
平成３１年度

「選ばれる青森」への挑戦
推進事業の概要



合計 ３１１億円

（平成３１年度当初予算）

☆ H26～Ｈ30「青森県基本計画未来を変える挑戦」

☆ H27～Ｈ31「まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略」
（基本計画における人口減少対策のアクションプラン）

世界が認める青森ブランドの確立に向けて、

引き続き人口減少の克服を最重要課題に位置づけ、

次の重視する視点により、分野横断でめざす姿の実現にチャレンジ

 経済を回す
 世界へ打って出る
 労働力不足への対応
 「青森県型地域共生社会」の実現
 県民の健康づくり
 ふるさとあおもりへの自信と誇り

Ｈ31～ 青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦

重
視
す
る
視
点
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「未来を変える挑戦」の成果

◆農業産出額 ３年連続 3,000億円超
14年連続 東北１位

産業・雇用分野

◆外国人延べ宿泊者数 ３年連続 過去最高更新

242,980人泊（2017年）

◆創業・起業者数 着実に増加
43人（2013年度）→129人（2017年度）

◆平均寿命の伸び幅 全国３位（男性）
男性77.28歳（2010年）→78.67歳（2015年）
女性85.34歳（2010年）→85.93歳（2015年）

◆健康寿命 着実な延伸
男性71.64歳（全国第34位）

女性75.14歳（全国第20位）

◆リサイクル率 着実に改善
13.7%（2013年度）→15.3%（2016年度）

◆ごみ排出量 着実に改善
1,069ｇ（2013年度）→1,004ｇ（2016年度）

◆医学部医学科 毎年70人以上合格
2008年以降70人以上で推移

◆移住者数 着実に増加
26人（2015年度）→64人（2017年度）
※「青森暮らしサポートセンター」移住相談登録分

安全・安心、健康分野

環境分野

教育・人づくり分野

◆農林水産品輸出額 ３年連続 210億円超
175億円（2013年）→257億円（2017年）



「選ばれる青森」食と観光成長プロジェクト
６．５億円

多様なしごと創出プロジェクト
４．８億円

「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト
３．４億円

未来へつなぐ「地域のゆりかご」プロジェクト
３．５億円

健康ライフ実現プロジェクト
１．８億円

【社会減対策】

【自然減対策】

【社会減対策】

【社会減対策】

【自然減対策】

【社会減対策】

人口減少克服に向け ５つの戦略プロジェクト による取組の重点化

課題 自然減・社会減の
両面から進む人口減少

 若者・女性の県外流出
 労働力不足の顕在化
 2025年超高齢化時代の到来

課題 全国最下位の平均寿命

 働き盛り世代の高い死亡率
 健康づくり意識の更なる向上

強み 確かな「食」の価値と
多様な「観光」資源

 成長する農林水産業
 国内外からの観光客の増加

５つの戦略プロジェクト～ 人口減少克服に向けて ～
成
果
が
現
れ
て
い
る
分
野
を
一
層
強
化
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青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦

戦略プロジェクト計 ２０億円

【自然減対策】



あおもり米「青天の霹靂」ブランド強化推進事業
酒造好適米「吟烏帽子」ブランド化推進事業
おうとう「ジュノハート」ブランド化戦略推進事業 など

「業務用食品」提案型セールス活動推進事業
「Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍ」連携西日本エリア販売強化事業
ロジスティクス活性化事業
東アジア観光連動型輸出拡大強化事業 など

