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第２期まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略の策定に係る有識者会議（第２回） 

 

日 時：令和２年１月２３日（木） 

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２～４について＞ 

 事務局から資料２～４について説明。 

〇総論 

 質疑等なし。 

 

〇政策分野１ 

（福島委員） 

 政策分野１（１）「アグリ分野の持続的成長」の今後の方向性について、「販売体制を一層

強化し、西日本や東南アジアなど、新たな市場への更なる販路拡大」とあるが、青森県では

現状、どこに輸出しているのか。また、輸出先はどのようにして決めているのか。リンゴを

台湾に輸出しているのは知っているが、それ以外のエリアはどうか。 

 

（事務局） 

 青森県輸出・海外ビジネス戦略を策定しており、品目別に、これまでの取組の中でできた

ネットワークや、ニーズ調査などをする中で決めている。 

 

（福島委員） 

 日本と海外の農薬使用に係る差異で、日本の農林水産物が輸出できない国もあると聞い

たが、そういうことも関係があるのか。 

 

（事務局） 

 関係がある。国によって規制や条件が違うので、その中で、規制に合わせた対応が可能な

ところということになると、東南アジアなどが多くなっている。 
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（福島委員） 

 他のエリアで、アメリカやオセアニアなどはあまりないのか。 

 

（事務局） 

 産品によっては輸出されているものもあるが、大規模にされているかはものによる。 

 

（橋本部長） 

本県の特産であるリンゴについては、台湾が市場として定着してメインになっている。台

湾から品質を保持して運べるエリアということで、その周辺である香港や東南アジアに広

げていこうという戦略を立てて進めている。 

 一方で、例えば米などでは、アメリカなどのように量で攻めてくるところに対して、日本

は守りに入らなければいけない。ＦＴＡなどの環境が変わっていく中で、米の輸出をどれぐ

らい成長させられる可能性があるかといったことを見極めながら、調査して戦略を立てて

進めようということになる。 

 Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍのように、そのまま調理して新鮮なものが食べられると、例えば東南

アジアの市場で付加価値が高くなる。そういったものを輸出すれば、量が沢山でなくても、

本県の農産物の評価が上がり、それ以外の農産物についても目を向けてもらえるようにな

る。 

 ヨーロッパなどでも調査などを全くしていないわけではないが、まずは、今、市場として

しっかり確立しているところの評判を崩さないようにしながら進めている。 

 

（事務局） 

 国によって取扱いが違い、産地証明に非常にこだわるところもある。例えば、東南アジア

や香港などは比較的緩い。 

 特に、農薬関係で、病害虫はしっかりと調べられる国が多い。 

 

（福島委員） 

 海外のスーパーで日本米を買おうとした時に、アメリカで栽培されている「錦」というブ

ランドぐらいしかなかった。海外で日本米を食べたいと思った時に、青森県独自で攻め込ん

で行ったら、青天の霹靂などは売れるのではないか。 

 

（橋本部長） 

 そういう取組もやろうとはしているが、検疫などの色々な条件に対応しなければならな

い部分もある。 
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（福島委員） 

 加工食品などはどうか。 

 

（橋本部長） 

 加工食品は、ある程度輸出が可能になれば参入可能だとは思う。あとは、現地の日本人が

広くその国の人たちに受け入れられていないと伸びていかない。 

 リンゴは、台湾のスーパーマーケットに行くと、日本産のものの中でも、ＪＡ相馬などの

シールが貼られた状態で、青森県のものとして売られていて、普通に買える状態になってい

る。 

 

（柴崎委員） 

 政策分野１（１）の現状の課題の中段で、新規就農者数が 2012 年度以降毎年 200 人以上

で推移しているとあるが、これには県外からの就農も含むのか。 

 

（事務局） 

 県外からも含む。例えば、平成 29 年度に新規就農した 277 名のうち、106 名がＵターン

者である。その他、新規学卒で 72 名と、新規参入が 99 名となっており、全体の４割強がＵ

ターンになる。 

 

