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調査票と単純集計結果 

【単純集計結果の見方について】 
 選択肢欄の（ ）がその項目を選択 
 した割合です。 

※数値の単位は％ 
※基数表示のないものは 
 全数が 2,090 

 

＜平成２２年度県民意識調査＞ 

平成２２年６月 

【調査の目的】 

◇ この県民意識調査は、県政の重要テーマについて、県民の皆さまから、その進み

具合や重視すべき点などのお考えをお伺いし、県政の運営に反映させることを目的

として、秋田県が調査を実施するものです。 
  今年度から県政の新たな運営指針としてスタートした「ふるさと秋田元気創造プ

ラン」についての質問もございます。 

   このプランの概要については「別冊」のとおりでありますので、お答えに際し

ての参考としてください。 

 

【調査票の取扱い】 

◇ 調査結果は、全てコンピュータを使って統計的に処理しますので、個別の回

答内容が公表されることはありません。また、他の目的に利用することも一切

ありません。 

 

【記入にあたってのお願い】 

◇ この調査票には、宛名の御本人がお答えください。 

◇ 黒または青のボールペン、えんぴつで調査票に直接記入してください。 

◇ 回答を 1 つだけ選んでいただく質問と、複数選んでいただく質問があります。 

 

【調査票のご返送について】 

◇ 記入いただいた調査票は、返信用封筒（切手不要）に入れ、７月７日（水）ま

でに投函くださるようお願いいたします。 

なお、返信用封筒にあなたの住所、氏名等の記載は不要です。 

 

 調査内容が多岐にわたり、質問項目が多く、恐縮ですが、何卒調査にご協力をお願

いします。 

なお、この調査に関する質問などがありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

 
 
 
 
 
 
 

秋田県企画振興部 総合政策課 計画・評価班 

〒010-8570  秋田市山王４－１－１ 

 電 話：０１８－８６０－１２１７（直通） 

 ﾌｧｯｸｽ：０１８－８６０－３８７３ 

E-mail：seisaku@pref.akita.lg.jp 
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問１ 日常生活の中で、お感じになっていることを率直にお聞かせください。該当する番 

号に○印をつけてください。 

 

① 教育環境の整備 

質問①－１ 子どもたちの豊かな人間性を育み、志や高い専門性をもって世界で活躍する人材が育つような教

育環境の整備が進んでいると思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５  無回答 
進んでいる ある程度 あまり 進んでいない どちらとも  
  進んでいる 進んでいない  いえない 

 （1.8） （22.7）  （43.8） （21.9）  （8.8）   （1.0） 

質問①－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５    無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  

 （1.4）  （14.8）    （76.7） （2.7） （1.5）   （2.8） 

質問①－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（9.0） １ すべての乳幼児に対する質の高い教育・保育を進めるため、幼保一体の教育・保育の充実を進

める。 

（43.7）２ 学校教育において、少人数学習の推進や体験活動の充実、地域と一体感のある学校づくりを進

めることにより、子どもの良さや可能性を伸ばす教育を行う。また、県内大学等との連携によ

る質の高い学習機会の提供や障害のある子どもたちへの総合支援を推進する。 

（16.1）３ 県内大学等の教育や研究を充実させることにより、地域の振興を担う人材の育成や産業の振興

に役立てるなど、地域への貢献を推進する。 
（24.7）４ 家庭や地域の教育力の充実や、青少年のボランティア活動・体験活動などの機会を増やして、

健全な青少年を育成する。また、少年の非行防止や立ち直り支援を行う。 

（3.0） ５ その他（具体的に                               ） 

（3.4） 無回答 

 

② 環境保全活動への取組 

質問②－１ きれいな環境を守る取組や二酸化炭素を減らすなど、環境を保全する取組が進んでいると思います

か。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４     ５     無回答 
進んでいる ある程度 あまり 進んでいない どちらとも  
 進んでいる 進んでいない  いえない 

 （2.6） （39.6）   （39.8） （10.4） （7.0）  （0.6） 

質問②－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 

   １       ２         ３      ４     ５   無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  

 （2.1） （32.8）    （61.9） （0.9） （0.6）   （1.7） 

 

 

〔数値の単位は％〕 

〔基数表示のないものは Ｎ=2,090〕 
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質問②－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（30.2）１ 地球温暖化を防止するため、環境を大切にする意識を広めるとともに、二酸化炭素の排出量を

減らす省エネ活動や森林づくりを進める。 
（55.9）２ 廃棄物の発生を減らす意識や活動を広めるとともに、リサイクルを進める。また、廃棄 

物が不法投棄されないように、指導や監視を行うとともに、処理する施設を整備する。 
（7.9） ３ 大気や水質の状況を監視するとともに、ダイオキシンやアスベストなどの化学物質の適正管理

を図り、情報の提供や相談体制を整える。 

（2.3） ４ その他（具体的に                               ） 

（3.6） 無回答 

 

③ 自然環境の保全 

質問③－１ 自然環境や動植物の生態系が、本来の自然に近い状態に保たれていると思いますか。 

（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 
保たれている ある程度 あまり 保たれていない どちらとも  
 保たれている 保たれていない  いえない 

 （2.6）  （35.3）   （37.6） （17.2） （6.5）  （0.9） 

 

質問③－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 

 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  
 （0.7） （12.2） （75.8） （7.7） （1.7）  （2.0） 

質問③－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（26.2）１ 自然環境や野生生物の生態系を守るとともに、過去に失われた自然の再生に取り組む。 

（35.3）２ 自然公園や森林、水辺などを整備したり、自然に配慮した観光（エコツーリズム）を進めるこ

とで、自然との関わり方を学んだり発見したりする機会を増やす。 

（28.7）３ ＮＰＯ等の活動を活発にし、森林や海、川を守る意識や活動を広めるとともに、森林・林業技

術の技術開発や里地・里山などの整備、保全を進める。 

（5.8） ４ 県民共有の財産として引き継ぐべき八郎湖など、湖沼の水質改善に取り組む。 

（2.0） ５ その他（具体的に                               ） 

（2.1） 無回答 

 

④ 交通基盤の整備 

質問④－１ 県内の産業・経済活動を支え、地域間交流の促進に必要な、道路、鉄道、空港などの交通基盤が

整っていると思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 
整っている ある程度 あまり 整っていない どちらとも  
  整っている 整っていない  いえない 

 （4.2）  （42.8）  （31.0） （17.8） （3.9） （0.3） 
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（2.9） 無回答 

質問④－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 

 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  

 （2.8）  （28.1）   （61.4） （4.1） （1.2）  （2.3） 

質問④－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（28.9）１ 県内外の交流を促進する高速道路ネットワークの整備を図る。 

（41.8）２ 県内外の主要都市間を結ぶ幹線道路（高速道路以外）の整備を図る。 

（15.2）３ 鉄道在来線及び秋田新幹線の高速化を図る。 

（4.5） ４ 航空路線のネットワーク維持・拡充を図る。 

（5.3） ５ その他（具体的に                              ）  

（4.3） 無回答 

 

⑤ 快適で災害に強い生活基盤づくり 

質問⑤－１ 下水道・道路や公園などの生活基盤、災害への備えや防犯など、安全で快適な生活環境が整って

いると思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 
整っている ある程度 あまり 整っていない どちらとも  
  整っている 整っていない  いえない 

 （2.6）  （46.9）   （34.1） （10.1） （5.1） （1.2） 

質問⑤－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 
 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  
 （1.9）  （23.2）   （71.5） （1.1） （0.3）  （2.0） 

質問⑤－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（21.9）１ 上下水道の整備や公園の整備などを行い、快適に生活できるようにする。 

（41.8）２ 土砂災害や洪水を防ぐ対策を行うとともに、学校、病院の耐震化や橋梁・港湾などの 
長寿命化を推進する。   

（31.4）３ 災害に備え、通信連絡体制の整備や生活必需品の備蓄、自主防災組織の育成などを進 

める。  

（2.0） ４ その他（具体的に                               ） 

 

⑥ 男女の共同参画 

質問⑥－１ 男女が互いに認め合い、個性と能力を発揮し、喜びと責任を分かち合える男女共同参画 

      社会の形成が進んでいると思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

進んでいる ある程度     あまり      進んでいない   どちらとも  
  進んでいる    進んでいない            いえない 

（0.9） （26.6）  （45.8） （15.1） （10.3） （1.3） 
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質問⑥－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  

 （1.1）  （15.0）   （78.8） （1.4） （0.7）  （3.1） 

質問⑥－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（10.4）１ 男女共同参画社会の実現に向け、学校や企業での実践的な取組や地域の自主的な取組が 

行われるようにする。 

（22.6）２ 企業や行政の政策・方針の決定に女性が関わる機会を増やすとともに、女性が様々な分 

野へチャレンジできるように支援する。 

（61.9）３ 男女がともに、仕事と家庭を両立できるような環境づくりを推進する。 

（2.3） ４ その他（具体的に                               ） 

（2.8） 無回答 

⑦ 文化活動の環境 

質問⑦－１ 自由時間を有効に使って、学習したり芸術文化やスポーツを楽しむための環境が整っていると思

いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 
整っている ある程度 あまり 整っていない どちらとも  
  整っている 整っていない  いえない 

（2.9） （39.4） （35.9） （15.1） （5.5）  （1.2） 

質問⑦－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 
 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  
 （1.5）  （18.5）  （75.3） （1.8） （0.8）  （2.1） 

質問⑦－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

 

