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第１章 「ふるさと秋田元気創造プラン」について（詳細は P23～） 

 

Ⅰ「ふるさと秋田元気創造プラン」の認知度について。（詳細は P23～） 

「知っている」22.9％、「知らない」74.5％と「知らない」人が多くなっている。 

 

 

Ⅱ 「ふるさと秋田元気創造プラン」の重点政策について 

 

１ 「ふるさと秋田元気創造プラン」の重点政策に関連すること（詳細は P24～） 

 

「ふるさと秋田元気創造プラン」において、重点政策として取り組む「商工業、貿易、観光の振興」、｢農林

水産業の振興｣、｢少子化対策｣、｢保健・医療サービス｣、｢地域社会（協働社会）づくり｣の５つの政策全体で

みると、どの政策も不十分であると感じている人が多いが、｢保健・医療サービス｣については十分であると感

じている人が 7.1％と他の政策に比べやや高くなっている。また、「商工業、貿易、観光の振興」については、

十分であると感じている人が 1.3%と低く、「ふつう」11.8%と合わせても肯定的に感じている人は２割に満た

ない。 

 

 

(１) 商工業、貿易、観光の振興について（詳細は P25～） 

「十分である」0.1％、「概ね十分である」1.2％と非常に低く、「不十分である」39.1％、「やや不十分であ

る」35.4％と不十分と思う人が多い。 

 

 

① 商工業、貿易、観光の振興について取組全体の結果 

取組が十分と感じているものは、「鉱山関連技術を活かした環境リサイクルビジネスの振興は」で「十分で

ある」2.0％、「概ね十分である」11.2％と合わせて十分であると感じている人が 13.2％となっており評価が

高い。次いで、「風力や太陽光等を利用した新エネルギーの導入状況は」が「十分である」1.2％、「概ね十分

である」5.9％と合わせて十分であると感じている人が 7.1％と高くなっている。 

不十分と感じている取組は、「県内産業を支える人材育成のための取組は」で「不十分である」43.5％、「や

や不十分である」26.3％と合わせて不十分であると感じている人が 69.8％、「県内での企業立地や誘致活動の

状況は」が「不十分である」43.1％、「やや不十分である」26.0％と合わせて不十分であると感じている人が

69.1％と約７割の人が不十分と感じ評価が低い。 

 

 

 

② 商工業、貿易、観光の振興について取組項目毎の結果 

 

ア 地元企業等による新たな工業製品や新技術の開発の取組 

「十分である」0.6％、「概ね十分である」2.2％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」18.1％を合わせても不十分とは感じていない人は約２割となっている。また、「不十分である」28.5％と

「やや不十分である」24.6％となり合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 
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イ 地元企業等による大手企業への技術参入等の取組 

「十分である」0.3％、「概ね十分である」1.3％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」13.2％を合わせても不十分と感じていない人は 14.8％となっている。また、「不十分である」30.7％と「や

や不十分である」23.3％となり、合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

ウ 鉱山関連技術を活かした環境リサイクルビジネスの振興 

「十分である」2.0％、「概ね十分である」11.2％となり、十分であると感じている人は他の取組に比べ高く

なっており、「ふつう」20.3％を合わせて不十分と感じていない人が３割を超えている。また、「不十分である」

14.4％と「やや不十分である」18.5％を合わせた３割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

エ 風力や太陽光等を利用した新エネルギーの導入状況 

「十分である」1.2％、「概ね十分である」5.9％となり、十分であると感じている人は他の取組に比べやや

高くなっており、「ふつう」25.2％を合わせて不十分と感じていない人が３割を超えている。また、「不十分で

ある」27.4％と「やや不十分である」24.4％となり、合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

オ 加工品の開発支援や売り込みに関する取組 

「十分である」0.5％、「概ね十分である」3.4％となり、十分であると感じている人は少なく、「ふつう」

24.2％を合わせても不十分と感じていない人は３割に満たない。また、「不十分である」26.9％と「やや不十

分である」25.4％を合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

カ 中国やロシア等の海外との貿易や経済交流の取組 

「十分である」1.2％、「概ね十分である」3.9％となり、十分であると感じている人は少なく、「ふつう」

23.6％と合わせても不十分と感じていない人は 28.7％となっている。また、「不十分である」16.8％と「やや

不十分である」20.1％を合わせて３割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

キ 国内外からの観光・ビジネス客の誘客活動 

「十分である」0.9％、「概ね十分である」3.9％となり、十分であると感じている人は少なく、「ふつう」

20.4％を合わせても不十分と感じていない人は３割に満たない。また、「不十分である」31.5％と「やや不十

分である」28.3％と合わせて約６割の人が不十分と感じている。 

 

