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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等の時代潮流を的

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等に

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。

平成２２年度～平成２５年度 １０年先

目
指
す
姿
（
概
ね

年
先
の
秋
田
）

目
指
す
姿
（
概
ね

年
先
の
秋
田
）

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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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。
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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
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・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＞
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元気Ｄ
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２３０．５／１０万人
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《主な目標値》
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【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

○少子化克服のため官民の協働体制・仕組みづくり
＜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
＜マッチング、出会いイベント等＞

○仕事と育児等の両立支援を進める企業の応援
＜専門アドバイザー派遣、両立支援奨励金＞

○多様なニーズに対応した
保育機能の強化
＜待機児童解消、

延長保育等の充実＞
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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

ィア等、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。

・自動車や航空機等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、スマートグリッド等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」

等の支援を行うほか、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等により、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

ービス商品等、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

有する等、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等にダイレクトに

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」等の

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するとともに、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等、水田の有効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、「若者の県内定着」から「出会い・

結婚支援」、「出産・子育て環境の整備」まで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の交付や「少子化対策応援ファ

ンド」の創設による民間企業・団体等の取組への支援等、少子化克服のため

の官民の協働体制・仕組みづくりを行います。

・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」における会員登録制のマッチング（お見合い）の

実施をはじめ、出会いイベントの開催支援、地域で活動する結婚サポーター

の養成・支援等、出会いと結婚を後押しする取組を推進します。

・子育てしやすい職場づくり等に取り組む企業に対し、専門アドバイザー派遣

による助言や奨励金制度を設け、企業による仕事と育児・家庭の両立を支援

します。

・待機児童の解消、病児・病後児保育等、多様なニーズに対応した保育機能の

強化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等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等を進めると

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等を行います。

・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等、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。

(※)年齢調整死亡率：年齢構成が異なる地域間で死亡状況の比較ができるよう、全国的なモデル

人口に当てはめ産出した死亡率
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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

ス等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等、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や企業等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。