（45.8）１ 様々な講座を開催したり、情報を提供したりして、生涯にわたって学ぶことができるよう

にする。また、学んだことを社会に役立てることのできる環境をつくる。 

（23.6）２ 様々な芸術を鑑賞する機会を増やすとともに、自主的な文化活動や県内外との文化交流が

活発に行われるようにする。 

（23.3）３ 体育の授業を充実して運動好きな子どもを育てたり、地域でスポーツができる機会を増や

して、誰もが生涯を通じてスポーツに親しめるようにする。 

（4.3） ４ その他（具体的に                              ） 

（3.0） 無回答 
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⑧ 福祉サービスの充実 

質問⑧－１ 高齢者や障害者が元気に活躍できるような、地域全体で支える体制や環境が整っていると思いま

すか。                              （○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 
整っている ある程度 あまり 整っていない どちらとも  
  整っている 整っていない  いえない 

 （2.3）  （31.5）   （41.4） （17.6）  （5.8）  （1.3） 

質問⑧－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  

（1.9） （20.2）      （72.2） （2.3） （0.8）  （2.5） 

質問⑧－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（39.8）１ 高齢者の社会参加と健康づくり・介護予防の推進、介護サービスの充実を図る。 

（13.3）２ 障害者の自立と社会参加の促進や就労機会の拡大を進める。 
（40.7）３ 公共施設・商業施設などのバリアフリー化を進め、高齢者や障害者、子育て中の方など、

誰もが暮らしやすいまちづくりを進める。 
（3.2） ４ その他（具体的に                               ） 

（3.0） 無回答 

 

⑨ 安全・安心な生活環境の整備 

質問⑨－１ 犯罪や交通事故が少なく、消費者保護が図られ、安全・安心な生活環境が整っていると思います

か。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 
整っている ある程度 あまり 整っていない どちらとも  
  整っている 整っていない  いえない 

 （3.2）  （47.7） （31.9） （8.3） （7.2） （1.8） 

質問⑨－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 
 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  

（1.1） （17.7） （73.9） （4.0） （0.8）  （2.5） 

質問⑨－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（57.0）１ 歩道や信号機の整備、交通安全教育や住民の自主的な防犯活動を支援するなどして、交通

事故や犯罪の少ない街づくりを進める。 

（22.8）２ 悪質商法や詐欺などへの注意をうながして被害防止を図る。 
（14.4）３ 食品の管理体制の強化や、安心できる食生活を送るために正確な情報を提供する。   

（2.7） ４ その他（具体的に                               ） 

（3.2） 無回答 
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⑩ 文化と景観の保全 

質問⑩－１ 地域の文化遺産や景観が県民共有の財産として保全が図られ、個性豊かで魅力ある地域となって

いると思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 
なっている ある程度 あまり なっていない どちらとも  
  なっている なっていない  いえない 

（3.4） （35.3） （40.0） （11.8） （7.4） （2.0） 

質問⑩－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 
 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  

 （1.5）  （14.9）   （78.2） （1.9） （0.5） （3.0） 

質問⑩－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（31.1）１ 文化遺産を地域の宝として保存・継承しながら、地域づくりや観光資源としても活用してい

くような地域主体の取組を支援する。 

（63.7）２ 良好な景観を保全・継承し、その地域に住む人にとっても訪れる人にとっても魅力ある地域

づくりを進める。 

（2.1） ３ その他（具体的に                               ） 

（3.1） 無回答 

 

⑪ 生活圏の機能 

質問⑪－１ 県内の各地域が自立し、持続的に発展していくための環境が整っていると思いますか。 

（○は１つ） 

 １         ２       ３        ４        ５ 無回答 
十分に 地域によっては あまり  どちらとも  
整っている 整っている 整っていない 整っていない いえない 

 （0.5） （31.1） （41.3） （19.1） （6.2）  （1.8） 

質問⑪－２ では１年くらい前と比べて、どう変わったと思いますか。（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

良くなった やや良くなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった  

 （0.7）  （12.6）   （74.5） （7.4） （1.9） （3.0） 

質問⑪－３ もっと良くするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。（○は１つ） 

（36.9）１ 公共公益施設の街なか立地や空きビル等の利活用の促進など、中心市街地の活性化に取 

り組むほか、街なかに住む人を増やす取組を推進する。 

（28.5）２ 農山漁村地域の下水道、道路などの生活基盤の整備を進めるほか、地域の自然や文化を活

かしたグリーンツーリズムや、食材を使った加工販売、レストランを増やして、都市住民

との交流やビジネスをさかんにする。 
（7.4） ３ インターネット（ブロードバンド）や携帯電話、地上デジタル放送などの利用可能地域 

を増やし、県内の地域間の情報格差を解消する。 
（20.7）４ 県道などの整備を進めるほか、生活バス路線や、第三セクター鉄道などの生活交通の維持

を図る。 
（3.1） ５ その他（具体的に                            ） 
（3.5） 無回答 
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問２ 「ふるさと秋田元気創造プラン」に掲げる各戦略に関する質問について、お答えください。 

 

Ⅰ 県民参加による脱少子化戦略  

 

質問Ⅰ－１ 出生数の減少に歯止めをかけ、増加に転じることを目指す「県民参加による脱少子化戦略 

（※別冊「ふるさと秋田元気創造プラン」の６ページを参照）」に関連する取組が、１年くら 

い前と比べて進展していると思いますか。（○は１つ） 

１       ２         ３         ４        ５  無回答 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 

（1.1） （15.6） （47.3） （22.4） （10.2） （3.3） 

質問Ⅰ－２ 「県民参加による脱少子化戦略」では、下記の表－Ⅰに掲げる「プロジェクト」を推進する

こととしています。 

皆さまの実感として、プロジェクトに関連する取組が１年くらい前と比べてどの程度進んできて

いると思いますか。 

次のア～エのプロジェクトごとに、進展度（進み具合）の番号（文下の「進展度の目安」に示す

１～５のいずれか）を表－Ⅰの右回答欄に記入してください。 

 〔進展度の目安〕 

１       ２         ３         ４        ５   

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 

  

表－Ⅰ 

プロジェクト プロジェクトの取組内容 回答欄 

ア 

全ての県民が

少子化克服に

向け積極的に

行動する意識

醸成と体制づ

くり 

○少子化克服に向けた県民運動を展開し、地域社会全体で子育て支

援などの少子化対策に取り組もうという県民の意識醸成 

○少子化対策を行う市町村、民間団体等への支援 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.2） （14.4） （41.5） （22.0）  （7.3）  （13.6）

イ 

若者が「ふる

さと秋田」で

誇りを持って

暮らせる環境

づくり 

○新規学卒者の県内就職、若者の就農支援のほか、Ａターン※就職

や県内移住の促進 
（※ Ａターン・・・Ｕ、Ｉ、Ｊターンの総称のこと。） 

○早い段階からのキャリア教育による確かな勤労観・職業観の醸成

や地元企業への理解促進など、若者の県内定着に向けた取組 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（0.9） （12.0） （37.0） （31.4）  （5.2）  （13.5）
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ウ 

夢 を 持ち安

心して家庭を

築ける環境づ

くり 

○結婚を希望する独身男女のための「出会いの場」の創出や「結婚

支援ネットワーク」の形成などの出会いと結婚の支援 

○高校生のボランティア活動や「乳幼児ふれあい体験」の推進など

による、家庭や新たな命を育む意味を考える機会の提供 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.8） （20.0） （35.4） （21.3）  （8.1）  （13.5）

エ 

安心とゆとり

を持って子育

てを楽しめる

環境づくり 

○妊婦健診への助成の充実や子どもの居場所づくりなど、安心して出

産や育児ができる環境づくり 

○保育料・乳幼児医療費助成、高校・大学進学者に対する奨学金の貸

与など、子育てにかかる経済的負担の軽減を図るための支援 

○子育て家庭への優待サービスなど、地域全体で子育て家庭をサポー

トする体制づくり 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（2.1） （25.4） （31.1） （19.9）  （7.4）  （14.1）

 

Ⅱ いのちと健康を守る安全・安心戦略  

 

質問Ⅱ－１ 生活習慣病（がん、脳血管疾患、心疾患及び糖尿病）や自殺による死亡率の減少を目指す 

「いのちと健康を守る安全・安心戦略（※別冊「ふるさと秋田元気創造プラン」の７ページを参照）」

に関連する取組が、１年くらい前と比べて進展していると思いますか。 

（○は１つ） 

１       ２         ３         ４        ５  無回答 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 

（2.2） （35.1） （37.0） （12.5） （9.2） （3.9） 

 

 

質問Ⅱ－２ 「いのちと健康を守る安全・安心戦略」では、下記の表－Ⅱに掲げる「プロジェクト」 

を推進することとしています。 

皆さまの実感として、プロジェクトに関連する取組が１年くらい前と比べてどの程度進ん 

できていると思いますか。 

次のア～オのプロジェクトごとに、進展度の番号（文下の「進展度の目安」に示す１～５ 

のいずれか）を表－Ⅱの右回答欄に記入してください。 

 〔進展度の目安〕 

１       ２         ３         ４        ５ 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 
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表－Ⅱ 

プロジェクト プロジェクトの取組内容 回答欄 

ア 

生活習慣病予

防の推進 ○減塩、バランスのとれた食生活、運動習慣の定着、歯科疾患の予

防、喫煙対策などの普及啓発 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（3.9） （36.9） （30.7） （9.9）  （6.0）  （12.6）

イ 

総合的ながん

対策の推進 
○がん検診の普及啓発と、受診しやすい環境づくり 

○がんの種類や病態に応じた、質の高いがん医療の提供 

○がん患者やその家族の苦痛の軽減や療養生活の質の向上 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（3.6） （34.0） （31.9） （11.4）  （6.4）  （12.7）