 

ク 県内での企業立地や誘致活動の状況 

「十分である」0.4％、「概ね十分である」1.2％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」11.4％を合わせても不十分とは感じていない人は２割に満たない。また、「不十分である」43.1％と「や

や不十分である」26.0％を合わせて約７割の人が不十分と感じている。 
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ケ 県内産業を支える人材育成のための取組 

「十分である」0.3％、「概ね十分である」0.8％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」12.0％を合わせても不十分と感じていない人は 13.1％にとどまっている。また、「不十分である」43.5％

と「やや不十分である」26.3％と合わせて約７割の人が不十分と感じている。 

 

 

 

(２) 農林水産業の振興について（詳細は P36～） 

「十分である」0.4％、「概ね十分である」2.6％と非常に低く、「不十分である」19.2％、「やや不十分であ

る」34.1％と５割以上の人が不十分と感じている。 

 

 

① 農林水産業の振興について取組全体の結果 

取組が十分と感じているものは、「安全で安心な県産農産物の生産・提供体制は」で「十分である」2.4％、

「概ね十分である」13.8％と合わせて十分であると感じている人が 16.2％となっており評価が高い。次いで、

「水田や農業用水路等の基盤整備の取組は」が「十分である」2.5％、「概ね十分である」9.0％と合わせて十

分であると感じている人が 11.5％、「野菜や花、畜産など農畜産物の産地づくりは」が「十分である」2.0％、

「概ね十分である」8.6％と合わせて十分であると感じている人が 10.6％と１割を超え高くなっている。 

取組が不十分と感じているのは、「農業や漁業の担い手育成や確保は」で「不十分である」38.6％、「やや不

十分である」29.7％と合わせて不十分であると感じている人が 68.3％と７割近くにのぼっている。 

 

 

② 農林水産業の振興について取組項目毎の結果 

 

ア 県産農林水産物のＰＲ活動 

「十分である」1.1％、「概ね十分である」5.6％となり、十分であると感じている人は少なく、「ふつう」

30.0％を合わせても不十分と感じていない人は４割に満たない。また、「不十分である」20.8％と「やや不十

分である」27.9％を合わせて５割近くの人が不十分と感じている。 

 

 

イ 農業と商工業が連携した食品開発の取組 

「十分である」0.9％、「概ね十分である」4.2％となり、十分であると感じている人は少なく、「ふつう」

26.0％を合わせても不十分と感じていない人は約３割となっている。また、「不十分である」19.7％と「やや

不十分である」29.0％を合わせて４割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

ウ 農産物の直売や加工、レストラン等の新ビジネスの取組 

「十分である」1.6％、「概ね十分である」7.0％となり、十分であると感じている人は少なく、「ふつう」

31.2％を合わせても不十分と感じていない人は約４割となっている。また、「不十分である」17.8％と「やや

不十分である」27.8％を合わせて４割を超える人が不十分と感じている。 
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エ 野菜や花、畜産など農畜産物の産地づくり 

「十分である」2.0％、「概ね十分である」8.6％となり、十分であると感じている人は少ないが、「ふつう」

38.7％を合わせれば不十分と感じていない人が約５割となっている。また、「不十分である」13.5％と「やや

不十分である」22.9％を合わせて３割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

オ 安全で安心な県産農産物の生産・提供体制 

「十分である」2.4％、「概ね十分である」13.8％となり、十分であると感じている人は 16.2％となり、「ふ

つう」42.8％を合わせれば不十分と感じていない人は約６割となっている。また、「不十分である」9.3％と「や

や不十分である」16.0％を合わせて２割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

カ 農業や漁業の担い手育成や確保 

「十分である」0.4％、「概ね十分である」0.7％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」12.0％を合わせても不十分と感じていない人は 13.1％にとどまっている。また、「不十分である」38.6％、

