


発 刊 に あ た っ て

県では、県経済及び県民生活の現状等を皆様へご報告するため、平

成 年度から、これまでの 青森県経済白書 及び 県民生活白書

を一つにまとめ、 青森県社会経済白書 を作成して参りましたが、

ここに青森県社会経済白書（平成 年度版）を刊行いたします。

我が国を取り巻く社会経済環境は大きく変化し、本県においても、

経済・雇用情勢の低迷など、多くの課題を抱え、これまでの延長線上

に本県の将来像を描くことが難しい状況にあります。県では、このよ

うな時代の転換期にあって、新たな価値観に立った地域づくりを進め

ていくため、昨年 月に、新しい青森県づくりの基本計画となる 生

活創造推進プラン を策定しました。本県の新たな将来像である 生

活創造社会 の実現を目指して、県民の皆様と一緒になって 生活創

造推進プラン を着実に実行し、暮らしやすさのトップランナーとし

ての青森県の未来を切り拓いていきたいと思います。

今回の白書では、県民生活にさまざまな影響を及ぼしているデフレ

の下での景気低迷から脱却し、県民が一体となって、自主自立の青森

県づくりを着実に進めていく必要があるとの認識に基づき、 デフレ

下における県民生活と本県経済の活性化に向けて という副題の下、

第一部で、デフレが本県経済や県民生活に与えた影響等と本県経済の

活性化に向けた課題や対応について考察しました。また、第二部では、

県民生活と県民経済の姿について、さまざまな指標を用いた長期的な

動向を掲載しました。

この白書が、県民の皆様の本県社会経済についての一層の理解と、

生活創造社会 の実現に向けて少しでもお役に立つことができれば

幸いです。

平成 年 月
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