ウ 

心 の 健康づ

くり・自殺予

防対策の推進 

○自殺予防に関する情報提供・普及啓発、地域における相談支援な

どの総合的な自殺予防対策 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（3.0） （25.5） （32.3） （17.9）  （8.3）  （12.9）

エ 

医療提供体制

の整備 
○医師確保と地域偏在の解消のための総合的な医師確保対策 

○県民が等しく救急・周産期医療の提供が受けられる体制づくり 

○地域の医療機関の機能強化など、県民に良質な医療を効率的に提

供するための体制づくり 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.1） （13.3） （36.0） （28.6）  （7.4）  （13.7）

オ 

県民の公平な

受診機会の確

保 

○過疎化や高齢化が進む地域であっても、住み慣れた地域や家庭で

安心して医療を受けられる体制づくり 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.2） （12.8） （35.1） （30.2）  （6.8）  （13.9）
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Ⅲ 協働社会構築戦略  

 

質問Ⅲ－１ 社会活動へ参加する県民の増加やコミュニティビジネスなどの実践的な活動の推進による新た

な公共を担う社会を目指す「協働社会構築戦略（※別冊「ふるさと秋田元気創造プラン」の８ペー

ジを参照）」に関連する取組が、１年くらい前と比べて進展していると思いますか。 

（○は１つ） 

１       ２         ３         ４      ５    無回答 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 
いえない 

（0.7） （15.5） （46.7） （10.9） （15.7）  （10.6） 

質問Ⅲ－２ 「協働社会構築戦略」では、下記の表－Ⅲに掲げる「プロジェクト」を推進することとして

います。 

皆さまの実感として、プロジェクトに関連する取組が１年くらい前と比べてどの程度進んできて

いると思いますか。 

次のア～ウのプロジェクトごとに、進展度の番号（文下の「進展度の目安」に示す１～５のいず

れか）を表－Ⅲの右回答欄に記入してください。 

 〔進展度の目安〕 

１       ２         ３         ４        ５ 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 

 

表－Ⅲ 

プロジェクト プロジェクトの取組内容 回答欄 

ア 

県民の多様な

活動への参加

促進と協働の

推進 

 

○ＮＰＯやボランティアなどの社会活動や地域活動への県民参

加の促進 

○「協働」に関する県民理解を高めるための啓発活動 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（0.9） （16.9） （41.1） （13.9）  （12.8） （14.3）

イ 

協働の取組と

新ビジネス展

開による地域

活力の創造 

 

○大学や企業の地域貢献活動や、ＮＰＯ等との協働による取組 

○地域活力を創造するため、コミュニティビジネスなどの地域

住民が主体となってビジネス的手法を用いる取組 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（0.7） （17.0） （40.5） （13.8）  （13.4） （14.5）
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ウ 

行 政 と多様

な主体との協

働の推進 
 

○住民サービスの向上や地域の課題解決を図るため、県と市町

村の機能合体や協働、行政と企業など多様な主体との協働に

よる取組 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（0.7） （12.1） （42.2） （15.5）  （15.1） （14.4）

 

Ⅳ 融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略  

 

質問Ⅳ－１ 食と観光をセットにしたサービス商品など、多様な食を提供する「総合食品供給県」への成長を

目指す「融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略（※別冊「ふるさと秋田元気創造プラン」の５

ページを参照）」に関連する取組が、１年くらい前と比べて進展していると思いますか。 

（○は１つ） 

１       ２         ３         ４        ５  無回答 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 

（2.8） （34.7） （34.8） （8.7） （11.4） （7.6） 

質問Ⅳ－２ 「融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略」では、下記の表－Ⅳに掲げる「プロジェクト」

を推進することとしています。 

皆さまの実感として、プロジェクトに関連する取組が１年くらい前と比べてどの程度進んできて

いると思いますか。 

次のア～エのプロジェクトごとに、進展度の番号（文下の「進展度の目安」に示す１～５のいず

れか）を表－Ⅳの右回答欄に記入してください。 

 〔進展度の目安〕 

１       ２         ３         ４        ５ 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 

 

表－Ⅳ 

プロジェクト プロジェクトの取組内容 回答欄 

ア 

秋田の強みを

発揮できる販

売環境づくり 

○県産農林水産物の価値を品質や食味といった情報に加え、産地の

技術力や自然、食文化などを含む秋田の魅力を「丸ごとアピール」

する取組 

○外食・中食や食品加工産業といった多様なニーズに機動的に対応

するための新たな流通・販売体制の構築 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（3.5） （35.1） （30.1） （10.1）  （7.5）  （13.7）
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イ 

新農林水産ビ

ジネスの展開

を支える基盤

づくり 

○意欲的な経営体の中核となる人材育成や、地域を支える法人の設

立支援 

○戦略作物などの産地づくりと一体となったほ場整備の推進や、農

業法人等への農地の面的な利用集積の促進 

○消費者ニーズや市場動向に対応する県オリジナル品種・新商品の

開発 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.9） （22.6） （38.6） （13.6）  （9.4）  （13.9）

ウ 

需 要 創造力

と訴求力を兼

ね備えた産地

づくり 

○実需者や消費者ニーズに対応したブランド品目の生産拡大 

○農業生産における環境への配慮や農畜産物の安全・安心の確保に

資する取組 

○生産性や収益性の向上が期待できる新技術の確立、普及・定着 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.9） （20.9） （39.6） （12.4）  （11.1） （14.2）

エ 

他産業との融

合による多様

な付加価値の

創出 

○地域の農林水産資源を活用した新商品の開発・販売 

○新商品開発や販路開拓、誘客など、農林漁業者が中心となった

「食・農・観」連携体による新たなアグリビジネスを展開 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.9） （21.0） （36.3） （14.4）  （10.8） （15.6）

 

Ⅴ 産業経済基盤の再構築戦略  

 

質問Ⅴ－１ 本県産業を成長分野へシフトさせることにより、経済規模の維持・拡大を図り、雇用の創出と県

民所得の向上を目指す「産業基盤の再構築戦略（※別冊「ふるさと秋田元気創造プラン」の４ペー

ジを参照）」に関連する取組が、１年くらい前と比べて進展していると思いますか。（○は１つ） 

１       ２         ３         ４        ５  無回答 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 

（0.7）  （11.5） （42.7） （21.3） （13.2） （10.6） 
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質問Ⅴ－２ 「産業経済基盤の再構築戦略」では、下記の表－Ⅴに掲げる「プロジェクト」を推進する

こととしています。 

皆さまの実感として、プロジェクトに関連する取組が１年くらい前と比べてどの程度進んできて

いると思いますか。 

次のア～キのプロジェクトごとに、進展度の番号（文下の「進展度の目安」に示す１～５のいず

れか）を表－Ⅴの右回答欄に記入してください。 

 〔進展度の目安〕 

１       ２         ３         ４        ５ 

進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない   どちらとも 
いえない 

 

表－Ⅴ 

プロジェクト プロジェクトの取組内容 回答欄 

ア 

電子部品・デ

バイス産業の

パワーアップ 

○電子部品・デバイス産業で、今後成長が見込まれる半導体関連分

野等に参入を目指す県内企業への支援 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.4） （13.6） （36.6） （16.6）  （16.7） （15.2）

イ 

輸送機械や医

療機器などの

新たなリーデ

ィング産業の

育成と地域に

根ざした産業

の振興 

○次世代自動車や航空機産業など新たな基幹的産業の育成 

○新技術・新製品開発を目指した県内企業と大学・公設試験研究機

関など、産学官の連携・交流 

○地域経済をけん引する中核的企業の育成や地域に根ざした地場企

業への支援 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（0.8） （11.4） （39.2） （18.8）  （14.8） （15.1）

ウ 

環 境 調和型

社会に向けた

産業の集積 

○鉱山関連技術を活かした廃棄物からのレアメタル抽出など、環

境・リサイクル産業の集積 

○太陽光、風力、地熱など、地球に優しいエネルギーの導入や関連

産業の創出・育成 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（3.9） （28.4） （28.2） （12.1）  （12.4） （15.1）
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エ 

戦略的展開に

よる食品産業

の振興 

○食・農・観の連携や売れる商品づくり、多様な販売ルートの確保

などによる食品産業の振興 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（2.0） （20.7） （38.0） （12.6）  （11.4） （15.2）

オ 

人・モノの交

流促進による

ビジネスの拡

大 

○東アジアとの経済交流やコンテナ航路、港湾機能の拡充など、国

際物流ネットワークの構築 

○地域観光資源の活用や多様な媒体を活用した情報発信などによる

国内外からの観光客の誘客促進 

○少子高齢化、健康・福祉、情報、環境関連など時代のニーズを捉

えた新たなサービス産業の育成 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.2） （18.4） （36.2） （15.3）  （13.6） （15.3）

カ 企業誘致等に

よる産業集積

の促進 

○ターゲットを絞った誘致活動や既存企業の新増設への支援など、

産業集積の取組 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（0.4） （5.8） （38.6） （25.2）  （14.7） （15.3）

キ 産業人材の育

成 
○職業訓練等による職業能力開発や公設試験研究機関等による企業

の技術力・研究力の向上に貢献する産業人材の育成 

 

  １       ２        ３         ４       ５    無回答 
進んでいる  やや進んでいる  あまり進んでいない  進んでいない  どちらとも 

いえない 

（1.1） （10.2） （38.2） （19.4）  （15.7） （15.4）
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問３ 県民の皆さまの幸福度について、お伺いします。 

質問３－１ 「ふるさと秋田元気創造プラン」の推進などにより、日々の暮らしの中で、どの程度幸せを感じ

ていますか。「とても幸せ」を10点、「とても不幸」を０点とすると、何点くらいになると思います

か。（○は１つ） 

とても不幸                                         とても幸せ 

０点   １点   ２点   ３点   ４点   ５点   ６点   ７点   ８点  ９点  10点 

（1.7） （1.6） （2.8） （11.9） （13.3） （26.8） （14.6） （12.2） （7.4） （2.2） （1.3） 

無回答  平均 

（4.2） （5.2） 

 