「やや不十分である」29.7％を合わせて７割近くの人が不十分と感じている。 

 

 

キ 新品種や新技術の開発等の試験研究の取組 

「十分である」0.8％、「概ね十分である」3.7％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」27.1％を合わせも不十分と感じていない人は約３割となっている。また、「不十分である」12.6％と「や

や不十分である」20.2％を合わせて３割を超える人が不十分と感じている。 

 

ク 新品種や新技術等の普及や定着の取組 

「十分である」0.8％、「概ね十分である」3.2％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」24.6％を合わせても不十分と感じていない人は約３割となっている。また、「不十分である」13.0％と「や

や不十分である」22.8％を合わせて３割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

ケ 水田や農業用水路等の基盤整備の取組 

「十分である」2.5％、「概ね十分である」9.0％となり、十分であると感じている人は少ないが、「ふつう」

34.3％を合わせれば不十分と感じていない人が４割を超えている。また、「不十分である」11.6％と「やや不

十分である」16.7％を合わせて３割近くの人が不十分と感じている。 

 

 

コ 林道整備や間伐等の森林整備の取組 

「十分である」1.5％、「概ね十分である」4.8％となり、十分であると感じている人は少なく、「ふつう」

27.0％を合わせても不十分と感じていない人は約３割となっている。また、「不十分である」16.7％と「やや

不十分である」19.2％を合わせて３割を超える人が不十分と感じている。 
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（３） 少子化対策について（詳細は P48～） 

「十分である」0.5％、「概ね十分である」2.5％と非常に低く、「不十分である」35.1％、「やや不十分であ

る」39.3％と不十分と感じている人が多い。 

 

 

① 少子化対策について取組全体の結果 

取組が十分と感じているものは、「少子化対策に関する啓発運動は」で「十分である」1.4％、「概ね十分で

ある」4.3％と合わせて十分であると感じている人が 5.7％となっており評価が高い。次いで、「少子化対策の

ための取組をみんなで応援する体制は」が「十分である」1.1％、「概ね十分である」3.8％と合わせて 4.9％、

「子育て家庭への経済的な支援は」が「十分である」1.8％、「概ね十分である」2.9％と合わせて 4.7％と高

くなっている。 

不十分と感じている取組は、「若者の県内就職やＡターン促進のための取組は」で「不十分である」42.5％、

「やや不十分である」30.7％と合わせて不十分であると感じている人が 73.2％、「企業による仕事と育児・家

庭の両立のための支援は」が「不十分である」42.3％、「やや不十分である」28.9％と合わせて不十分である

と感じている人が 71.2％と７割を超える人が不十分と感じ評価が低い。 

 

 

 

② 少子化対策について取組項目毎の結果 

 

ア 少子化対策に関する啓発運動 

「十分である」1.4％、「概ね十分である」4.3％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」26.1％を合わせても不十分と感じていない人は約３割となっている。また、「不十分である」27.7％と「や

や不十分である」29.0％を合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

イ 少子化対策のための取組をみんなで応援する体制 

「十分である」1.1％、「概ね十分である」3.8％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」21.3％を合わせも不十分と感じていない人は３割に満たない。また、「不十分である」29.9％と「やや不

十分である」32.1％を合わせて６割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

ウ 若者の県内就職やＡターン促進のための取組 

「十分である」0.6％、「概ね十分である」1.3％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」14.7％を合わせても不十分と感じていない人は２割に満たない。また、「不十分である」42.5％と「やや

不十分である」30.7％を合わせて７割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

エ 若者の出会いや結婚への支援 

「十分である」1.2％、「概ね十分である」3.3％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」19.8％を合わせても不十分と感じていない人は３割に満たない。また、「不十分である」30.4％と「やや

不十分である」29.3％を合わせて約６割の人が不十分と感じている。 
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オ 企業による仕事と育児・家庭の両立のための支援 

「十分である」0.4％、「概ね十分である」1.5％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」14.9％を合わせても不十分と感じていない人は２割に満たない。また、「不十分である」42.3％と「やや

不十分である」28.9％を合わせて７割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

カ 安心して出産するための環境づくり 

「十分である」1.1％、「概ね十分である」2.3％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」20.9％を合わせても不十分と感じていない人は３割に満たない。また、「不十分である」37.5％と「やや

