第２部

青森県の挑戦

第２部では、「青森県の挑戦」と題し、本県で展開されているプロジェクトや事業を紹介する。
まず、県政の基本方針である「青森県基本計画未来への挑戦」の概要をはじめ、県が推進している様々な
計画やプロジェクト等について掲載するとともに、平成 23 年度において県が重点的に取り組む事業を、政策
の基本方針である「戦略キーワード」ごとに紹介する。
また、
「地域の挑戦」では、各地域で活躍する人物などにスポットを当てながら、地域独自の取組について
紹介するとともに、地域県民局が重点的に取り組んでいる事業について説明する。
なお、「地域の挑戦」は、各地域県民局地域連携部地域支援室職員の健筆によるものである。
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Ⅰ

青森県基本計画未来への挑戦

県は、平成 20 年 12 月、平成 21 年度から 25 年度までの 5 年間を計画期間とする「青森県基本計画未来
への挑戦」を策定した。
「青森県基本計画未来への挑戦」の概要を紹介する。
「青森県基本計画未来への挑戦」とは
目的
県では、暮らしやすさではどこにも負けない地
域づくりをめざす「生活創造社会」の実現に向け
て様々な取組を展開してきたが、
「生活」を支える
産業・雇用分野にはいまだ課題が残されている。
・ これらを解決するため、本県が持つ資源や可能
性を見つめ直し、それを最大限に生かし、育て、
あらゆる地域力を最大限活用することが強く求め
られている。
・ この計画は、県民一人ひとりが必要な糧を得る
ことや、経済的に自立することをめざし、また、
その意識を県と県民が共有するため、本県におけ
る豊かな生活を支える経済的な基盤を「生業(なり
わい)」という言葉で表し、県民が誇りを持って、
この青森の地でいきいきと働き、そして生活して
いくことができる社会の実現に向けてチャレンジ
していく、私たち青森県の姿を描いている。

(2) 比較優位資源が有する「可能性」

１
・

食

料

発展途上国の人口増加、穀物などを利用したバ
イオエタノールの製造、地球温暖化が原因と考え
られる自然災害の多発等により、食料需給が逼迫
する中において、本県の食料自給率は 100％超、
しかも米、野菜、肉、魚、果物など品目のバラン
スがよい。

２
・

性格と役割
この計画は、県行政全般に係る政策及び施策の
基本的な方向性を、総合的かつ体系的に示した県
行政運営の基本方針である。
・ 県民の皆さんにこの計画を理解・共感していた
だき、一人ひとりが何ができるのかを考えるきっ
かけとなることを期待している。
・ いま生まれた子どもたちが大人になったころ、
この青森で暮らしたい、暮らしていける、そうい
う青森県の目指す姿を描いた未来創造型計画を志
向している。
計画期間
2030 年におけるめざす姿の実現に向けた最初の
5 年間となる、平成 21 年度から 25 年度までの 5
年間を計画期間とする。

エネルギー

新興工業国の経済発展や生活水準の向上に伴い、
化石燃料を中心としたエネルギー需要が増大する
中で、原子力や再生可能エネルギーなど多様なエ
ネルギー分野での先進的な取組を進めている。

３

青森県を取り巻く環境
１ 青森県の可能性と環境変化
(1) 「芽」を出した「可能性」
平成 16 年度に策定した「生活創造推進プラン」
の期間中、
「攻めの農林水産業」や「あおもりツー
リズム」などを推進する中で、チャレンジ精神あ
ふれる人財の育成やあおもり型産業の育成が進む
など、様々な「可能性」の芽がみられるようにな
った。
この計画では、これら「可能性」の芽を大きく
育て、結実させるための具体的な戦略を示す。

２

青森県を取り巻く環境変化
少子化・高齢化の進行、地球環境問題など様々な
環境変化の中で、計画期間内の最大の環境変化は
2010.12.04 東北新幹線全線開業であると言える。
３

新たな「生業（なりわい）
」づくりへ
本県を取り巻く環境を見通した場合、暮らしやす
さに象徴される生活重視の視点に加えて、自主自立
の青森県づくりを進めるための経済的基盤がますま
す重要になる。
この計画では、
「生業（なりわい）」という言葉に、
「県民一人ひとりの経済的基盤」という新たな意味
を加え、
「生活」と対をなす重要な概念として位置付
け、県民一丸となって、「生業（なりわい）」づくり
に取り組んでいく。
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2030 年における青森県のめざす姿
１ 生活創造社会とは
2030 年における「生活創造社会」の姿は、次のと
おり。
生活創造社会とは、
「生業(なりわい)」に裏打ちされた
豊かな「生活」が実現している社会です。
すなわち、県民一人ひとりのチャレンジ精神あふれる