質問３－２ 幸福感を判断する際に重視した基準は何ですか。（○は２つまで） 

（36.3）１ 自分の理想との比較 

（69.2）２ 将来への期待・不安 

（20.7）３ 過去の自分との比較 

（15.3）４ 他人との比較 

（4.3） ５ その他（                      ） 

（3.2） 無回答 

 

質問３－３ 幸福感を判断する際に重視した事項は何ですか。（○はいくつでも） 

（58.9）１ 健康状態                （12.2）９ 地域コミュニティーとの関係 
（47.5）２ 家族関係                （21.4）10 子育て・教育環境 
（60.9）３ 家計の状況（所得、消費）        （20.8）11 治安の良さ 
（26.4）４ 自由な時間・充実した余暇        （27.1）12 自然環境の豊かさ 
（40.5）５ 就業状況（仕事の有無、安定）      （15.5）13 食材の豊富さ 
（20.2）６ 友人関係                （43.3）14 生活のしやすさ 

（24.5）７ 仕事や趣味、社会貢献などの生きがい   （4.6） 15 地域の伝統文化・芸能 

（11.5）８ 職場の人間関係             （0.8） 16 その他（         ） 

                          （2.5） 無回答 

 

質問３－４  県民の皆さまの幸福感を高める観点から、県に力を入れてほしいことは何ですか。 

（○は３つまで） 

（28.8）１ 産業経済基盤の再構築               （15.6）10 交通基盤の整備 

（11.4）２ 新農林水産ビジネスの創出           （7.7） 11 快適で災害に強い生活基盤づくり 

（58.4）３ 就職・結婚・出産・子育てしやすい環境の整備 （3.8） 12 男女共同参画の推進 

（50.4）４ 保健・医療サービスの充実           （2.5） 13 文化活動の環境整備 

（1.9） ５ 協働社会の構築                      （29.5）14 福祉サービスの充実 

（10.8）６ 教育環境の整備                  （20.1）15 安全・安心な生活環境の整備 

（2.5） ７ 国際社会における人材育成や地域の国際化の推進（2.2） 16 文化と景観の保全 

（4.1） ８ 環境保全活動への取組            （10.6）17 生活圏の機能維持 

（9.7） ９ 自然環境の保全               （1.2） 18 その他（           ） 

                            （2.9） 無回答 
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問４ 県の広報について、お伺いします。 
 

質問４－１ 日ごろ県の施策・事業等を何から知ることが多いですか。（○はいくつでも） 

（61.8）１ 県が発行する広報紙（全戸配布広報紙等） 

（7.5） ２ 県のホームページ（「美の国あきたネット」等） 

（28.0）３  県政広報番組（テレビ、ラジオ） 

（72.6）４ 新聞記事やテレビ、ラジオ等のニュース番組 

（1.5） ５ その他（具体的に                        ） 

   （3.4） 無回答 

 

質問４－２ 広報紙やホームページ、テレビ、ラジオ等による広報活動は十分行われていると思いますか。 

（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 

十分       ある程度     あまり      行われていない  どちらとも 

   行われている   行われている   行われていない           いえない 

  （6.2） （63.5）  （15.1） （3.7） （8.6）  （2.9） 

 

問５ 読書活動について、お伺いします。 

「秋田県民の読書活動の推進に関する条例」が制定され、県民の読書活動をさかんにする環境を整備す

ることになりました。 

 

質問５－１ あなたは本や雑誌、新聞等を１日平均何時間くらい読んでいますか。（○は１つ） 

 （3.1）１ ２時間以上 （16.7）２ １時間～２時間 （40.5）３ 30分～１時間 （33.0）４ 30分未満 

（4.4）５ 全く読まない （2.2）無回答 

 

質問５－２ 読書活動をさかんにするためには、当面、県は何を優先して実施したらよいと思いますか。 

（○は１つ） 

（36.8）１ 本を貸し借りしやすいように図書館等の利便性を向上させる 

（14.1）２ 読み聞かせボランティア等の活動団体を支援したり、意見交換の場を設定したりしながら 

      読書環境づくりを進める 

（25.6）３ 学校や家庭、団体・企業等への啓発活動を充実させる 

（13.2）４ 読書の日を制定するなど、本に親しんだり、大切にしたりする運動を展開する 

（4.8） ５ その他（具体的に                          ） 

（5.5） 無回答 

 

問６ 社会活動・地域活動について、お伺いします。 

県では、地域に住む人たちが、それぞれの立場から可能な限り社会活動や地域活動（ＮＰＯ活動、ボ

ランティア活動、自治会活動）に参加し、様々な課題解決に取り組んでいくことを推進しています。 

  ※具体例・・・地域の公園の花壇の手入れ、河川のゴミ拾い、子育て支援、まちづくりフェスティバルへ

の協力、団体の構成員としての活動など。 

 

質問６－１ 『社会活動・地域活動』について関心はありますか。（○は１つ） 

（16.8）１ 関心がある   （53.7）２ ある程度関心がある    （22.3）３ あまり関心がない 

（3.6） ４ 関心がない   （0.5）５ その他（具体的に   ）  （3.0） 無回答 
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質問６－２  ここ１年間に仕事以外の何らかの『社会活動・地域活動』に取り組んだことがありますか。 

（○は１つ） 

 

（46.8）１ ある    （50.6）２ ない    （2.6）無回答 

 

質問６－３ 上記で２と答えた方にお聞きします。取り組んでいない理由はどれですか。 

（○はいくつでも） 

（20.2）１ 情報がない       （41.8）２ きっかけがない      （41.9）３ 時間がない 

（17.0）４ 活動の仕方がわからない （12.6）５ そもそも活動したいとは思わない  

（5.2） ６ その他（具体的に   ） （1.4）無回答 

 

問７  高齢化社会について、お伺いします。 

   県では、高齢者が生涯現役で、はつらつと活躍できる社会の構築を目指し、高齢者が経験や知識を生

かして仕事や社会活動などに積極的に取り組んでいくための環境づくりを行っていくこととしています。 

 

質問７－１ あなたは、この１年間に次のような活動を行った（参加した）ことがありますか。 

（○はいくつでも） 

（55.0）１ 社会活動（アルファベットに○） 
（9.8） ａ 子育て支援 （7.7）ｂ 郷土芸能の伝承 （56.5）ｃ 環境美化 （9.7）ｄ まちづくり 

（21.5）ｅ 交通安全  （14.5）ｆ 防犯・防災 （13.5）ｇ 高齢者支援 （24.3）ｈ 祭りの世話 

（4.9） ｉ その他（              ） 

（60.6）２ 仕事（アルファベットに○） 
（14.7）ａ 自営業 （21.2）ｂ 農業 （54.0）ｃ 会社・団体等勤務 （14.5）ｄ その他（   ） 

（22.6）３ 趣味 
（24.0）４ 健康づくり・スポーツ 

（9.2） ５ 生涯学習・文化活動 

（2.6） ６ その他（具体的に                             ） 
（16.0）無回答 

質問７－２ 高齢者として、または、高齢者になったらやってみたいこと、参加したい（続けたい）活動は何

ですか。（○はいくつでも） 

（58.3）１ 社会活動（アルファベットに○） 
（21.4）ａ 子育て支援 （12.7）ｂ 郷土芸能の伝承 （50.7）ｃ 環境美化 （19.5）ｄ まちづくり  

（13.1）ｅ 交通安全  （11.0）ｆ 防犯・防災 （17.7）ｇ 高齢者支援 （13.5）ｈ 祭りの世話  

（2.7） ｉ その他（         ） 

（42.0）２ 仕事（アルファベットに○） 
（20.6）ａ 自営業 （41.6）ｂ 農業 （29.6）ｃ 会社・団体等勤務  

（12.1）ｄ その他（         ） 

（48.6）３ 趣味 
（45.9）４ 健康づくり・スポーツ 

（23.1）５ 生涯学習・文化活動 

（14.0）６ 特に何もせず、のんびりしたい 

（1.8） ７ その他（具体的に                             ） 
（5.5） 無回答 
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質問７－３ 質問７－２の理由は何ですか。（○はいくつでも） 

（62.9）１ 生活に充実感を持ちたいから 
（22.6）２ 知識、経験など自分の能力を活用したいから 
（14.2）３ 新しい友人を得たいから 
（18.5）４ 見聞を広めたいから 

（42.5）５ 健康や体力に自信を付けたいから 

（29.0）６ お互いに助け合うことが大切だから 

（21.2）７ 地域社会に貢献したいから 

（15.3）８ 生活費を補うため 

（7.8） ９ 将来に備えてできるだけ蓄えを増やすため 

（2.2） 10 その他（具体的に                        ） 
（5.9） 無回答 

質問７－４ 高齢者が社会活動や仕事を実際に行う（参加する）ためには、どのような条件が必要だと思いま

すか。（○はいくつでも） 

（31.1）１ 社会活動に関する情報が十分提供されていること 

（54.4）２ 一緒に活動する仲間がいること 

（39.7）３ 参加を呼びかける団体や世話役がいること 

（32.5）４ 活動場所となる施設があること 

（26.9）５ 資金的な援助があること 

（34.0）６ 肉体的な負担が重くないこと 

（36.0）７ これまでの知識、経験が生かせること 

（33.6）８ 時間や期間にあまり拘束されないこと 

（37.2）９ 活動場所が自宅からあまり離れていないこと 

（34.3）10 高齢者が使いやすい交通手段が整備されていること 

（15.6）11 高齢者が使いやすい情報通信手段が整備されていること 

（62.2）12 自分自身が健康であること 

（10.3）13 報酬が内容に見合っていること 

（10.8）14 活動のための保険制度（ボランティア保険など）があること 

（28.2）15 報酬を得ても年金が減額されないこと 

（0.7） 16 その他（                           ） 

（5.3） 無回答 

 