（大西委員） 

 政策分野１（１）のアグリと、（３）のライフ・グリーンのところについて、外国のスー

パーに行くと、野菜でも卵でもオーガニック認証を受けたものが大半だが、ここには一言も

そういう文言が出てこない。 

食べ物については、加工品も含めて、オーガニック認証にシフトとまでは言わないが、取

り入れていくという姿勢は必要なのではないか。 

それは、ひいては、安心して子どもを産み育てられる環境ということに繋がっていく。小

さい子どもがいる家庭では、何を食べさせるか、どんな環境で育てるかということは、医療、

教育だけではなくて、農産品などにも関わってくると思う。 

アグリ分野の持続的成長として、今までやってきた、高品質のもの、新鮮なものというの

も大事だが、そういったことにも気を付け、今すぐに戦略に盛り込まなくても、今後取り入

れてきちんと明文化するということが必要なのではないかと思う 

 

（事務局） 

 検討したい。 
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（山内リチャードソン澄子委員） 

 （２）「世界から選ばれる『あおもりツーリズム』の推進」の現状と課題のところで、「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」とあるが、このアンケートは日

本人の観光客が答えた数が多いのではないか。 

 北海道・北東北の縄文遺跡群が世界遺産登録に向けて取り組んでいる中で、自分も県内の

縄文遺跡群を回ってみたが、交通アクセスが非常に悪いところが多い。 

三内丸山遺跡と是川遺跡くらいであれば、博物館もあるので非常に楽しくて勉強になっ

て、また行きたいと思うが、それ以外の、言い方が悪いがへき地にあるような遺跡は、そこ

に常駐している人がいるわけでもないし、せっかく博物館があっても外国語に対応してい

るわけではないという状況だ。このままだと、外国人の人たちが実際に青森に縄文遺跡群を

見に来てくれても、満足度というのは非常に低くなってしまうのではないか。ここにはそう

いった内容は書いていないが、これからの非常に大きな課題ではないかと感じている。 

 

（橋本部長） 

 三内丸山遺跡を基準とすると、青森県だけではなく、遺跡群全体としてもそういうことが

言えると思う。 

 県では、登録に向けた動きがステップアップしていく中で見えてきたことも踏まえて、そ

の遺跡が所在する市町村や、民間のガイドの方々と、縄文遺跡群の活用に向けたビジョンを

今年度中に策定することしている。策定作業を進める中で、今ご意見があったように、多言

語対応やＷｉ－Ｆｉの整備などが、当然求められるという意見もある。そういったことをビ

ジョンにまとめて、行動していかなければいけないということは間違いない。 

青森県の観光全体として、満足度向上に向けて、多言語対応や案内機能の充実、アクセス

の向上に取り組む中で、縄文遺跡群についても取組を進めていきたい。 

 

（玉川委員） 

 （２）の主な個別施策の中で、「①観光産業の基幹産業化」に「関係者や多様な人財の連

携による観光地域づくり」とあるが、具体的にはどういうことか。 

 

（事務局） 

 ここは、ＤＭＯなどによって、関係者で連携していこうということで、基本計画の中でも

記載している。総合戦略の中ではこういう書き方になっているが、具体的には観光国際戦略

局で色々と動いている。 

 

（玉川委員） 

 今は台湾からの観光客の方が、県内の色々な場所に押し寄せている。自分は普段奥入瀬渓

流で活動しているが、秋になると収拾がつかないぐらい車と人が来て、完全にオーバーユー
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スになっている。 

 京都などでも、住民の生活に障害が出ているという話をよく聞く。主な個別施策の③誘客

促進のための受入環境の整備に関連するかと思うが、ただ「観光に来てください」というだ

けではなく、オーバーユースにならないように観光に来ていただき、地域の負担にならない

という誘客の方法や誘客数を考える必要がある。そういうニュアンスを含む文言があって

もいいと思う。 

 

