
社会経済状況と青森県長期計画の変遷

国

青森県 第１次長期経済計画 第２次長期経済計画 新長期計画 第４次長期総合計画 第５次長期総合計画 新青森県長期総合プラン 生活創造推進プラン

昭和３７年１１月 昭和４６年８月 昭和５２年１１月

昭和３６～４５年 昭和４６～６０年度 昭和５１～６０年度

　３　知事

　所得格差の是定
　豊かで住み良い地域社会の実現
　県民の福祉水準の飛躍的向上

　豊かで住みよい活力のある
　地域社会の建設

地域総合開発の基本方向（4地域・32頁） 広域生活圏開発の基本構想（4圏域・16頁）地域別計画（4地域・30頁） 地域別構想（4地域・12頁） 県土のグランドデザイン（3圏域・40頁） なし

・地域発展の基本方向 ・地域別の発展方向と主要施策 ・各圏域の整備方向

八戸地区新産業都市指定(S39) 原子力船むつ強行出航(S49) 石油国家備蓄基地建設決定(S54)

青森空港開港(S39) 県人口１５０万人を超える(S53) 県立美術館開館（H18）

県内市町村40へ（H18）

青森市中核市(H18)

　　　　青森空港CATⅢ（H19）

弘前大学連携協定（H18）

　　　　6地域県民局設置（H19）

　　　　　　　　白神山地世界遺産登録(H5) 県庁庁内ＬＡＮ設置(H10)

　地方の時代シンポジウム(S53)

一村一品運動（S54) 自治体財政健全化法（H19）

宮崎県東国原知事就任（H19）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              構造改革特区制度(H14～) ふるさと納税論議（H19～）

　　　　　　　　　　　　　　　　地域振興券（H11） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路特定財源暫定税率論議（H19～）

　歴代内閣総理大臣 池田勇人（S35.7.19～39.11.9）　佐藤栄作（S39.11.9～47.7.7）　　　田中角栄（S47.7.7～49.12.9）　三木武夫　福田赳夫　大平正芳　鈴木善幸　中曽根康弘（S57.11.27～62.11.6）　竹下登　宇野宗佑　海部俊樹　宮澤喜一　細川護煕　羽田孜　村山富市　橋本龍太郎　小渕恵三　森喜朗　小泉純一郎　　　安倍晋三　福田康夫(H19.9.26～)　　

列島改造ブーム(S46～48) 日銀ゼロ金利解除（H18）

　　　変動相場制移行(S48) ワーキングプア問題（H18～）

　　　第一次石油危機(S48～50) 　　　第二次石油危機(S55～58) 　サブプライムローン問題（H19）

東京オリンピック開催(S39) 東名高速開通(S44) 札幌冬季オリンピック開催(S47) 人口移動沈静化(～S55) 　　　　　　　日本の総人口減少へ（H17）

東海新幹線開通(S39) アポロ１１号月面着陸(S44) 　第２次ベビーブーム(S48)                     愛・地球博開催(H17)

特定非営利活動促進法・ＮＰＯ法施行(H10 　　　　　　　中部国際空港開業（H17）携帯電話ＭＮＰ開始（H18）

駐車違反取締民間委託(H18）

ミクシィ上場（H18）

       JR西日本脱線事故(H17)　シンドラー社エレベーター事故（H18）

                      耐震強度偽装(H17) 　　　　　　食品偽装（H19）

ジャワ島大地震（H18）

　　　　新潟県中越沖地震(H19)

カップ麺誕生(S46) ﾜｰﾙﾄﾞﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗｼｯｸ優勝（H18）

　　　　年金記録問題（H19）

王貞治756号ホームラン（S52） KKコンビ（S58～60） ｲﾅﾊﾞｳｱｰ　ﾊﾝｶﾁ王子　ﾊﾆｶﾐ王子

                   幸せだなー  ｵｰ!ﾓｰﾚﾂ 天は我を見放した ネットカフェ難民

女子ｶｰﾘﾝｸﾞ「ﾁｰﾑ青森」

こんにちは赤ちゃん・梓みちよ(S38) シクラメンのかおり・布施明(S50) Wｉｎｔｅｒ，ａｇａｉｎ・ＧＬＡＹ(H11）

 　　愛と死をみつめて・青山和子(S39） 　　北の宿から・都はるみ(S51) 　　　ＴＳＵＮＡＭＩ・サザンオールスターズ(H12)