 

問８ 子どもの生み育てやすい環境づくりについて、お伺いします。 

質問８－１ あなたの家庭や地域、職場において、子どもを生み育てやすい環境が整っていると思いますか。

（○は１つ） 

 １ ２ ３ ４ ５ 無回答 
整っている ある程度 あまり 整っていない どちらとも  
  整っている 整っていない  いえない 

 （3.3）  （33.9）  （33.8） （16.7） （7.4） （5.0） 
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問９ 地域の国際化に関することについて、お伺いします。 

質問９－１ これまでに海外に渡航したことがありますか。 

（○は 1つ） 

 

（41.3）１ ある     （56.6）２ ない     （2.1）無回答 

 

 

質問９－２ 質問９－１で「ない」と答えた方に渡航したことのない理由をお聞きします。 

（○は 1つ） 

（11.6）１ 海外に興味がない 

（51.5）２ 時間や経済的な余裕がない 

（1.1） ３ 行ってみたかったが、どのようにしたら良いかわからなかった 

（33.2）４ 特に理由はないが、機会がなかった 

（1.8） ５ その他（具体的に                    ） 

（0.8） 無回答 

質問９－３ あなたは、自分の住む地域社会において、外国人とどの程度の接点がありますか。 

（○は１つ） 

（72.1）１ 近くに外国人が住んでいないので、接点はない 

（15.6）２ 近くに外国人が住んでいるものの、地域やイベントなどで見かける程度である 

（2.8） ３ 地域やサークル活動を通じて、日本人の住民等と同程度の付き合いがある 

（1.2） ４ 外国人と積極的に交流している 

（3.9） ５ その他（具体的に                           ） 

（4.4） 無回答 

質問９－４ 県内に外国人が増え、地域の国際化が進むことについてどう考えますか。（○は１つ） 

（31.5）１  良いことだと思う 

（39.8）２ どちらかと言えば良いことだと思う 

（6.4） ３ どちらかと言えば良くないことだと思う 

（2.2） ４ 良くないことだと思う 

（17.4）５ わからない 

（2.7） 無回答 

 

質問９－５ 質問９－４で「１」又は「２」と答えた方にお伺いします。 

         地域の国際化が進むことで何を期待しますか。(○はいくつでも) 

（61.5）１ 外国人との交流機会が増えることで、異文化に触れる機会が多くなる 
（26.1）２ 自分たちの生活や習慣といった文化を外国人に広めることができる 

（27.2）３ 外国人が地域のイベントや活動に参加することで地域活動の活性化が図られる 

（14.6）４ 外国人の購買力や起業などにより、地域経済が活性化する 

（64.1）５ 国際感覚が養われるなど、若い人の将来にとって有意義である 

（1.3） ６ その他（具体的に                           ） 

（0.7） 無回答 

 

 



－ 227 － 

質問９－６ 質問９－４で「３」又は「４」と答えた方にお伺いします。 

     地域の国際化が進むことでどのような不安を感じますか。（○は１つ） 

（47.2）１ 日本の文化や習慣をよく知らない外国人が増えることで、治安や風紀が悪化するよう 
なイメージがある 

（12.2）２ 言葉が通じない、生活習慣等が違う隣人が増加するという漠然とした不安を感じる 
（21.7）３ 考え方の違う住民が増えることで、トラブルやいさかいが増える気がする 
（15.0）４ 外国人が増えることで雇用の機会が奪われたり、外国人向けの公共サービスが必要に 

なり住民が負担する社会的なコストが増すような気がする 
（0.6） ５ その他（具体的に                             ） 

（3.3） 無回答 

質問９－７ 県をはじめとする行政は、地域の国際化に向けてどんな取組をするべきだと思いますか。 

（○はいくつでも） 

（23.7）１ 外国の地方政府等と姉妹都市提携を結ぶなど、外国と交流する機会を増やす 
（25.2）２ 地域の国際化活動を進める民間団体の活動を支援するとともに、通訳などの国際交 

流ボランティアやリーダーを養成する 
（46.8）３ 小中学校などでの異文化交流活動を増やし、青少年の国際理解を深める 
（25.9）４ 日本人、外国人が交流できるイベントの開催や国際理解講座や異文化交流活動を支 

援する 
（28.1）５ 公共的な施設や道路案内などの外国語併記を進め、外国人が訪れやすい、生活しやす 

い県づくりを進める 

（18.2）６ 英語、中国語、韓国語等での生活や観光に関する情報提供の充実を図る 

（23.2）７ 外国人が日本の生活に早くなじめるように、日本語講座や生活ルール、習慣に関する 
講座を開催する 

（38.4）８ 外国人住民とのトラブルを相談できる相談窓口の開設やアドバイザー等を設置し、外 
国人と日本人双方の不安を解消する 

（2.5） ９ その他（具体的に                            ） 

（7.5） 無回答 

 

 

問 10 新型インフルエンザ対策における広報体制について、お伺いします。 

質問10－１ 新型インフルエンザに関する情報を知るために、もっとも役に立った媒体は何ですか。 

  （○は１つ） 

（4.3） １ 県の広報誌    （1.5）３ 県のホームページ    （23.9）５ 新聞 

（13.5）２ 市町村の広報誌  （1.0）４ 市町村のホームページ  （52.8）６ テレビ・ラジオ 

（3.0） 無回答 

 

質問10－２ どのような情報が役に立ったと思いますか。（○はいくつでも） 

（60.8）１  新型インフルエンザ患者の発生状況などの情報 

（57.2）２ 新型インフルエンザの予防に関する情報 

（49.4）３ 新型インフルエンザの診療を行っている医療機関に関する情報 

（41.7）４ 新型インフルエンザワクチン接種の優先接種順位や接種費用支援などの情報 

（0.6） ５ その他（具体的に                          ） 
（3.4） 無回答 



－ 228 － 

問 11  障害者の福祉について、お伺いします。 

質問11－１ 国や地方公共団体では、「共生社会」の考え方に基づいて、障害のある人もない人も共に生活で

きるための環境づくりを進めています。あなたは、この「障害のある人が身近で普通に生活してい

るのが当たり前だ」という考え方について、どう思いますか。（○は 1つ） 

（48.9）１ そう思う              （2.9） ４ そう思わない  
（23.1）２ どちらかといえばそう思う      （14.8）５ 一概にいえない 
（2.0） ３ どちらかといえばそう思わない    （4.2） ６ わからない 

（4.2） 無回答 

質問11－２ あなたは、障害のある人のために企業などの民間団体が行う活動について、どのようなことを希

望しますか。（○はいくつでも） 

（54.0）１ 障害のある人の雇用の促進 

（63.8）２ 障害者になっても継続して働くことができる体制の整備 

（28.1）３ 障害や障害のある人への理解を深めるための研修の実施 

（30.9）４ 障害のある人の雇用の促進、スポーツ・文化・レクリエーション活動に対する支援 

（35.6）５ 障害のある人に配慮した事業所等の改善・整備 

（14.0）６ 障害のある人に配慮した商品の開発 

（30.9）７ 職場での精神的な不安を解消する相談体制の整備 

（20.8）８ 職場での事故防止体制の充実 
（27.8）９ 障害のある人を支援するための介護休暇制度やボランティア休暇制度の充実 

（23.7）10 障害者団体に対する経済的支援 

（4.8） 11 障害に関連する分野での国際協力の推進 

（1.4） 12 その他（具体的に                             ） 
（3.3） 13 わからない 
（3.3） 無回答 

質問11－３ 障害のある人々に関する国や地方公共団体の施策のうち、あなたがもっと力を入れる必要がある

と思うのはどれですか。（○はいくつでも） 

（36.5）１ 障害のある人々への理解を深めるための啓発・広報活動 

（30.1）２ ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実 

（44.2）３ 生活の安定のための年金や手当の充実 

（38.6）４ 障害のある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備 

（41.4）５ 障害のある子どもの相談・支援体制や教育の充実 

（47.4）６ 障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保 

（30.5）７ 保健医療サービスやリハビリテーションの充実 

（20.4）８ 点字・手話、字幕放送などの情報提供の充実 
（1.3） ９ その他（具体的に                          ） 
（3.4） 10 わからない 
（3.6） 無回答 
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問 12 県の地球温暖化防止対策について、お伺いします。 