（橋本部長） 

 どのような形で表現するかということも含めて検討させていただく。 

 政策分野３（４）の主な個別施策④に、「安全で快適な生活環境づくり」を掲げているの

で、経済を回すという部分での観光、交流人口の増加とのバランスも検討したい。 

  

〇政策分野２ 

（角濱委員） 

 基本目標に平均寿命が掲げられているが、健康寿命はどうか。仕事をする、街をつくると

いうことに関しては、健康寿命も非常に影響が大きい数値なのではないかと考えている。デ

ータの信憑性の問題はあるが、３年ごとに公表されること、青森県は色々と取り組んできた

結果健康寿命の伸び率が良いということなので、これを掲げることで、明るいデータを示す

ことができるのではないか。 

 

（事務局） 

 前回の有識者会議では、平均寿命と健康寿命の差を指標としてはどうかという意見があ

ったが、それはなかなか難しいということになった。健康寿命単体でとなると、基本目標が

いいか、ＫＰＩがいいかという、位置付けも含めて検討してみたい。 

 

（角濱委員） 

 平均寿命が延びることに関しては、本当にそれだけで良いのか、数字として寿命が延びて

いれば、それだけで幸せになれるのかということは、いつも議論されている。健康寿命が延

びるということは、人々の生活、幸せ、仕事に関して大きな影響を及ぼしていると考えられ

る。総合戦略の中でも非常に重要な指標になるのではないかと考えているので、検討をお願

いしたい。 

 もう１点、政策分野２（１）「安心して子どもを産み育てられる環境づくり」について、

重要業績評価指標が婚姻率と「あおもり働き方改革推進企業」認証数となっているが、安心

して子どもを産み育てられるということに直接繋がり難いのではないか。 

 政策分野３（３）「あおもりの今をつくる人財の育成」のＫＰＩとして、男性の育児休業

取得率が挙げられているが、この指標は、「あおもり働き方改革推進企業」を推進した結果
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として、男性の育児休業取得率が上昇し、安心して子どもを産み育てられるというところに

繋がると思うので、「安心して子どもを産み育てられる環境づくり」に含まれるのではない

か。 

 

（事務局） 

 子育ての関係は、第１期総合戦略でのＫＰＩとして「この地域で子育てをしたいと思う親

の割合」を掲げていたが、ＫＰＩとして適切かということ検討した結果、子育てのしやすさ

に関しての適切な指標が少ないということもあり、代わりに「あおもり働き方改革推進企業」

認証数を掲げたもの。 

 政策分野３（３）のＫＰＩとして男性の育児休業取得率を掲げている趣旨としては、地域

づくりを担う人財が不足していく中で、女性や高齢者も活躍できるような環境づくりを進

めていくということに関連して、男性の育児休業取得率を高めていくことが、そういう社会

の形成にも繋がっていくと考えた。 

 

（角濱委員） 

 今をつくる人財については、女性がどれぐらい地域に出ているか、高齢者がリタイアして

からどれぐらい地域の活動をしているかということの方が直接的に関係する。 

男性は生産を担っているので、育児休暇を取れるようになればいいとは思うが、実際はこ

の方々が休業したら、人財が足りない中どうしていくのかということもある。男性が育休を

取るということは、女性が働きやすくなるということでもあるので、「安心して子供を産み

育てられる」ための指標としては理屈が通るが、「地域の人財を育てる」ための指標として

は違和感がある。育休というのは、子どもを育てるためにお休みするのであって、育休を取

得した男性が、例えば地域の消防団に入るかというと、そうではないだろう。 

 

（事務局） 

 対応を検討する。 

 