不十分である」28.3％を合わせて６割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

キ 子育て家庭への経済的な支援 

「十分である」1.8％、「概ね十分である」2.9％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」25.0％を合わせても不十分と感じていない人は約３割となっている。また、「不十分である」31.5％と「や

や不十分である」26.4％を合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

ク 地域による子育て家庭へのサポート体制 

「十分である」1.3％、「概ね十分である」3.0％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」26.5％を合わせても不十分と感じていない人は約３割となっている。また、「不十分である」26.2％と「や

や不十分である」28.1％を合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

 

（４） 保健・医療サービスについて（詳細は P58～） 

「十分である」1.1％、「概ね十分である」6.0％と低くなっているが、「ふつう」36.1％を加えると不十分で

はないと感じている人の割合は４割を超えている。 

 

 

 ① 保健・医療サービスについて取組全体の結果 

取組が十分と感じているものは、「がん検診や高度医療等によるがんの総合的な対策は」で「十分である」

2.6％、「概ね十分である」14.6％と合わせて十分であると感じている人が 17.2％となっており評価が高い。

次いで、「自殺防止のための取組は」が「十分である」2.6％、「概ね十分である」14.0％と合わせて十分であ

ると思っている人が 16.6％、「食生活などの生活習慣病の改善に向けた取組は」が「十分である」2.2％、「概

ね十分である」10.9％と合わせて十分であると感じている人が 13.1％と高くなっている。 

不十分と感じている取組は、「県による医師確保のための取組は」で「不十分である」34.4％、「やや不十分

である」33.4％と合わせて不十分であると感じている人が 67.8％、「救急医療・妊娠や出産に関する医療の体

制は」が「不十分である」26.1％、「やや不十分である」29.2％と合わせて不十分であると感じている人が

55.3％と５割を超える人が不十分と感じ評価が低い。 
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② 保健・医療サービスについて取組項目毎の結果 

 

ア 食生活などの生活習慣病の改善に向けた取組 

「十分である」2.2％、「概ね十分である」10.9％となり、十分であると感じている人は少ないが、「ふつう」

48.1％を合わせれば不十分と感じていない人が６割を超えている。また、「不十分である」9.6％と「やや不十

分である」18.9％を合わせて約３割の人が不十分と感じている。 

 

 

イ がん検診や高度医療等によるがんの総合的な対策 

「十分である」2.6％、「概ね十分である」14.6％となり、十分であると感じている人は少ないが、「ふつう」

44.1％を合わせれば不十分と感じていない人が６割を超えている。また、「不十分である」11.2％と「やや不

十分である」19.2％を合わせて約３割の人が不十分と感じている。 

 

 

ウ 自殺防止のための取組 

「十分である」2.6％、「概ね十分である」14.0％となり、十分であると感じている人は少ないが、「ふつう」

31.5％を合わせれば不十分と感じていない人が約５割となっている。また、「不十分である」17.9％と「やや

不十分である」21.4％を合わせて約４割の人が不十分と感じている。 

 

 

エ 県による医師確保のための取組 

「十分である」0.7％、「概ね十分である」2.2％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」16.4％を合わせても不十分と感じていない人は２割に満たない。また、「不十分である」34.4％と「やや

不十分である」33.4％を合わせて７割近くの人が不十分と感じている。 

 

 

オ 救急医療・妊娠や出産に関する医療の体制 

「十分である」0.9％、「概ね十分である」4.0％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」28.4％を合わせても不十分と感じていない人は約３割となっている。また、「不十分である」26.1％と「や

や不十分である」29.2％を合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

カ 地域の総合病院の整備状況 

「十分である」2.4％、「概ね十分である」7.9％となり、十分であると感じている人は少なく、「ふつう」

31.2％を合わせても不十分と感じていない人は約４割となっている。また、「不十分である」24.6％と「やや

不十分である」26.5％を合わせて５割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

キ 病院などの利用のしやすさ 

「十分である」3.0％、「概ね十分である」7.8％となり、十分であると感じている人は少いが、「ふつう」

41.6％を合わせれば不十分と感じていない人が５割を超えている。また、「不十分である」17.9％と「やや不

十分である」24.7％を合わせて４割を超える人が不十分と感じている。 
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（５） 地域社会（協働社会）づくりについて（詳細は P67～） 