質問12－１ あなたは、地球温暖化の防止に関して、どのような取組を実施（予定含む）していますか。 

（○はいくつでも） 

（79.4）１ 節電、節水など 

（28.1）２ 冷暖房の温度を夏は 28℃以上、冬は 20℃以下に設定 

（19.0）３ 冷蔵庫の設定温度を季節に合わせて変更 

（32.7）４ エコドライブ（ふんわりアクセル、アイドリングストップなど） 

（2.4） ５ 環境家計簿の作成 

（9.3） ６ 地域での環境活動への参加 

（19.1）７ 自転車や公共交通機関の利用 

（21.1）８ 家電や白熱灯を省エネ型に買い換え 

（15.6）９ エコカーの購入 

（6.6） 10 給湯器を高効率型（エコキュート、エコジョーズ等）に買い換え 

（4.5） 11 住宅用太陽光発電の導入 

（10.2）12 住宅の断熱改修や断熱リフォーム 

（1.7） 13 その他（                               ） 

（4.6） 無回答 

質問12－２ 県は何を優先して実施したらよいと思いますか。（○は４つまで） 

（26.2）１ 地域での環境学習や環境活動の機会の充実 

（24.1）２ 省エネやエコドライブなどの効果に関する正確な情報の提供 

（19.4）３ 家電や白熱灯の省エネ型への買い換え促進 

（22.8）４ 住宅用太陽光発電の導入支援 

（14.0）５ 住宅用高効率給湯器の導入支援 

（24.1）６ エコカーの導入支援 

（27.4）７ 住宅の断熱改修、断熱リフォームへの支援 

（15.4）８ 省エネ設備や新エネ設備の導入に対する支援（工場・事業所向け） 

（14.9）９ 一定規模以上の温室効果ガスを排出する企業に対する規制や指導 

（25.9）10 自転車や公共交通機関の利用促進や渋滞を防ぐための交通・まちづくり 

（36.2）11 新エネルギー（太陽光、風力、地熱、バイオマス等）の開発や普及 

（29.7）12 温室効果ガス吸収源対策としての森林や緑地の整備 

（1.6） 13 その他（                              ） 

（4.9） 無回答 

 

 

問 13 循環型社会の形成について、お伺いします 
 

循環型社会とは、「資源を効率的に利用し、できる限りごみを出さず、やむを得ず出るごみは資源と

して再利用し、利用できないごみは適正に処分する」という考え方が定着し、それが実行されている社

会のことです。 
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質問13－１ あなたは、日ごろの暮らしの中で、ごみとどのように関わっていますか。（○は 1 つ） 

（1.7） １ ごみ問題※を意識せず、多くのものをごみとして捨てている 

（33.6）２  ごみ問題は意識しているが、多くのものをごみとして捨てている 

（60.0）３ ごみ問題を意識して、ごみを少なくする配慮やリサイクルをできるだけ心がけている 

（2.0） ４ わからない 

（2.7） 無回答 

※ ごみ問題・・・天然資源が大量に消費され自然環境が損なわれる、ごみの発生量が増え続け、ごみを

埋立する処分場の容量の残りが少なくなる、山野などへごみが不法投棄されているな

ど、ごみに関する社会問題のこと。 

 

質問13－２ 日ごろの暮らしの中で、どのような取り組みをしていますか。（○はいくつでも） 

（35.5）１ すぐに飽きたり流行遅れになって捨ててしまいそうなものは買わないようにしている 

（34.2）２ 使い捨て製品を選ばず、長期間繰り返し使用できるものを買うようにしている 

（60.6）３ 詰め替え製品や量り売りの商品がある場合には、それらを選んで買うようにしている 

（32.4）４ 壊れたものでも修理して使用するようにしている 

（49.2）５ 買い物をするときに、自分の買物袋を使用し、レジ袋をもらわないようにしている 

（36.4）６ 食品を上手に使い切る調理をしたり、食べ残しを出さないようにしている 

（35.5）７ 生ごみの水切りを十分にしている 

（68.9）８ びん・缶などをきちんと区別して分別したり、スチロールトレイの回収に協力している 

（13.5）９ 生ごみを堆肥にしたり、家畜のえさなどに利用している 

（5.9） 10 廃食用油の回収に協力したり、自ら再生利用している 

（39.8）11 古着をぞうきんにするなど、不要となったものを別の目的に使用するようにしている 

（18.7）12  不要品をリサイクルショップやバザーを利用して、他の人が再使用できるようにしている 

（16.5）13 中古の日用品や家財、衣服を買ったり、譲ってもらったりして使用している 

（0.3） 14  その他（                                ） 

（2.9） 無回答 

質問13－３ 循環型社会の形成に向けて、県にどのような取り組みを期待しますか。（○は５つまで） 

（67.2）１ 子どもの頃からごみ問題について意識を高めるため、環境教育を行う 

（25.6）２ 成人を対象としたごみ問題について意識を高めるため、環境学習を行う 

（56.1）３  ごみを減らす工夫やリサイクルの方法など県民向けに情報を提供する 

（11.4）４ できるだけごみを出さないように、ごみの有料化を市町村に働きかける 

（24.8）５ ごみの分別品目を増やし、リサイクルを推進するよう市町村に働きかける 

（24.4）６ 稲わらを原料とするバイオエタノールなど、バイオマスの利活用を進める 

（27.3）７ 廃家電からの金属リサイクルなど、循環型社会ビジネスを積極的に振興する 

（29.8）８ ごみなどを原料としたリサイクル製品の普及を進める 

（21.5）９ 県内に蓄積された技術を活用した、先進的なリサイクルの研究開発などを支援する 

（16.6）10 ごみの減量化・リサイクルを行っている地域団体やＮＰＯを支援する 

（8.4） 11 地域でごみの減量化やリサイクル活動を実践するリーダーを養成する 

（11.4）12 環境への負荷が小さい製品やサービスを率先して購入する 

（0.9） 13  その他（                                 ） 

（1.5） 14  わからない 

（4.4） 無回答 
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問 14 「身近な地域や秋田がこうあってほしいなどの願いや希望、夢」について、何でもお気

軽にお聞かせください。 
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回答を統計的に分析するために、あなた御自身と御家族のことについてお聞かせください。 
Ｆ１ あなたの性別はどちらですか。（○は１つ） 
 

（46.0）１ 男 性 （50.4）２ 女 性 （3.6）無回答  
 
 
Ｆ２ あなたの年齢は次のどれにあたりますか。（○は１つ） 

１ ２０歳代 ２ ３０歳代 ３ ４０歳代 ４ ５０歳代 ５ ６０歳代  ６ ７０歳以上 無回答 
  （9.9） （14.0） （19.6） （22.1） （19.3）  （11.5） （3.5） 

 
Ｆ３ あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。（○は１つ） 
 

（67.6）１ い る （25.6）２ いない （6.8）無回答  
 

（１に○をつけた方のみ） 
 Ｆ３－１ お子さんは次のどの就学段階にありますか。（○はいくつでも）     N1,413 
 

（13.0）１ 小学校入学前 （14.9）４ 高校生 
（16.5）２ 小学生 （14.2）５ 短大・大学（大学院を含む）・専門学校生  
（11.7）３ 中学生 （55.1）６ 学校を卒業した（中退を含む） 

 （4.1） 無回答 

 
Ｆ４ あなたのお住まいは次のどこにありますか。（○は１つ） 
 

（3.5） １ 鹿角地域   （鹿角市、小坂町）  
（10.4）２ 北秋田地域  （大館市、北秋田市、上小阿仁村）  
（6.9） ３ 山本地域   （能代市、藤里町、三種町、八峰町）  
（38.0）４ 秋田地域   （秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村） 
（10.3）５ 由利地域   （由利本荘市、にかほ市）  
（12.3）６ 仙北地域   （大仙市、仙北市、美郷町）  
（8.6） ７ 平鹿地域   （横手市） 
（6.3） ８ 雄勝地域   （湯沢市、羽後町、東成瀬村）  
（3.6） 無回答 

 
Ｆ５ あなたのお住まいの地域は次のどれにあたりますか。（○は１つ） 
 

（50.9）１ 都市部（住宅・商店・事務所・工場などの多い地区） 

（44.6）２ 農山漁村部  
（4.5） 無回答 
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Ｆ６ あなたの職業は、次のどれにあたりますか。（○は１つ） 
 

（41.3）１ 勤め人 （1.2） ４ 学 生 
（13.6）２ 自営業 （18.0）５ 無 職  
（18.5）３ 主婦（パートタイム従業者を含む） （1.5） ６ その他（具体的に    ） 

 （5.9） 無回答 

（１または２に○をつけた方のみ） 
Ｆ６－１ どのような業種ですか。（○は１つ）                  N=1,148 

 
（10.9）１ 農 業 （5.1） ８ 運輸・通信業  
（0.7） ２ 林 業 （10.2）９ 卸売・小売業、飲食業 
（0.2） ３ 漁 業 （3.2） 10 金融・保険業 
（0.4） ４ 鉱 業 （0.5） 11 不動産業  
（9.1） ５ 建設業 （21.0）12 サービス業  
（13.9）６ 製造業 （10.4）13 公 務 

（2.4） ７ 電気・ガス・熱供給・水道業  （11.2）14 その他（具体的に      ） 
    （0.8） 無回答 

 
 
これでアンケートは終わりです。御協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

 
同封の返信用封筒（切手不要）に入れて７月７日（水）までにご投函ください。 
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１「ふるさと秋田元気創造プラン」について 

 秋田県では、少子高齢化の加速や地域経済の悪化・長期化などに起因する地域活力の

衰退といった問題を抱えております。これらの基本問題の克服を図るためには、地球規

模での環境意識の高まり、食料需給のひっ迫、環日本海圏経済の成長などの時代潮流を

的確に捉え、秋田の可能性を見据えて取り組む必要があります。 

そこで本県では、厳しい経済・雇用情勢の克服、産業構造の成長分野へのシフトや新

産業の育成、新たな農業・農村政策の展開、少子化対策、地域医療提供体制の充実など

に重点特化した「ふるさと秋田元気創造プラン」を平成２２年３月に策定しました。 

このプランでは、「ふるさと秋田」の元気創造に向け、将来の秋田の発展にとって不

可欠な政策をタイミングを逃さず打ち出し、かつ戦略的に、県民と一丸となって取組を

進めていくこととしております。 

また、社会経済環境の変化が激しい時代であることを踏まえ、４年間（Ｈ２２～２５

年度）に４つの“秋田の元気”を創造することを目標に掲げ、２３のプロジェクトから

なる「５つの戦略」と「４つの横断的な取組」により、その実現を目指していこうとす

るものです。 
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）
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）