（大西委員） 

 （１）の主な個別施策の①に、「切れ目ない子育て支援」とあるが、これは、子どもの成

長過程を通じて、時間的に切れ目がないという意味か、それとも、市町村、企業、民間団体

などが連携・協力して、分野横断的に切れ目がないという意味か。 

 時間的には切れ目のない支援については、出産前から子どもが 18 歳になるまで、子ども

の情報を繋げて持っている子育て支援が必要だとずっと考えているが。保育サービスや、小

学校入学前までの支援は手厚くなっているが、それらの情報を、18 歳まで一貫して整理す

るということができれば、発達障害や、困難を抱える家庭の情報なども整理できる。 

 婚姻も大事だが、出産前から 18 歳までの情報をきちんと把握していれば、結婚して子ど
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もを持った人のその後の支援や、第二子、第三子に向けたサポートもできるのではないか。 

 

（橋本部長） 

 総合戦略にも項目としては書いているが、実施段階でもしっかり連携、継続していけるよ

うフォローしていかなければいけない。 

 余談として、先ほど 18 歳で県外に転出してしまうという話があったが、一度東京に出て

行っても、常に青森との間の関係性を保てるような補足性や繋がりがあれば、必要な情報を

発信してＵターンを促せるが、これまではその繋がりを上手く作れなかった。 

最近はアプリなどを活用して、時間のロスなしにいくらでも繋がれるので、そういったも

のも活用しながら切れ目を無くすのも大事と思う。 

 

（勝浦委員） 

 ３つの政策分野全てに通じる話かと思うが、最終的にやりたいことは、県の人口減少を何

とか食い止めて、住みよい、活力のある青森県にしたいということだと思う。それに向けて、

色々なデータや情報について、かなり制約がある中で分析している状況だと思う。 

 今後も取組を続けていくうえで、将来を見据えた時に、それぞれの分野で意味のあるデー

タ、これを見るともっとよく現状を把握できるというデータを、きちんと整備しておいた方

が、次に繋がるのではないか。政策の効果を考えた時に、インプットとアウトプットが繋が

らないようなものを続けても効果がないので、次期戦略の計画の５年間だけでは無理かも

しれないが、知りたいデータを自ら取りに行く、作るという活動も必要ではないか。 

 

（橋本部長） 

 ご意見のとおりで、実際、高校生３年生とその保護者に聞いたデータは、それまでそうい

うデータが無かったので、聞いてみないと心の内が分からないということで調査した。県と

しても直接調査するなどの工夫はしていかなければいけないと思う。 

 一方で非常に悩ましいのは、全国との位置関係を知りたいと思った時に、完全なデータを

取ろうとすると、全都道府県で調査しなければいけないということになり、そこはやはり難

しいところもある 

 

〇政策分野３ 

（山内裕幸委員） 

 （１）「若者の県内定着・還流と移住の促進」について、生徒・学生と県内企業を繋げる

とか、情報を提供するというのは、今も取り組んでいることと思う。 

 一方で、受け皿となる働く場については、県内にある企業の労働条件の向上や、賃金水準

を引き上げにより、県内企業の魅力向上に繋げることも必要だと思う。 

 長時間労働の部分では、青森県は、全国に比べて労働時間が長いと認識されている。ＵＩ
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Ｊターンを促進するうえで、高校生にとっては県外就職の魅力もあると思うので、そういっ

た労働条件の水準も意識していかないと、若者の定着・還流は具体的になっていかないと感

じる。 

 もう１つ、政策分野１（５）「『経済を回す』ための基盤づくり」について、交通ネットワ

ークの充実、幹線道路ネットワークなどが記載されているが、現状はどうかといえば、下北

の縦貫道路や、第二みちのく有料道路などは、着手はしているもののまだ１本の道路として

つながっていない。幹線道路は、県内の交流、物流も含めて経済を回すための一番の基本と

なる部分だと考えているので、より力を入れて実現させてほしい 

 

（橋本部長） 

 交通ネットワークについては、「幹線道路ネットワークや港湾物流拠点などの整備促進」

として記載している。 

 若者の県内定着には、県内企業が魅力的でなければいけないことも当然あると思うので、

個別の取組の中で重視していきたい。 

  