「十分である」0.4％、「概ね十分である」1.7％と十分であると感じている人の割合は非常に低く、「ふつう」

27.0％を加えても３割に満たない。 

 

 

① 地域社会（協働社会）づくりについて取組全体の結果 

取組が十分と感じているものは、「ＮＰＯやボランティア活動等への県民参加の状況は」で「十分である」

1.0％、「概ね十分である」3.8％と合わせて十分であると感じている人が 4.8％となっており評価が高い。次

いで、「ＮＰＯやボランティア活動等への支援は」が「十分である」1.0％、「概ね十分である」3.6％と合わせ

て十分であると感じている人が 4.6％と高くなっている。 

不十分と感じている取組は、「地域住民による新しいビジネスの展開は」で「不十分である」21.2％、「やや

不十分である」27.3％と合わせて不十分であると感じている人が 48.5％、「県と市町村等が連携した地域住民

へのサービスは」が「不十分である」17.0％、「やや不十分である」25.9％と合わせて不十分であると感じて

いる人が 42.9％と４割を超える人が不十分と感じ評価が低い。 

 

 

 

② 地域社会（協働社会）づくりについて取組項目毎の結果 

 

ア ＮＰＯやボランティア活動等への県民参加の状況 

「十分である」1.0％、「概ね十分である」3.8％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」29.3％を合わせても不十分と感じていない人は４割に満たない。また、「不十分である」10.5％と「やや

不十分である」23.1％を合わせて３割を超える人が不十分と感じている。 

 

 

イ ＮＰＯやボランティア活動等への支援 

「十分である」1.0％、「概ね十分である」3.6％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」29.9％を合わせても不十分と感じていない人は４割に満たない。また、「不十分である」8.9％と「やや不

十分である」20.9％を合わせて約３割の人が不十分と感じている。 

 

 

ウ 地域住民による新しいビジネスの展開 

「十分である」0.3％、「概ね十分である」1.2％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」16.0％を合わせても不十分と感じていない人は２割に満たない。また、「不十分である」21.2％と「やや

不十分である」27.3％を合わせて５割近くの人が不十分と感じている。 

 

 

エ 県と市町村等が連携した地域住民へのサービス 

「十分である」0.8％、「概ね十分である」1.9％となり、十分であると感じている人は非常に少なく、「ふつ

う」26.5％を合わせても不十分と感じていない人は３割に満たない。また、「不十分である」17.0％と「やや

不十分である」25.9％を合わせて４割を超える人が不十分と感じている。 
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第２章 県民の幸福度について（詳細は P73～） 

 

１ 幸福度 

「５点」22.7％が も多く、次いで「７点」16.1％、「６点」14.2％、「８点」13.0％と続いている。幸福度

の平均は「5.7 点」となっており、昨年の「5.2 点」と比べるとやや幸福度が上がっている。 

 

 

２ 幸福度を判断する際に重視した基準 

「将来への期待・不安」63.6％が も多く、次いで「過去の自分との比較」24.3％、「将来の理想との比較」

22.6％と続いている。 

 

 

 

３ 幸福度を判断する際に重視した事項 

「家計の状況（所得、消費）」61.8％が も多く、次いで「健康状態」61.3％、「家族関係」52.7％、「就業

状況（仕事の有無、安定）」40.4％と続いている。 

 

 

４ 幸福度を高めるために県に力を入れてほしいこと 

「就職・結婚・出産・子育てしやすい環境づくり」59.3％が も多く、次いで「保健・医療サービスの充実」

46.9％、「福祉サービスの充実」27.9％、「商工業や貿易・観光の振興」26.6％、「買い物や交通等の生活圏の

機能維持」21.7％と続いている。 

 

 

 

第３章 県の特定課題について（詳細は P76～） 

 

Ⅰ 県の広報活動について 

 

１ 県が発信する情報の取得方法 

「新聞記事やテレビ、ラジオ等のニュース番組」76.1％が も多く、次いで「県が発行する広報紙（全戸配

布広報紙等）」58.3％、「県政広報番組（テレビ、ラジオ）」29.3％と続いている。「県のホームページ（「美の

国あきたネット」等）」は 7.7％となっており、ホームページを利用した情報取得は少ない。 

 