 付加価値の高い商品づくり・効果的な情報発信 【社会減対策】

 国内外市場の開拓と販路拡大 【社会減対策】

Ⅰ「選ばれる青森」食と観光成長プロジェクト

１ 食の商品力を極める

２ 食の販売力を極める

世界へ打って出る経済を回す



青函周遊観光定着化事業
津軽海峡交流圏形成促進事業
地域交通等活用周遊観光促進事業 など

台湾定期便等就航対策事業
クルーズ船誘致営業推進事業 など 「あおもり食のエリア」活用による

地産地消推進事業
食と自然による滞在型観光モデル構築事業
あおもり型農泊確立推進事業 など

 広域・周遊観光の一層の推進

【社会減対策】

 食と観光の連携・グリーンツーリズム

【社会減対策】

３ 立体観光の推進

４ 観光消費の拡大 インバウンド需要の獲得

外国人に選ばれる観光地域づくり推進事業
国際誘客対策強化事業 など

 投資を呼び込む観光産業

世界へ打って出る経済を回す

Ⅰ「選ばれる青森」食と観光成長プロジェクト

青森港国際クルーズターミナル
2019年春 供用開始



中小企業営業力パワフル支援事業
あおもりイノベーション事業化促進事業
中小企業等事業承継促進強化事業 など

新産業海外展開推進事業
先駆的海外ビジネス展開支援事業 など

 県内企業の振興・成長に向けた支援の充実

 新産業・新事業の創出を見据えた海外展開の促進

【社会減対策】

Ⅱ 多様なしごと創出プロジェクト
１ 魅力ある雇用の創出

食関連産業等投資促進事業
情報・クリエイティブ関連産業誘致強化・促進事業
リチウム回収技術を活用した産業創出事業 など

 戦略的な企業誘致 【社会減対策】

【社会減対策】

労働力不足への対応世界へ打って出る経済を回す



ＡＩ・ＩｏＴ等に対応した生産性向上支援事業
労働力不足に対応した先端農業技術導入推進事業
あおもりながいも産地力強化推進事業 など

 革新技術の活用と業務効率化の促進 【社会減対策】

（しごとＰＪ・魅力ある雇用の創出）ＡＩ・ＩｏＴ関連産業創出事業
（教育・人づくり）ＩＣＴ教育推進事業無人走行トラクタ

３ 生産性向上・働き方改革

関連事業

労働力不足への対応世界へ打って出る経済を回す

「Ａｏｍｏｒｉインフラアカデミー」推進事業
新しい薬剤師の人財創出事業 など

 各産業分野における労働力確保 【社会減対策】

２ 多様な労働力確保

（産業・雇用）魅力が伝わる農林水産業の情報発信事業
関連事業

Ⅱ 多様なしごと創出プロジェクト



（参考）労働力不足への対応 ７．２億円（再掲）

（女 性）「みんなで子ども・子育てを応援！」推進事業
女性の活躍推進加速化事業

（高齢者）労働力人口確保に向けた生涯現役促進事業
（障害者）農福連携の推進体制強化事業
（学び直し）若者・女性の学び直しを通じた

キャリア形成支援事業 など

（若 者）未来をつくる人財の地元定着・還流プロモーション
選ばれる県内企業魅力発信事業

（女 性）次世代「あおもりなでしこ」還流・就業促進
（その他）青森県移住促進加速化プロジェクト事業

攻めのＵＩＪターン就職推進事業 など

各産業分野における労働生産性の向上と労働力の適正配分

医療・福祉

宿泊・飲食

製 造

農林
水産

建 設

生産性向上

建設業技術力向上・開発支援事業

保育サービス提供体制構築支援事業

建設業の未来を担う人づくり推進事業
「Ａｏｍｏｒｉ！インフラアカデミー」推進事業

労働力確保

新しい薬剤師の人財創出事業
訪問看護推進対策事業

観光サービス産業生産性向上事業

ＡＩ・ＩｏＴ等に対応した生産性向上支援事業 情報・クリエイティブ関連産業誘致強化促進
創業・起業支援推進力強化事業 など

労働力不足に対応した先端農業技術導入推進事業
青森県型地域共生社会の実現に向けた

地域経営推進事業
ＩＣＴを活用したするめいか漁情報発信事業 など

地域農業労働力補完システム構築事業
次代を担うあおもり農業人財スカウト事業
ＪＡによる農業経営等実践促進事業 など

若者・女性を中心とした県内定着・還流促進労働力率（女性・高齢者等の活躍促進）



選ばれる県内企業魅力発信事業
地域と連携したキャリア教育推進事業 など

攻めのＵＩＪターン就職推進事業
青森県移住促進加速化プロジェクト事業 など

 生徒・学生・保護者・教員と県内企業の相互理解促進

 ニーズを踏まえたきめ細かいサポート 【社会減対策】

Ⅲ「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト

女性の活躍推進加速化事業
次世代「あおもりなでしこ」還流・就業促進事業
女性が輝く建設業推進事業 など

 働きやすい環境の整備とキャリア支援
【社会減対策】

１ 高校生・大学生の県内定着促進

【社会減対策】

２ 女性の県内定着促進

３ 移住・Ｕターン促進

労働力不足への対応経済を回す 地域共生社会

（産業・雇用）あおもり移住支援事業

関連事業



「みんなで子ども・子育てを応援！」推進事業

 社会全体で子育てを支援する環境づくり

４ 魅力ある生活環境づくり

オール青森で挑む！ＪＯＭＯＮ世界遺産登録推推事業
太宰文学と演劇による青森芸術の魅力発信事業
世界自然遺産「ビジット白神山地」プロジェクト事業 など

 特色ある自然や文化の魅力発信、誇りの喚起 【社会減対策】

５ 結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり

（しごとＰＪ）保育サービス提供体制構築支援事業
（ゆりかごＰＪ）医療的ケア児支援体制推進事業
（ゆりかごＰＪ）子ども・若者を地域で支える体制強化事業
（安全・安心、健康）乳幼児はつらつ育成事業費補助
（安全・安心、健康）家庭福祉対策教育支援貸付費補助
（安全・安心、健康）里親養育包括支援事業

