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部会資料 － １

重点戦略１

～ふるさと定着回帰（仮称）～

１ 現状と課題

◇本県の人口の趨勢と影響

本県の平成29年４月現在の人口は100万人を割り込み、社会動態については、年

間４千人を上回る規模で減少が続いています。また、自然動態については減少幅が

拡大している傾向にあります。

人口減少は、経済活動を停滞させるばかりでなく、地域全体の活力低下につなが

る深刻な問題です。

◇若者の県内定着・回帰、移住の促進

本県の人口減少は、戦後から続く就職・進学による若者の首都圏等への県外流出

が最大の要因であると考えられ、まずは若者の社会減に歯止めをかけることが重要

であります。

そのため、県内就職率の向上に向けて、高校生や大学生等を対象とした意識醸成

や就職支援等により、若年層の県内定着・回帰を促進していく必要があります。

県外からの移住者は様々な施策の展開により大幅に増加してきたものの、自治体

間のＰＲ競争はますます激化している状況にあります。

そのため、秋田の魅力発信や、多様なニーズに対応した受入体制を強化していく

必要があります。

◇結婚・出産・子育て支援

本県の出生数や婚姻数は年々減少し、人口の自然減に歯止めがかからない状況と

なっています。そうした状況を打破し、少子化を克服するため、子育て世代ほか幅

広い世代の声を反映させた脱少子化運動により、気運の醸成を図るとともに、あき

た結婚支援センターの取組等により結婚支援を充実・強化する必要があります。

また、保育士等の確保や保育所の整備、子ども・子育て支援事業の推進、地域の

周産期医療機能の維持、不妊夫婦への社会全体での支援などにより、良質な出産・

子育て環境の整備に取り組んでいく必要があります。

併せて、保育料助成、福祉医療助成、住宅リフォーム支援、多子世帯向け奨学金

制度の活用により子育て世帯の経済的負担の軽減に引き続き取り組む必要がありま

す。

◇女性や若者の活躍推進、仕事と家庭の両立

女性が地域や職場で活躍できる環境をつくるため、一般事業主行動計画の策定を

支援するとともに、更なる成果をあげるため、全国的に見ても低い水準にある県内
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企業における女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定や、次世代法の「くるみん」

認定の取得企業数を増やすほか、地域のロールモデルとなる人材の育成を図るなど、

女性の活躍推進に取り組む企業等の取組を促進する必要があります。

また、若者の地域活動を支援するため、若者の地域と連携・協働した主体的な取

組促進に取り組むとともに、地域若者サポートステーションを核としてニート等社

会的自立が困難な若者を支援する必要があります。

◇地域の維持・活性化

本県では、人口減少や高齢化の進行により、従来からの地域コミュニティ活動の

継続が困難になってきています。地域住民が、住み慣れた地域で安心して暮らし、

いつまでも生き生きと活動できるために、地域の自立・主体的な運営が求められて

います。

そのため、住民等の共助による地域コミュニティの維持に向けた取組の促進、市

町村の地域コミュニティ政策の支援、「お互いさまスーパー」等秋田版小さな拠点

の開設のほか、地域協働の担い手となるＮＰＯ等多様な主体の協働の取組やネット

ワークの強化等により、地域課題の解決を図る必要があります。

また、人口減少社会においても必要な行政サービスを確実に提供していくため、

県と市町村が一体となって事務処理を行う機能合体の取組や市町村間の広域連携の

取組を推進し、併せて、生活排水処理の広域共同化など住民生活の基盤をなすイン

フラ施設の効率的かつ効果的な維持管理等を進め、住民が安全・安心に暮らせる行

政サービスの提供体制の構築を目指す必要があります。

２ 戦略の目標

本県人口の「社会減」に歯止めをかけるため、若者の県内定着・回帰を進め、県外

からの移住を促進します。併せて、結婚から出産、子育てまでを通した総合的な少子

化対策の促進により「自然減」を抑制し、女性や若者が活躍し、日本一子育てしやす

い秋田を実現します。

一方で、人口減少下にあっても、地域コミュニティの活性化、安全・安心して暮ら

せるまちづくり、県と市町村など多様な主体の協働による地域課題の解決や生活サー

ビス水準の維持などにより、県民が安心して暮らせる地域社会を実現します。

３ 施策の概要

(1) 施策１ 若者の県内定着・回帰、移住の促進

○目的

将来の秋田を支える若者の県内定着・回帰を進めるとともに、県外在住者の更な

る移住の促進を図ります。
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○方向性① 大学生等の県内就職促進