（福島委員） 

 （１）の主な個別政策③「青森を理解し、世界に向かってチャレンジできる人づくり」に

ついて、自分の経験上、一度県外に出ないと、青森の良さは分からないと強く実感している。

青森県としては、高校生、大学生の県内定着率をアップさせたいと思うが、自分はどちらか

というと、ＵＩＪターンで戻って来てくれる人を取組のメインターゲットにし、若者には、

一度県外を見て、それで青森の良さに気付いてほしいと思う。 

 東京でも大阪でも海外でも、県外と比べた時に、若者たちが「青森にはこんなに良いとこ

ろがある」と感じ、青森のことを常に考えてくれて、情報発信をしてくれれば、例えば高校

の同期のメンバー間などで、「青森の物を売っていたよ」とか、「あなたのところの農産品を

商品として出せないか」など、繋がっていくと思う。県内から出さないだけではなく、一度

県外に出てみて、また青森に戻って来てもらうという取組も、非常に面白いと思う。 

高校を出て、良い大学を出て、良い企業に就職するというパターンは今後崩れるのではな

いか。新卒一括採用も無くなるという話も出ている。今後は、自分は何をやりたいかという

ことを突き詰めていかなければならず、もっと厳しくなると思う 

 大学を卒業しても、すぐには就職できないかもしれないが、その人は落ちこぼれではなく

て、それでいいという社会になってほしい。アルバイトで繋いでもいいので、自分は何をし

たいのかということをもっと楽に突き詰められる日本になったらいいと思う。 

親としては、子どもがかわいいので親元から離したくない人もいるかもしれないが、一度

手を離したほうが、その子のためにもなると思う。 

主な個別施策の③に「青森を理解し、世界に向かってチャレンジできる人づくり」を掲げ

ているが、「英語が喋れないから国際交流は無理」ということではなく、他の外国の人と繋
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がりたいという意識を持つためには、本人だけでなく、親や先生たちの意識改革も必要だと

思う。 

 

（木村委員） 

 自分は漁協の参事をしており、漁業者を相手にしているが、第１次産業、特に水産関係は

どんどん規模が小さくなっている。これは人口の減少もあるが、担い手がいないためだ。 

漁協の中から見ると、県外を見てからＵターンして帰ってくる人は、非常に使い勝手がいい

し、人間的に成長していると思う。家業を継いで漁業に従事するのもいいが、社会人として

はもっと色々な経験を積んでもいいのではないかと思う。 

 Ｕターンして帰って来ても、何の仕事をすればいいのか分からないというのが、今の青森

県だと思う。良い就職先というのが、やはり青森県は少ない。 

企業努力も必要かもしれない。水産業としては、海外輸出にも取り組んでおり、それには

安定供給が必要だが、今の漁業団体の組織では難しい。そのため、漁協の合併などで安定供

給の体制を整え、Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍなどで世界に輸出できればいいと思っているが、残念

ながら青森県の漁業団体は、まだそこまで行っていないと感じる。 

 県の取組の今後の方向性としては、全体としては非常に良いと思う。 

 

（橋本部長） 

 若い方々については、県としても、単に青森県から出て行くなということではなく、本人

が色々な視点で選択して県外に行ってみようということは非常に大事なことだし、しっか

りとした考えを持っているということは、非常に素晴らしいことだと思っている。 

 そういった方々が、もし青森のことをいいなと思った時や、いつかは青森で暮らしたいと

思った時に、情報提供ができたり、相談に乗れたり、窓口があったりということでないと、

ニーズを取りこぼすことになる。そういったアプローチができる繋がりが必要。 

 