４年間に創造する“秋田の元気”

元気Ａ：秋田に新たな“戦略産業を創出”する

元気Ｂ：秋田の“食・農・観”を丸ごと売り出す

元気Ｃ：県民が一丸となって“脱少子化秋田”を果たす

元気Ｄ：高齢社会に対応した“安心医療秋田”、“協働社会秋田”をつくる
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「県民パワーの結集」・・・県民、ＮＰＯ、市町村、企業、ボランティアなど多様な主体
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元気Ｃ：県民が一丸となって“脱少子化秋田”を果たす

元気Ｄ：高齢社会に対応した“安心医療秋田”、“協働社会秋田”をつくる

４つの元気を実現するための「５つの戦略」・「４つの横断的取組」

「県民パワーの結集」・・・県民、ＮＰＯ、市町村、企業、ボランティアなど多様な主体
「県民パワーの結集」・・・県民、ＮＰＯ、市町村、企業、ボランティアなど多様な主体

協働 連携

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

産業経済基盤
の再構築戦略

融合と成長の
新農林水産ビジ
ネス創出戦略

県民参加による
脱少子化戦略

いのちと健康を
守る安全・安心

戦略

協働社会
構築戦略

教育・
人づくり

ＩＴ・
科学技術

環境政策
社会資本
の整備

秋田の可能性

時代潮流

基本問題

10

ふるさと秋田元気創造プラン

別 冊

４年間に創造する “秋田の元気 ”

○ 秋田が抱える課題を克服し、時代潮流や秋田の可能性を活かしながら、成長・発展の道筋 

をつけるため、４年間に創造する「４つの元気（元気Ａ～Ｄ）」を目標として掲げました。

○ ｢４つの元気」を実現するために、「５つの戦略」と「４つの横断的取組」を推進していき 

ます。 

○ふるさと秋田の元気創造に向け、県民と一丸となって取組を進めていきます。 



 －235－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元気Ａ～元気Ｄの主な目標値と主な取組

元気Ａ
秋田に新たな“戦略産業を
創出”する

・製造品出荷額
１兆８，０００億円
（Ｈ２０から約１６％の伸び）

・製造品出荷額
１兆８，０００億円
（Ｈ２０から約１６％の伸び）

《主な目標値》

《主な取組》

○新エネルギー関連産業の創出
＜スマートグリッドの実証モデルづくり＞
○次世代自動車・航空機産業への参入促進
＜ＥＶ等技術の確立、輸送機部品共同受注＞
○電子部品・デバイス産業の付加価値倍増
＜中核企業への集中的支援＞
○環境・リサイクル産業の拠点化
＜金属リサイクルの拠点づくり＞
○環日本海の経済交流・ビジネス拡大
＜シーアンドレール構想の推進＞

元気Ｂ
秋田の“食・農・観”を
丸ごと売り出す

・農畜水産物産出額と食品製造
品出荷額の合計３，５００億円
（年率約２％の伸び）

・農畜水産物産出額と食品製造
品出荷額の合計３，５００億円
（年率約２％の伸び）

《主な目標値》

《主な取組》

○農商工観による連携ビジネスの創出
＜農業発の新ビジネスモデル展開＞
○ブランド品目の産地づくり
＜日本一のメジャー品目、特産のプチ産地づくり＞
○最新加工技術や設備導入で食品産業の成長加速
＜牽引役となる中核事業者の育成＞
○秋田を丸ごと売り込むセル・アキタの推進
＜食・自然・文化のトータル発信＞
○地域経済・社会を支える観光創造
＜多彩なツーリズム企画の発信＞

元気Ｃ
県民が一丸となって
“脱少子化秋田”を果たす

・秋田の出生数
８，０００人
（減少傾向に歯止め、増加へ）

・秋田の出生数
８，０００人
（減少傾向に歯止め、増加へ）

《主な目標値》

《主な取組》

○少子化克服のため官民の協働体制づくり
＜行動県民会議、市町村包括交付金、ファンド＞
○結婚支援センターの全県展開
＜県民サポーターによる出会いと結婚の応援＞
○仕事と育児等の両立支援を進める企業の応援
＜企業支援奨励金＞
○多様なニーズに対応した
保育機能の強化

＜待機児童解消、
院内保育施設の充実＞

元気Ｄ
高齢社会に対応した
“安心医療秋田”、
“協働社会秋田”をつくる

・生活習慣病死亡率
２３０．５／１０万人
（全国平均値以下へ）

・生活習慣病死亡率
２３０．５／１０万人
（全国平均値以下へ）

《主な目標値》

《主な取組》

【安心医療秋田】
○生涯を通じた生活習慣病予防対策の推進
＜生活習慣の改善、若年期からのメタボ予防＞
○総合的ながん対策の推進
＜検診受診率の向上、質の高い医療の提供＞
○自殺予防対策の推進
＜自殺予防県民運動＞
○医療提供体制の確保・充実
＜医師確保・救急医療・中核的病院の機能強化＞

・コミュニティビジネス
等の起業
４年間で２００件超の起業

・コミュニティビジネス
等の起業
４年間で２００件超の起業

【協働社会秋田】
○協働による地域活力の再生・強化
＜県民の地域活力創造プランの公募・支援＞
○元気なムラづくり
＜住民主役の地域活性化対策、
高齢者ビジネスの起業支援＞

○地域住民発のコミュニティビジネス、
地域サービス産業などの起業の活発化

元気Ａ～元気Ｄの主な目標値と主な取組

元気Ａ
秋田に新たな“戦略産業を
創出”する

・製造品出荷額
１兆８，０００億円
（Ｈ２０から約１６％の伸び）

・製造品出荷額
１兆８，０００億円
（Ｈ２０から約１６％の伸び）

《主な目標値》

《主な取組》

○新エネルギー関連産業の創出
＜スマートグリッドの実証モデルづくり＞
○次世代自動車・航空機産業への参入促進
＜ＥＶ等技術の確立、輸送機部品共同受注＞
○電子部品・デバイス産業の付加価値倍増
＜中核企業への集中的支援＞
○環境・リサイクル産業の拠点化
＜金属リサイクルの拠点づくり＞
○環日本海の経済交流・ビジネス拡大
＜シーアンドレール構想の推進＞

元気Ｂ
秋田の“食・農・観”を
丸ごと売り出す

・農畜水産物産出額と食品製造
品出荷額の合計３，５００億円
（年率約２％の伸び）

・農畜水産物産出額と食品製造
品出荷額の合計３，５００億円
（年率約２％の伸び）

《主な目標値》

《主な取組》

○農商工観による連携ビジネスの創出
＜農業発の新ビジネスモデル展開＞
○ブランド品目の産地づくり
＜日本一のメジャー品目、特産のプチ産地づくり＞
○最新加工技術や設備導入で食品産業の成長加速
＜牽引役となる中核事業者の育成＞
○秋田を丸ごと売り込むセル・アキタの推進
＜食・自然・文化のトータル発信＞
○地域経済・社会を支える観光創造
＜多彩なツーリズム企画の発信＞

元気Ｃ
県民が一丸となって
“脱少子化秋田”を果たす

・秋田の出生数
８，０００人
（減少傾向に歯止め、増加へ）

・秋田の出生数
８，０００人
（減少傾向に歯止め、増加へ）

《主な目標値》

《主な取組》

○少子化克服のため官民の協働体制づくり
＜行動県民会議、市町村包括交付金、ファンド＞
○結婚支援センターの全県展開
＜県民サポーターによる出会いと結婚の応援＞
○仕事と育児等の両立支援を進める企業の応援
＜企業支援奨励金＞
○多様なニーズに対応した
保育機能の強化

＜待機児童解消、
院内保育施設の充実＞

元気Ｄ
高齢社会に対応した
“安心医療秋田”、
“協働社会秋田”をつくる

・生活習慣病死亡率
２３０．５／１０万人
（全国平均値以下へ）

・生活習慣病死亡率
２３０．５／１０万人
（全国平均値以下へ）

《主な目標値》

《主な取組》

【安心医療秋田】
○生涯を通じた生活習慣病予防対策の推進
＜生活習慣の改善、若年期からのメタボ予防＞
○総合的ながん対策の推進
＜検診受診率の向上、質の高い医療の提供＞
○自殺予防対策の推進
＜自殺予防県民運動＞
○医療提供体制の確保・充実
＜医師確保・救急医療・中核的病院の機能強化＞

・コミュニティビジネス
等の起業
４年間で２００件超の起業

・コミュニティビジネス
等の起業
４年間で２００件超の起業

【協働社会秋田】
○協働による地域活力の再生・強化
＜県民の地域活力創造プランの公募・支援＞
○元気なムラづくり
＜住民主役の地域活性化対策、
高齢者ビジネスの起業支援＞

○地域住民発のコミュニティビジネス、
地域サービス産業などの起業の活発化
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２「ふるさと秋田元気創造プラン」の実現に向けて 

   （１）本県が重点的に進める事項 

プランでは、本県が直面する基本問題の解決に向けた取組を着実に推進していく

ため、「人口減少傾向へ歯止めをかける」及び「安全・安心な生活を守るセーフテ

ィネットの充実」に、果敢に挑戦し、重点的、集中的に取り組んでいきます。 

 

   本県がこれから重点的、集中的に推進すべき事項 

○人口減少傾向へ歯止めをかける 

 若者の定着促進、若者が結婚し、子どもを産み育てやすい環境をつくるために 

①商工業や農林水産業における成長分野の育成に取り組み、雇用及び就業の 

場を創出 

②若者雇用の受け皿づくり、結婚しやすい環境づくり、子育て支援の充実な 

ど総合的な少子化対策の推進 

○安全・安心な生活を守るセーフティネットの充実 

 県民が安心して暮らしていける持続可能な地域社会の形成のために 

①県民への保健・医療サービスを維持・充実 

②コミュニティ機能の維持、地域力を高める仕組みづくり 

 