【自然減対策】

労働力不足への対応経済を回す 地域共生社会

関連事業

Ⅲ「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト



Ⅳ 未来へつなぐ「地域のゆりかご」プロジェクト
１ 持続可能な地域づくり

青森県型地域共生社会の実現に向けた地域経営推進事業 など

 地域経営体の強化支援 【社会減対策】

あおもり景観・観光まちづくり推進事業
青森型観光マーケティング強化促進事業
東京2020大会開催効果獲得推進事業 など

 観光による地域づくり 【社会減対策】

労働力不足への対応経済を回す 地域共生社会

「青森県型地域共生社会」地域機能強化推進モデル事業
認知症地域支援体制構築推進事業 など

 生活支援サービスを地域で提供する仕組みづくり

【社会減対策】２ 保健・医療・福祉体制の充実

(食と観光ＰＪ) 東京オリパラ対策県産品情報発信事業
外国人に選ばれる観光地域づくり推進事業

関連事業(2020東京オリ・パラ)

【自然減対策】



地域公共交通ネットワーク構築推進事業
青い森鉄道沿線連携推進事業 など

 生活機能の維持・確保 【社会減対策】

３ 交通ネットワーク形成・買物支援の推進

地域を創る次世代トップリーダー育成事業
「未来の地域」共創支援事業 など

 地域づくりを支える担い手の確保・育成

４ 多様な主体・人財の参画・協働

労働力不足への対応経済を回す 地域共生社会

誇りと共感の醸成による青森ブランド形成事業
持続可能な青森県をめざすＳＤＧｓ推進事業

など

 多様な主体の連携・協働の促進 【社会減対策】

Ⅳ 未来へつなぐ「地域のゆりかご」プロジェクト

【社会減対策】



Ⅴ 健康ライフ実現プロジェクト

１ 県民の健やか力向上

女性発信！農業者・漁業者の健やか力向上事業
あおもり型健康経営プロモーション事業 など

 健康意識の向上・健康的な生活習慣の定着 【自然減対策】

県民の未来と健康をマモル！タバコ対策事業
がん総合対策事業

 受動喫煙防止対策・がん対策 【自然減対策】

健康づくり地域共生社会

青森ライフイノベーション戦略
セカンドステージ推進加速化事業

 医工連携の推進・ヘルスケアサービスの創出
【自然減対策】



無理のない減塩推進ムーブメント創出事業
みんながつながる食育推進事業 など

 食習慣の改善

生きることの包括的
支援・自殺対策事業

【自然減対策】

 実践的な自殺防止対策 【自然減対策】

２ 「食」と「運動」で健康

３ こころの健康

みんなが主役！スポーツで健康づくり事業 など

 運動習慣の定着 【自然減対策】

健康づくり地域共生社会

Ⅴ 健康ライフ実現プロジェクト



産業・雇用分野
「しごとづくりと所得の向上」

１０９事業 １３３．３億円

安全・安心、健康分野
「命と暮らしを守る」

１０７事業 ９４．４億円

環境分野
「自然との共生」
「低炭素・循環による持続可能な地域社会」

２８事業 １９．１億円

教育・人づくり分野
「生活創造社会の礎」

６７事業 ４０．０億円

合 計 ３１１事業 ２８６．８億円

１

２

３

４

平成３１年度分野別取組



土づくりを基本とした持続可能な農業拡大事業
りんご黒星病発生防止対策事業 など

産業・雇用分野
しごとづくりと所得の向上

 農林水産業の生産基盤の確立

安全・安心、健康分野
命と暮らしを守る

県民を犯罪や交通事故の被害から守る

青少年の安全・安心なネット利用環境づくり推進事業
サイバーテロ対策事業
交通事故抑止対策「人と車の両面サポート」推進事業

など

八戸港県産品輸出ルート開拓事業
青森港ユニット貨物拠点化推進事業 など

 産業を支える物流・交通基盤の整備

県民を災害や危機から守る

学校と地域が一体になった防災教育推進事業
自主防災活動促進事業
いのち守るリフォーム普及推進事業 など



環境分野
自然との共生、低炭素・循環による持続可能な地域社会

自然環境の保全と適正な活用、
鳥獣被害の防止対策

あおもりスマートムーブ普及拡大プロジェクト事業
中小事業者省エネ・エネマネ

ＣＯ２ＣＯ２（コツコツ）削減事業
「ごみ減量チャレンジ980」３Ｒ推進事業
ＥＶ・ＰＨＶ普及促進事業 など

 低炭素・循環型社会の推進

自然公園の保護と利活用推進事業
小川原湖水質改善緊急対策事業
再造林の促進に向けた
先導的林業事業体育成事業

松くい虫被害防止対策強化事業

（ゆりかごＰＪ）

野生鳥獣管理対策強化推進事業

関連事業



教育・人づくり分野
生活創造社会の礎

学びの質を高める授業改善プロジェクト事業
ＩＣＴ教育推進事業
未来社会を切り拓く高校生の資質・能力育成事業
青森県英語教育連携推進事業
三農発「観光・スマート農業」推進プロジェクト事業