（勝浦委員） 

 岩手県が「遠恋複業課」（関係人口の拡大を推進するため県地域振興室内に設置するバー

チャル組織）の取組を始めた。都会の人たちの兼業や副業が増えているので、そういうもの

を積極的に取り入れ、支援するような取組のようだ。 

 例えば、一度県外に出てしまった人たちが、いきなりＵターンして青森に住むというのは

難しいかもしれないが、青森と色々な関係を持つことによって、「やはり青森はいいよね」

となれば、結果的にその後に続いていく。お試し的に、青森との関係が深まるような支援を

進めていくというのは、検討の余地があるかもしれない。 

 

（橋本部長） 

 関係人口とは、青森と関わってみたい、あるいは青森のこういうことに自分の経験を役立
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てたいという想いを持っている方に対して、いきなり「来てください、住んでください。」

と言ってもハードルが高いので、先ずはそういった方々に青森と関係を作ってもらうとい

う取組である。他県でも既に取組が始まっており、本県でも２年ぐらい前から始めた。 

地域で、賑わいが無くなった、良いものがあるがなかなか外に伝わらないなどの課題があ

るのに対して、何か役立ちたい方を、副業などの形で地域と繋げていく。まだ始めたばかり

なので沢山事例が出ているわけではないが、１つの入り口として非常に重要と思っている。 

 

（玉川委員） 

 自分はまさにＵターン組で、10 年ほど東京に出て青森に戻ってきた。高校を卒業する時

には、東京、関東に行って大学を出て就職するしかないと思っていた。そういうふうに思っ

ている人はまだまだ多いのではないか。 

（１）の主な個別施策の③でも、子どもたちが地域の魅力や課題、可能性を学ぶための学

習活動の充実を掲げているが、青森にどういう仕事があって、どういう人たちが働いていて、

自分がやりたいことに青森でどう関われるのかということを、高校３年間、大学４年間、短

大２年間の中で知る機会が非常に少ない。 

 授業の１コマでもいいので、そういったことを知る機会を増やしていくと、若者の考えが

変わるかもしれない。これは、青森県だけではなく、国全体の問題になるのかもしれないが。 

 

（橋本部長） 

 これまで就職活動中の大学生３年生をターゲットにアプローチしていたが、新たな試み

として、県外の大学に進学した後、色々と考えて青森県内に就職した、あるいは全国各地を

回ってから青森県内に就職したという人と、大学１、２年生も含む若い方々が話し合いをす

る機会を設けた。学生からは、「そういうふうに考えて仕事を選び、考えが変わったのか」

とか、「そういうふうに考えるものなのか」と思ったという言葉があり、やはり３年だけで

はなく、色々なタイミングで、接点を沢山設けるということが大事だと分かった。 

 

（角濱委員） 

 Ｕターン促進の取組は凄くいいと思う。しかし、基本目標は県内大学等卒業生の県内就職

内定率になっていて、そこが政策とずれている。だからこそ、Ｕターン者を何とか把握でき

ないか、あるいは、評価する指標というものを考えなければいけないのではないか。 

 県内大学については、頑張れば把握できるのではないか。また、例えば、企業の新卒採用

時に、採用者の中にＵターン者が何人いたかという調査はできないか。すぐにはできないと

思うが。ＵＩＪターンが重要と言っているのに対し、基本目標は県内にいる学生だけを対象

としている。 

大学としても、卒業生のうち何％は県内に残さなければということを強く求められてい

るが、長い目で見て、一度県外に出て人財として成長して帰ってきてほしいという考えも取
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り入れてほしいと思う。 

 

（橋本部長） 

 県内に定着してもらうことと、一度県外に出て行ってもスムーズに青森県に帰ってこら

れるようにすることは、両方のバランスが大事だと思っている。やはり周辺の県と比べた時

に、あと 10 ポイント多く、高校を卒業した方が県内に定着すると、結構な人数が定着する

ことになり、次世代に引き継ぐ人口になる。そういったことも大事にしつつ、青森に戻りた

いと思った時に何もないということがないようにするということも、当然大事だと思って

いる。 

 ＵＩＪターンに係るデータに関しては、長期的な取組になるかとは思うが、把握できるよ

う検討していきたい。 