　　　　　柔・美空ひばり(S40) 　　　　　　淋しい熱帯魚・Wink(H1） 　　Dｅａｒｅｓｔ・浜崎あゆみ(H13）

　　　　　　　　霧氷・橋幸夫(S41) 　　　　　　　　　おどるポンポリン・ＢＢクィーンズ(H2) 　　　　　ｖｏｙａｇｅ・浜崎あゆみ(H14)

　　　　　　　　　　　　　　　　ブルーシャトー・ブルーコメッツ(S42) 　　　　　　　　北の大地・北島三郎／愛は勝つ・ＫＡＮ(H3) 　　　　　　　　No　ｗａｙ　ｔｏ　ｓａｙ・浜崎あゆみ(H15）

　　　　　　　　　　　　　　　　天使の誘惑・黛ジュン(S43) 　　　　　　　　　　　白い海峡・大月みやこ／君がいるだけで・米米ＣＬＵＢ(H4） 　　　　　　　　　　　Sｉｇｎ・Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ(H16）

　　　　　　　　　　　　　　　　いいじゃないの幸せならば・佐良直美(S44） 　　　　　　　　　　　　　　　　ルビーの指輪・寺尾總(S56) 　　　　　　　　　　　　　　無言坂・香西かおり(H5） 　　　　　　　　　　　　　　　Butterfly・倖田來未（H17）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　今日でお別れ・菅原洋一(S45)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北酒場・細川たかし(S57) 　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉｎｎｏｃｅｎｔ  ｗｏｒｌｄ・Mr.Children(H6) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一剣・氷川きよし（H18）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また逢う日まで・尾崎紀世彦(S46)　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢切の渡し・細川たかし（S58） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OVERNIGHT　SENSATION～時代はあなたに委ねてる～・ｔｒｆ(H7） 蕾・コブクロ(H19）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喝采・ちあきなおみ(S47) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長良川艶歌・五木ひろし(S59) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄｏｎ’ｔ　ｗａｎｎａ　ｃｒｙ？・安室奈美恵(H8)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜空・五木ひろし(S48) ミ・アモーレ・中森明菜(S60） 　CAN　YOU　CELEBRATE？・安室奈美恵(H9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　襟裳岬・森進一(S49) 　　　ＤＥＳＩＲＥ・中森明菜(S61) 　　　　ｗａｎｎａ　Ｂｅ　Ａ　Ｄｒｅａｍｍａｋｅｒ・ｇｌｏｂｅ(H10）

　歴代レコード大賞受賞曲

・地域格差の存在
・県外への出稼ぎ
・若年層の流出
・高度成長から低成長への移行

①活力と豊かさを支える産業の発展
②安心した生活快適な生活環境の確保
③県土の発展を支える基礎条件の整備
④人間性豊かな人づくりと地域の発展
⑤コミュニティの形成

山崎岩男（昭和31.7.22～38.1.26）　　竹内俊吉（昭和38.3.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54.2.25）　　北村正（昭和54.2.26　　　　　　～　　　　　　平成7.2.25）　　　　　　木村守男（平成7.2.25　～　15.5.16）　　　　　　　　　三村申吾（平成15.6.29　～　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　雨の慕情・八代亜紀(S55)

フジ製糖青森工場閉鎖(S42)

原子力船むつ母港化(S42)

東北本線複線・電化(S43)

十勝沖地震(S43)

北東北知事サミット開催(H9)

・人口の急速な高齢化
・所得水準の伸び悩み
・県民意識の多様化
・高速交通時代の到来・情報化、国際化
の進展

・従来の開発主導型による発展の限界
・自然との共存や心の豊かさを求める新た
な動き
・「地方分権」「新地方時代」の始まり
・県民の意欲と能力が問われる時代

・経済のグローバル化
・少子・高齢化の進行
・地方分権の進展
・環境への意識の高まり
・情報ネットワーク社会の進展

　　　ニュールネサンス
　　　－人間性復活－

　　　         核燃サイクル基地六ヶ所村立地決定(S60) ＩＴＥＲ本体フランスへ(H17)