［視点］

進学を機に県外に転出している大学生等については、県内就職に向けた各種就職

支援情報や県内企業とのマッチング機会の提供のほか、秋田でのキャリアプランの

意識を醸成する取組等により秋田への回帰を促進します。また、県内大学へ進学し

た学生については、大学と連携して県内定着を進めます。

［主な取組］

・県内就職希望登録の拡大、秋田GO!EN（ご縁）アプリの普及・拡大

・就職説明会・面接会の開催、県内企業におけるインターンシップの推進

・首都圏の大学新卒者向けの県内就職を支援するサポーターの配置

・奨学金返還助成制度の周知・利用促進

○方向性② 高校生の県内就職促進と離職者の抑制

［視点］

県内企業の魅力紹介とマッチングの支援により、高校生の県内就職率を高めると

ともに、離職者の抑制に取り組むことで県内定着を進めます。

［主な取組］

・優れた地元企業の紹介とインターンシップの推進

・企業人材を講師として活用するコラボ教育等の推進

・キャリアアドバイザー及び就職支援員の配置

・職場定着支援員の配置

・企業見学会、企業説明会の開催

○方向性③ 総合的な移住情報の発信

［視点］

首都圏移住相談窓口におけるきめ細かい対応や様々な情報発信を通じて、秋田暮

らしの魅力をアピールするとともに、移住潜在層に対する働きかけによる新たな移

住ニーズの開拓等を行い、本県への移住の更なる促進を図ります。

また、移住起業者の誘致や地域にある様々なワークスタイルの提案等により多様

な人材の移住を促進します。

［主な取組］

・首都圏移住相談窓口設置・運営

・先輩移住者の視点を生かした首都圏でのワークショップや現地交流会の開催

・移住潜在層に対する秋田の魅力発信による「秋田ファンづくり」の推進

・移住と起業を支援するプログラムの実施

・多様な働き方と地域の暮らし情報をパッケージ化したプランの提案

○方向性④ 移住希望者の受入体制の充実・強化

［視点］
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移住者のニーズに対応した相談対応や空き家を活用した住環境の確保支援など、

市町村、ＮＰＯ、関係団体との連携による移住者の受入体制を充実強化します。

［主な取組］

・官民協働による県内相談窓口の設置・運営

・冬期生活用品の購入費等の支援

・市町村の移住相談員・定住サポーター養成研修の実施

・民間事業者と連携した空き家の掘り起こしや情報発信

○方向性⑤ 県外からの「秋田の教育体験」（短期・長期の教育留学）の推進

［視点］

“学力日本一の教育レベルを学べる”をコンセプトに、秋田の教育プログラムを

提供し、秋田の教育・生活環境を体験した子どもたちの視点から、移住・定住のき

っかけづくりを図ります。

［主な取組］

・地域一体となった教育留学プログラムの提供

・自然体験活動の提供による秋田の暮らし体験

(2) 施策２ 結婚から出産、子育てまで総合的な少子化対策の推進

○目的

結婚・出産・子育てに関する意識の醸成を図るとともに、全国トップクラスの子

育て家庭への経済的支援の充実や、子ども・子育て支援事業等による子育てしやす

い環境づくりに取り組むなど、総合的な少子化対策により、人口の自然減の抑制を

図ります。

○方向性① 官民一体となった「脱・少子化県民運動」の展開

［視点］

若者の意識や社会構造の変化等に伴う未婚・晩婚・晩産化などによる出生数の減

少に歯止めをかけるため、次世代の結婚・出産・子育てへの意識付けを図るなど、

官民が一体となり、「脱少子化」に向け気運の醸成を図り、次世代の結婚・出産・

子育てへの意識付けを図る必要があります。

［主な取組］

・現役の子育て世代や次の親世代の意見を反映させた県民運動の展開

・次の親世代を対象としたライフプランを考える機会の付与

○方向性② 結婚へのサポートの充実・強化

［視点］

独身男女への出会いの機会の提供を図るため、あきた結婚支援センターのマッチ

ング機能の強化等や、多様な媒体を通じたＰＲにより、県民の結婚に対する前向き
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な意識の醸成を図っていく必要があります。

［主な取組］

・あきた結婚支援センターのマッチング機能の強化

・企業との連携や様々な情報発信を通じた結婚に対する意識の醸成

○方向性③ 安心して出産できる環境づくり

［視点］

不妊治療への支援や周産期医療の充実により、誰もが安心して妊娠・出産ができ

る環境づくりを進める必要があります。

［主な取組］

・不妊専門相談センターの運営、不妊治療への補助などの支援

・周産期母子医療センターの運営、周産期医療従事者の育成・確保

○方向性④ 安心して子育てできる環境づくり

［視点］

子育て家庭のニーズに対応した保育サービスの充実や、子育て世代包括支援セン

ター等の子ども・子育て支援事業の推進により、安心とゆとりを持って子育てでき

る環境づくりを進める必要があります。

［主な取組］

・待機児童の解消への取組と保育士確保対策の実施

・子育て世代包括支援センターの設置拡大

・放課後児童クラブの運営等に対する支援

○方向性⑤ 子育て世帯への経済的支援

［視点］

子育てに係る負担の軽減を図り、安心して「もう一人」を産み育てられるよう、

様々なニーズに応じた子育て世帯への経済的支援を図る必要があります。

［主な取組］

・保育料助成の拡大・充実

・子供の医療費助成の実施

・子育て世帯の住宅リフォーム支援の実施

・奨学金制度の運営と制度利用の促進

(3) 施策３ 女性や若者の活躍推進と仕事と家庭の両立促進

○目的

仕事と家庭の両立支援や女性が活躍しやすい環境づくりを促進するともに、若者

による地域活動を支援し、女性や若者が雇用の場や地域で生き生きと活躍できる社

会をつくります。
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○方向性① 女性が働きやすい職場づくり