■グローバル社会で活躍できる力の育成

舞台は世界へ！ＪＯＭＯＮ世界遺産登録対策事業
高校生縄文案内人養成事業

■北海道・北東北の縄文遺跡群

国民スポーツ大会開催準備事業
全国障害者
スポーツ大会開催準備事業

競技力向上事業
スポーツ科学チームサポート事業

■スポーツの振興と競技力向上

(若者・女性ＰＪ)オール青森で挑む！ＪＯＭＯＮ世界遺産登録推進事業
(ゆりかごＰＪ) 縄文遺跡群周辺景観形成事業
(産業・雇用) ＪＯＭＯＮ世界遺産登録ムーブメント観光消費拡大事業

関連事業



地域別計画推進事業等

合計１.０億円

東青地域県民局
 「いつまでも住み続けたい」東青地
域づくり担い手確保支援事業 など

１３，１６６千円

中南地域県民局
 「育てる・つなげる・動かす」中南地
域力強化事業 など １５，３４９千円

上北地域県民局
 十和田湖奥入瀬エリアを核とする上北イ

ンバウンド観光客受入体制整備事業
など １５，７２１千円

三八地域県民局
 三八地域働く人の健康づくり応援事業

など ２３，２７２千円

市町村元気事業費補助 ３.０億円

各市町村の
総合戦略に基づく取組を支援

西北地域県民局
 西北版地域支援型運営組織ス
タートアップ支援事業
など ２２，８３０千円

下北地域県民局
 下北地域関係人口構築事業 など

９，９３２千円
（戦略プロジェクト含む１８，２１０千円）



 「『選ばれる青森』への挑戦推進事業」のうち、人口減少対策に
係る事業を分野ごとに政策パッケージ化

まち・ひと・しごと創生 青森県総合戦略

自然減
対策

社会減
対策

強みをとことん、
魅力あふれるしごとづくり

人財きらめく、
住んでよしの青森県

地域でかなえる、

子ども・未来の希望
課題をチャンスに、

めざせ健康長寿県

195事業 126.8億円 133事業 62.3億円

46事業 15.8億円70事業 51.2億円

合計 445事業 259.2億円

４分野共通 １事業 ３.０億円



SDGｓの理念を踏まえた計画の推進（主な事業）

地球温暖化対策の推進

「COOL CHOICEあおもり」スタートダッシュ事業

中小事業者省エネ・エネマネCO2CO2(ｺﾂｺﾂ)削減事業

あおもりスマートムーブ普及拡大プロジェクト事業

家庭のエコ活促進事業

女性の活躍推進

女性の活躍推進加速化事業

次世代「あおもりなでしこ」還流・就業促進事業

女性が輝く建設業推進事業

女性マーケティング人財育成事業

生物多様性、自然環境の保全

世界自然遺産「ビジット白神山地」プロジェクト事業

小川原湖水質改善緊急対策事業

自然公園の保護と利活用推進事業

再造林の促進に向けた先導的林業事業体育成事業

すべての人に健康と福祉を

地域の子ども支援ネットワーク形成事業

子どもの健康づくり体制支援事業

みんながつながる食育推進事業

県民の未来と健康をマモル！タバコ対策事業

SDGｓの理解促進、普及啓発

持続可能な青森県をめざすＳＤＧｓ推進事業



ＴＰＰ等対策関連事業

 信頼・人のつながりを生かした一層の販路拡大

 高品質、安全・安心の磨き上げと将来を見据え
た産地形成及び生産基盤の強化

 本県農林水産業を支える担い手の育成

計 110事業 117.9億円

農林水産分野 商工・観光分野

 海外展開の支援

 地域の「稼ぐ力」の強化

 国際観光の推進、県産品消費拡大

 県産食品の安全性確保

115.1億円 2.8億円

• 輸出促進とブランド化体制構築・支援

• ６次産業化や中間加工支援

• 産地力強化や農地等に係る基盤整備

• 地域経営体や新規就農等の担い手育成 など

• 海外での販路開拓やビジネス展開支援

• 県内企業の人財確保・育成支援

• ライフ関連産業の創出

• HACCP導入支援や残留農薬検査体制の充実 など

※平成30年度2月補正予算に計上された事業、「選ばれる青森」への挑戦推進事業以外も含む

食品衛生分野



青森県基本計画

「選ばれる青森」への挑戦
～支え合い、共に生きる～