                         青森空港3000m化(H17)

　能率のよい住み良い地域社会

新青森空港開発(S62)

JR津軽海峡線開通(S63)

　　　消費税３％導入(H1)　　　15.3兆円の総合経済対策(H6)

青函博開催(S63)

　　　　津軽岩木リゾート構想承認(H2)

　豊かで住みよい活力のある
　地域社会の建設

東北自動車道青森・浦和間開通(S61)　　東通原発着工(H10)　三内丸山遺跡特別史跡指定(H12)　             東通原発運転開始(H17)むつ小川原開発計画決定(S44)

  ﾍﾟﾚｽﾄﾛｲｶ                       ｺｷﾞｬﾙ        ﾘｽﾄﾗ                   新規参入

価格破壊             IT革命               小泉劇場　　　　　　　　　　　　品格　　　格差社会

　　　パラダイス銀河・光ＧＥＮＪＩ(S63)

クールビズ

　青森県に関連する出来事

＜人間居住の総合的環境の整備＞

　地方自治に関連する事象 テクノポリス構想(S58)

過疎地域対策緊急措置法(S45)

　　　　　革新都知事誕生(S42)

                                              　市町村合併(H11～）　                                                               地域再生法成立(H17)　地方分権改革推進委発足（H19）   

第三次全国総合開発計画

　　～　暮らしやすさのトップ
　　　　　　ランナーをめざして　～

①人財：青森の豊かさを知り、夢をもって
未来を拓く社会
②産業・雇用：いきいきと働ける豊かな社
会
③健康 ： 健やかで安心して暮らせる社会
④環境：環境と共生する循環型社会
⑤安全・安心：安全・安心で快適な社会

＜多極分散型国土の構築＞ ＜多軸型国土構造形成の基礎づくり＞

①新時代を担う人づくりと個性豊かな学
術・文化の創造
②豊かな地域社会を築く産業の振興
③快適でぬくもりのある新しい調和型社会
の創出
④高度ネットワーク型社会の創出
⑤美しい県土の保全と豊かな資源の活用

平成１６～２０年度昭和４３～５０年度 昭和６１～平成１２年度

第四次全国総合開発計画

平成９～１８年度

２１世紀の国土のグランドデザイン

昭和６１年１２月 平成９年２月 平成１６年１２月

国土形成計画

　　＜地域の均衡ある発展＞

　　　　　勝手にしやがれ・沢田研二(S52)

　　　　　　　　ＵＦＯ・ピンク・レディー(S53)

　　　　　　　沖縄海洋博開催(S50)

プラザ合意(S60)

　　　　　　　　　　人口首都圏一極集中化(S60～)

　　　　　　　国鉄分割民営化(S62)

チェリノブイリ原発事故(S61)    病原体O157発生(H8)

イタリアでスローフード運動誕生(S61)

新人類  ｾｸﾊﾗ                  ﾌｧｼﾞｨ   

ｗｉｎｄｏｗｓ初出荷(S61)　　男女共同参画社会基本法施行(H8)

　６　施策の推進方向・
　　　めざすべき社会像

①農林水産業の近代化
②鉱工業の発展
③産業基盤の整備
④国土の保全
⑤労働力の質的向上と教育の振興
⑥社会保障の充実

①生産性の向上と組織化の推進
②産業基盤の整備
③都市開発と農村社会開発の推進
④産業近代化のための新しい担い手の養
成
⑤雪の克服のための創意工夫

①新しい交通体系とその対応
②県民を豊かにする産業開発
③住みよい地域社会をめざす環境の対応
保全と整備
④国土の保全及び水資源の開発

　５　基本的目標

①誰もがゆとりを持って、安心し、快適に
暮らせる「悠々・安心・快適社会」の実現
②自立性と自主性を育む、可能性に富ん
だ「未来力あふれる社会」の実現
③新たな生活空間を提案する「彩りある美
しい社会」の実現
④多様な交流ネットワークの形成を通じ
て、新たな可能性を創造する「出逢い創造
社会」の実現