［視点］

女性が職場で生き生きと活躍できるよう、気運の醸成を図るとともに、企業での

行動計画の策定や女性活躍の取組に対し支援を行う必要があります。また、子育て

世代の様々な保育ニーズに合わせた多様なサービス提供を支援します。

［主な取組］

・あきた女性の活躍推進会議を中心とした女性活躍推進の気運醸成

・中小企業における一般事業主行動計画の策定、女性活躍の取組への支援

・延長保育、病児保育を実施する事業主体への支援

○方向性② ワーク・ライフ・バランスの推進

［視点］

男女ともに仕事と生活を調和させ、生き生きとした暮らしが実現できるよう、ワ

ーク・ライフ・バランスの取組を推進する必要があります。

［主な取組］

・商工団体との連携や個別訪問等による企業への働きかけ

・全県的な気運の醸成と取組を実践する企業への支援

○方向性③ 男女共同参画の推進

［視点］

あらゆる分野における女性の社会参加と地域活動の促進のため、男女共同参画を

進める人材や担い手を育成する必要があります。

［主な取組］

・地域活動に取り組む女性団体の活動の支援

・地域における男女共同参画の取組をリードする人材の育成

○方向性④ 若者の活躍の推進

［視点］

秋田の未来を担う若者の地域貢献活動や地域活性化の取組を促進するとともに、

全ての子ども・若者が希望を持ち社会生活を送ることができるよう自立に向けて支

援する必要があります。

［主な取組］

・若者による地域貢献・地域活性化の取組への支援

・ニート等社会的自立に困難を抱える若者への支援

(4) 施策４ 安全・安心に暮らす地域社会づくり

○目的
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人口減少下にあっても、地域社会が機能し、生活に必要なサービスが維持される

体制を整備し、誰もが安心して生き生きと暮らせる社会をつくります。

○方向性① ＣＣＲＣなどによる安全・安心なまちづくり

［視点］

首都圏等の中高年齢者を含め、多世代の住民が交流しながら健康でアクティブな生

活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができる「まちづくり」を進めます。

［主な取組］

・地域の実情やニーズを踏まえたＣＣＲＣの導入促進

・安全な居住環境のための空き家対策の推進

○方向性② コンパクトなまちづくりの推進

［視点］

市街地の拡散を防止し、将来にわたり持続可能な都市経営の実現へ向け、コンパ

クトなまちづくりを推進する必要があります。

［主な取組］

・立地適正化計画を策定する市町村への支援と計画の普及・拡大

・まちづくりを担う人材の育成・発掘

・公民連携による遊休資産の有効活用の推進

・街路の整備

○方向性③ 活力ある地域コミュニティづくり

［視点］

市町村の集落対策や集落における広域的活動を支援するとともに、「小さな拠点」

の形成を推進することにより、地域コミュニティの維持・活性化を図る必要があり

ます。

［主な取組］

・地域の「元気ムラ」活動の全県域への展開

・秋田版小さな拠点として「お互いさまスーパー」の機能強化と普及拡大

○方向性④ 多様な主体との協働による地域活動の推進

［視点］

様々な地域課題を解決するため、ＮＰＯ等の多様な主体による協働の取組に加え、

コミュニティビジネスなどの県民の自発的な地域づくり活動を促進する必要があり

ます。

［主な取組］

・市民活動サポートセンターの相談・情報発信機能の充実

・ＮＰＯ等の多様な主体による協働の取組の支援

・コミュニティビジネスの立ち上げ支援
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・除排雪等を行うための地域支え合い体制の強化

○方向性⑤ 県・市町村間の協働推進

［視点］

人口減少下にあっても行政サービスの水準を維持するとともに、地域の行政課題

を適切な役割分担と連携により解決していくため、県と市町村との機能合体や市町

村間の広域連携等の取組を推進する必要があります。

［主な取組］

・平鹿地域における県と横手市の一元的な事業実施の手法を他地域へ普及

・県と市町村の協議・研究の場を通じた人口減少社会に対応する効果的・効率的

な行政システムの構築

・地方税収対策や生活排水処理など、各分野で進められている協働の取組の拡充

や横展開

・生活排水処理施設の再編や汚泥処理施設の広域化（再掲）

・処理施設の広域共同管理・運営（再掲）

・秋田県市町村未来づくり協働プログラムの着実な推進と新たな課題への対応

○方向性⑥ インフラ施設の計画的な維持管理・更新

［視点］

老朽化が進行しているインフラ施設について、計画的な維持管理・更新を進める

ことにより、持続的に社会基盤の維持を図る必要があります。

特に、住民生活に密接な生活排水処理については、市町村等と連携し、処理施設

等の再編や一体的な事業の運営・管理等による広域共同化を推進します。

［主な取組］

・インフラの長寿命化計画の策定推進

・計画的な維持修繕の実施

・生活排水処理施設の再編や汚泥処理施設の広域化

・処理施設の広域共同管理・運営