 
   （２）県民パワーの結集 

 

社会の成熟化、価値観の多様化等により、行政への県民ニーズは多様化・高度化

し、きめ細かな対応が求められています。また、一方で財政を取り巻く環境は厳し

さを増しています。 

こうした中で、行政だけで多様化・高度化する全てのニーズに応え、「ふるさと

秋田元気創造プラン」を実現することは限界があります。このため、「秋田の夢を

かたちにしたい」という思いを抱いている県民、ＮＰＯ、市町村、企業、ボランテ

ィアなど、多様な主体との連携・協働により、当プランを推進していきます。 
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Ⅰ 産業経済基盤の再構築戦略  

    

「産業経済基盤の再構築戦略」では、本県産業を今後成長が見込まれる分野にシ

フトさせることにより、経済規模の維持・拡大を図り、雇用の創出と県民所得の向

上を目指します。 

 本県には、県内に豊富に存在している自然エネルギー源や食資源のほか、世界最

先端の優れた鉱山技術の蓄積や電子部品・電子デバイス産業の集積、さらには中国

やロシアに近いという地理的条件など、他にはない強みを持っています。 

このアドバンテージを活かして新たな戦略産業を創出します。 

 

  【主な取組】 

・半導体関連企業の技術力の向上や販路拡大を支援するほか、県内経済のけん

引役となる中核企業を育成します。 

・自動車や航空機などの輸送機関連産業や医療機器産業を本県リーディング産

業へと育成するほか、地域に根ざした伝統産業や小規模事業者の取組を支援

します。 

・風力、太陽光、スマートグリッドなどの新エネルギー分野において、産業創

出に向けた戦略を策定するとともに、県内企業による事業化を支援します。 

・首都圏等への販路拡大に意欲のある食品事業者に対して「売れる商品づくり」

などの支援を行うほか、県内食品産業をけん引する中核企業を育成します。 

・コンテナ航路の維持・拡充や新たな物流ルートの構築などにより、東アジア

地域との経済交流を推進するとともに、韓国、台湾、中国等からの誘客促進

を図ります。 

・本県にとって波及効果の大きい企業の立地を促進するため、設備投資等に要

する経費を助成します。 

・県内企業が求める技能・技術に対応して、高度かつ多様な職業訓練等を実施

して、県内産業を支える人材を育成します。 

 

 

 

 

 

元気創造のための５つの戦略 
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Ⅱ 融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略  

    

「融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略」では、食と観光をセットにしたサ

ービス商品など、多様な食を提供する「総合食品供給県」への成長を目指します。 

 本県は、全国第２位の食料自給率を誇っており、また、豊富な農畜水産物資源を

有するなど、大きな農業の潜在力を秘めています。 

この潜在力を大きく引き出しながら、様々な産地情報を消費者などにダイレクト

に伝えることにより、優れた品質や安全・安心への取組といった県産の特徴を「強

み」として販売面に発揮できる環境を整えて行きます。 

また、人材・生産基盤・技術といった各種基盤づくり、県オリジナル品種を主と

したブランド力の高い商品づくりのほか、農林水産業と「食品加工」、「観光」など

二次・三次産業との連携・融合により、秋田ブランドのトータルイメージを形成し、

売り出して行きます。 

 

 

 

  【主な取組】 

・生産から販売まで各段階の情報一元化システムを構築し、県産品の品質の高    

さとともに産地の技術力や豊かな食文化など秋田の魅力を丸ごとアピール     

し、販路開拓や安定した取引の定着を促進します。 

・大規模化や複合化に挑戦する意欲的な経営体や、価格交渉力の高い産地づく    

りを進める地域のリーダー等、多様な人材育成を図るとともに、農外も含む    

多様なルートからの人材を確保し、各種研修や営農基盤の整備により総合的    

に就農を支援します。 

・農地や林地の生産力を最大限に発揮するため、戦略作物や新規需要米の産地    

づくりと一体となったほ場整備を推進し、新たな水田活用技術の定着や耕作    

放棄地の再生利用の促進など水田フル活用に向けた地域の取組を支援します。 

・多様なニーズに対応する産地づくりに向け、県産米の販路拡大や品種構成の    

適正化による売り切る米づくりや、生産規模が日本一となる大規模産地形成、    

加工・業務用需要に対応する産地間連携や生産販売体制の構築を推進します。 

・他産業との連携による新たな付加価値の創出のため、経営多角化の事業計画    

から実施に至る幅広い支援を実施し、「食・農・観」連携を核とした新ビジ 

ネスの展開を促進します。 
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Ⅲ 県民参加による脱少子化戦略  

    

「県民参加による脱少子化戦略」では、出生数の減少に歯止めをかけ、増加に転

じることを目指します。 

 本県で急速に進行している少子化の流れに歯止めをかけるため、「少子化は社会

全体で取り組むべき問題」との認識のもとで、若者の出会いの場や結婚しやすい環

境づくり、若者の県内定着などの総合的な少子化対策を県民と一丸となって推進し

ていきます。 

 

 

 

  【主な取組】 

・少子化問題解決のための県民運動を展開するほか、市町村が地域の実情に応

じた少子化対策事業を実施するための交付金制度の創設や民間団体の取組を

支援する「少子化対策応援ファンド」の創設など、少子化克服のための官民

の協働体制づくりを行います。 

・新規学卒者等の県内就職促進や県内企業の人材確保、雇用安定を図るため、

マッチング機会の提供や相談事業を行います。 

・ 「あきた結婚支援センター」を拠点として、結婚支援に指導的な役割を担う

「結婚コーディネーター」を配置し、市町村と連携して「結婚サポーター」

の養成や「結婚支援ネットワーク」の形成など、出会いと結婚を応援する活

動を全県的に展開します。 

・休暇、休業を取得しやすい職場づくり等に取り組んでいる企業等に対し、新

たな奨励金制度を創設するなど、企業・事業所による仕事と育児・家庭の両

立を支援します。 

・待機児童の解消、病児・病後児保育、事業所内保育施設の整備促進など、多

様なニーズに対応した保育機能の充実による働きながら子育てができる環境

づくりを行います。 
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Ⅳ いのちと健康を守る安全・安心戦略  

 

「いのちと健康を守る安全・安心戦略」では、生活習慣病（がん、脳血管疾患、

心疾患及び糖尿病）による人口１０万人当たり年齢調整死亡率について、全国平均

値以下とするほか、自殺による人口１０万人当たり死亡率を減少させることを目指

します。 

そのため、食生活の改善や運動習慣の定着などによる生活習慣病対策を推進する

とともに、がん及び自殺による死亡率の減少に向けた総合的な対策を推進します。 

また、地域の中核的な病院の医療機能の強化、高度医療機能の充実などを進める

とともに、県民の公平な受診機会の確保を含めた保健・医療サービスの維持充実を

図ります。 

 

 

 

  【主な取組】 

・生涯を通じた生活習慣病予防対策の推進に向け、食生活の改善や運動習慣の

定着などの普及啓発を推進するとともに、若年期からのメタボリックシンド

ローム予防対策を行います。 

・がん死亡率の低減を図るため、がん検診の未受診者への受診勧奨の強化や、

がん診療連携拠点病院等の整備と医療連携体制の強化などを行います。 

・自殺者数の減少を図るため、市町村、大学、民間団体と連携し、情報提供・

普及啓発の推進や相談体制の充実を図るとともに、地域の実情に応じた自殺

予防対策の取組を支援します。 

・医療提供体制の充実を図るため、医学生等に対する修学資金の貸与など総合

的な医師確保対策を進めるとともに、救急・周産期医療体制の充実や、地域

の中核的な病院の医療機能の強化と高度医療等に対応した医療環境の整備を

行います。 

・居住地等に起因する地理的ハンディキャップの解消を図るため、在宅医療の

充実と普及促進を図るとともに、情報通信技術を活用した遠隔医療や移動診

療システムの構築を進めます。 
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Ⅴ 協働社会構築戦略  

 

「協働社会構築戦略」では、社会活動や地域活動へ参加する県民を増やし、ビジ

ネス的な手法を取り入れて地域の課題解決や活力向上を図るコミュニティビジネ

スなどの実践的な活動の推進により、新しい公共を担っていく社会を目指します。 

そのため、地域に残る「絆」、伝統文化、自然の恵みを改めて見直し、その魅力

や地域資源を活かした地域づくりや交流、コミュニティビジネスの起業など、県民

がそれぞれの立場で取り組む活動を支援していきます。 

これによって、地域の魅力資源をビジネスにつなげ、新たなコミュニティビジネ

スの展開を促進するほか、地域の課題は地域で解決するという自立の気運が満ちあ

ふれる地域を創造していきます。 

 

 

 

  【主な取組】 

・県民のボランティア・ＮＰＯ活動への参加を促進するため、広報活動を強化

するとともに、地域づくり活動に対して助成します。 

・秋田の地域活力を創造するため、県民発案による地域の活性化や新たなビジ

ネス展開を図ろうとする取組を支援します。 

・ＮＰＯや企業などによる協働の取組を促進するため、人材育成、資金援助、

活動拠点の整備を行います。 

・高齢化集落の自立と活性化を図るため、地域資源と高齢者の技術等を活かし

た新たなビジネスの展開に向けた活動等を支援します。 

・県・市町村協働の地域づくりを推進するため、双方の連携・協力体制の強化、

市町村のまちづくりや機能向上に向けた取組を支援します。 
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