ﾘｿﾞｰﾄ法施行(S62)                                            三位一体改革(H14～)　　                   全国知事会会長選(H17)　

ふるさと創生事業(S63)　　　                             地方分権一括法施行(H14～）　　　　　　　　　                         

　７　地域別計画等

東北新幹線八戸駅開業(H14)　　大連市との友好協定(H16)

                         八甲田ﾄﾝﾈﾙ貫通(H17)

文化観光立県宣言(H10)

　　スポーツ立県宣言(H11)

　　　　　東北新幹線盛岡・大宮間開業(S57)　　　　　　　　　　　　　ソウル便ハバロフスク便就航(H7)

愚か者・近藤真彦(S62）

                                                                     湾岸線戦争勃発(H3)  EU発足(H5)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「心の豊かさ」志向が「物の豊かさ」凌駕(S54～)　　　　　　　　　                                                                   　地下鉄サリン事件(H7)　　　　　　        　 省庁再編(H13)           新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ懸念(H17)

                                                             東西ﾄﾞｲﾂ統一(H2)   ソビエト崩壊(H3)   

                   鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(H16) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニューメディアブーム(S60頃)　　　　　　　阪神淡路大地震(H7)

野茂英雄MLBデビュー（H7）　　　　　　　　　　　　　　　 拉致被害者帰国(H16)

                                  イラク戦争勃発(H15)      自衛隊イラク派遣(H16)

　                         サッカーワールドカップ日韓共催(H14)

　社会事象・世相等

                     牛海綿状脳症・ＢＳＥ問題(H13)             　　　　　　　　ライブドア事件、村上ファンド事件（H18）

　　　　　　　　　　　　　　　　   日航ジャンボ機墜落(S60)　　　　  　小選挙区比例代表並立制導入(H8)　　　　　　　　ローマクラブ「成長の限界」(S45)

大きいことはいいことだ

                              同時多発テロ(H13)               世界各地大規模テロ(H17)

　　　　　　　主要国首脳会議サミット発足(S50)

　　　　　　　　　　魅せられて・ジュディ・オング(S54)

区　分

　１　策定の時期

　２　計画期間

全国総合開発計画

昭和４３年６月

新全国総合開発計画

＜豊かな環境の創造＞

　経 済 の 動 向

バブル経済全盛(S61～H2)       山一証券･北海道拓殖銀行破綻(H9)

                         人民元切り上げ(H17)

                                           冬季アジア大会開催(H15)   北海道新幹線着工(H17)

いざなぎ景気(S40～45)

　　　　　　　　　　　　　　　　産業の空洞化(S60)　　　バブル崩壊・失われた１０年(H2～H12)　　　　　　産業再生機構発足(H15)

　　　　                       介護保険制度発足(H12)        郵政民営化法成立(H17)

出生率１．５７ショック(H2)

　　　　　　　　　　　三種の神器(S40頃）

　　　　　　　コンビニ登場(S50頃)

　　　　　公害対策基本法施行(S42)

　多極分散型国土の形成(S62～)

　　京都議定書採択(H9)

　　　　　　　　　　　　　　　　ビートルズ来日(S41)　　　　　　　大阪万博開催(S45)　　　　　　ダニエル・ベル「脱工業化社会の到来」(S50)

　４　背　　　　景

・日本経済の高度成長
・既成４大工業地帯への過度集中による
生産基盤の隘路の増大と都市生活環境
の悪化
・日本経済の二重構造ないし所得格差の
顕在化

・労働力不足の深刻化
・交通部門の変革・情報収集、処理伝達
機構の変革
・技術開発の進展・国際貿易の伸展
・住民意識の変化

・むつ小川原大規模工業開発の具体化
・東北縦貫自動車道の供用、東北新幹線
等による高速交通時代への対応
・米生産調整に伴う総合農政の展開

資料２


