防災対

策の充実 

◎自主防災組織活動カバー率 

現状値：43.3％（2014 年） 

目標値：50%以上 

直近値：53.0％（2018 年） 

〇防災インフラの整備、県民の自助・共助の取組

の促進 

〇効果的な防災訓練の実施などによる地域の防

災力の実効性向上 

 

 

 

 

 

 