 

２ 広報活動の現状評価 

「十分行われている」7.5％、「ある程度行われている」60.1％となっており７割近くが広報活動は十分に行

なわれていると思っている。 
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Ⅱ 社会活動・地域活動について 

 

１ 「社会活動・地域活動」への関心度 

「関心がある」14.4％、「ある程度関心がある」47.2％となっており、６割を超える人が関心を持っている。 

 

２ 「社会活動・地域活動」への取組の有無 

「ある」38.7％で、「ない」58.7％となっており、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る人は４割近くになる。 

 

 

３ 「社会活動・地域活動」への取組の頻度 

「年１日程度」35.2％と も多く、次いで「月１日程度」33.3％となっている。「週５日以上」と答えた人

は 1.4％となっている。 

 

 

Ⅲ 読書活動について 

１ 平均読書時間 

「30 分～1時間」38.8％と も高く、次いで「30 分未満」35.2％、「1時間～2時間」15.2％となっている。

「2 時間以上」は 4.4％にとどまっている。 

 

 

Ⅳ 子育て環境づくりについて 

１ 子どもを生み育てやすい環境の現状評価 

「整っている」3.4％、「ある程度整っている」33.1％に対し、「整っていない」15.2％、「あまり整っていな

い」32.6％となっており、整っていないと思っている人の割合がやや高くなっている。 

 

 

Ⅴ 男女共同参画について 

１ 性別役割分担に関する意識 

「賛成」5.1％、「どちらかといえば賛成」20.4％に対し、「反対」20.2%、「どちらかといえば反対」21.3％

となっており、反対と思っている人の割合が高くなっている。 

 

 

Ⅵ 循環型社会の形成について 

１ ごみ問題への関わり 

「ごみ問題を意識して、ごみを少なくする工夫を実践している」48.0％が も高く、次いで「ごみ問題は意

識しているが、ごみを少なくする工夫までは実践できていない」47.0％となっており、ごみ問題を意識してい

る人の割合は 95.0％にのぼる。 
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２ 暮らしの中での取組 

「ビン・缶などをきちんと区別したり、スチロールトレイの回収に協力している」84.1％が も高く、次い

で「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」69.4％、「買い物

の際に、買い物袋やカバンを利用し、レジ袋や紙袋をもらわないようにしている」68.6％と続いている。 

 

 

３ 県の取組への期待 

「ごみの減量化やリサイクル方法などの情報提供」62.8％と も高く、次いで「ごみなどを原料としたリサ

イクル製品の普及活動」48.0％、「廃家電からの金属リサイクルなどの循環型社会ビジネスの振興」41.1％と

続いている。 

 

 

 

Ⅶ 県への愛着心について 

１ 愛着心の有無 

「感じている」52.0％、「やや感じている」29.4％に対し、「感じていない」2.2％、「あまり感じていない」

7.1％となっており、秋田県に愛着を感じている人の割合が高く８割を超えている。 

 

 

２ 愛着心を測る目安 

評価が高いものは、「海・山・川・湖などの自然や四季の豊かさ」で「高い」38.4％、「やや高い」38.0％と

合わせて高いと評価している人が 76.4％となっている。次いで、「安全・安心で新鮮な食材やおいしい郷土料

理の豊かさ」で「高い」23.1％、「やや高い」40.0％と合わせて 63.1％、「温泉や景勝地などの観光地として

の魅力」で「高い」21.0％、「やや高い」33.3％と合わせて 54.3％、「県民の人の良さや優しさ、おもてなし」

で「高い」15.6％、「やや高い」37.0％と合わせて 52.6％となっている。 

評価が低いものは、「産業振興や雇用の状況」で「低い」29.1％、「やや低い」40.9％と合わせて低いと評価

している人は 70.0％となっている。次いで、「電車やバスなどの交通機関の利用しやすさ」で「低い」25.7％、

「やや低い」37.6％と合わせて 63.3％、「豪雪や地震などの自然災害への安全性」で「低い」10.5％、「やや

低い」27.3％と合わせて 37.8％、「出産や子育てのしやすさ」で「低い」11.0％、「やや低い」24.3％となっ

ている。 
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