３

注目指標
計画期間中の様々な環境変化の中で、本県が総体
的かつ相対的にどのような位置にあるか、また、め
ざす方向に向かって進んでいるかという、言わば「立
ち位置」を明らかにするために、注目していくべき
指標（注目指標）を設定している。

取組により経済的基盤の創出・拡大が図られ､輝いて生
きられる社会､そして心の豊かさ､命・健康・環境など､
暮らしやすさが守られ､安んじて生きられる社会です。

平均寿命

１人当たり県民所得

「安んじて生きられる社会」の表す指標

「輝いて生きられる社会」の表す指標

めざす状態

めざす状態

生活習慣病、自殺、不慮の事故によ
る死亡のほか、経済状況、労働環境、
生活環境など、平均寿命に影響を与
える様々な要因が改善

２

４つの分野ごとのめざす姿
わかりやすくめざす姿をイメージできるように、4
つの分野ごとに具体的に掲げる。

平均寿命の
全国順位がアップ

おおむね
年後に

おおむね
年後に

10

●女性や高齢者の就労促進により
就業率が上昇
●外貨獲得と域内循環などにより
労働生産性が向上

10

現在（２００５年度）の
１．５倍程度の水準を
めざして上昇

[外貨獲得と域内循環]
地域経済を支える産業は、主として地域外を市場
とする「域外市場産業」と、主として地域内を市場
とする「域内市場産業」の 2 つに分けることができ、
農業や製造業等が地域外からお金を稼ぎ、これを地
域内で消費することで商業やサービス業が成立、拡
大することで地域経済が活性化される。
この計画では、
「域外市場産業」の振興を図り、国
内外からお金を稼ぐ（外貨獲得）とともに、地域内
での企業間取引を増やし、稼いだお金を原資とした
「域内市場産業」における循環（域内循環）を増大
させることにより、自立的な経済構造の確立をめざ
している。
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政策・政策体系及び取組
産業・雇用分野（仕事づくりと所得の向上）
政

策

施

環境分野（低炭素・循環型社会の形成）
政

策

策

施

策

(1) 健全な水循環の確保

(1) 青森の特性を踏まえた地域産業の形成・活性化

(2) 世界自然遺産白神山地の保全・活用と恵み豊かな自
１ 暮らしの中に息づく水 然環境づくり
と緑と美のふるさとづくり (3) 緑ある生活環境の創出と歴史や風土を象徴するふる
さと景観づくり

(2) 青森の強みを生かした戦略的企業誘致の推進

１ 地域資源を最大限活
用した産業基盤の強化
(3) 国内外とのビジネス展開の推進
と県外・海外との取引拡
大
(4) 産業を支える情報通信・交通基盤整備

(4) あおもり発「環境公共」の推進
(1) 廃棄物の３Ｒの推進

(5) 雇用のセーフティネットの充実

２ 持続可能な循環型社
(2) 廃棄物の適正処理と不法投棄対策の推進
会づくり

(1) 青森力の結集による販売活動の強化

(3) 環境保全対策の推進

２ 攻めの農林水産業を (2) 安全・安心で優れた青森産品づくり
軸としたあおもり「食」産
業の充実強化
(3) 農商工連携による食品産業の強化

(1) あらゆる主体が取り組む省エネルギー型の地域社会
３ 次世代へつなぐ低炭 づくり
素社会づくり
(2) 再生可能エネルギーの導入推進

(4) 魅力あふれるあおもり食文化の創造・発掘・発信
(1) 原子力産業の振興
３ 多彩なエネルギーの
利活用によるエネル
(2) 次世代核融合炉の実現に向けた国際的な研究拠点の
ギー産業クラスターの形 形成
成
(3) 環境・エネルギー産業の振興

４ あおもりにエコを定着
させる人・システムづくり

(1) あおもりの環境を創造する人づくり
(2) あおもりの環境を生み出すシステムづくり

教育、人づくり分野（生活創造社会の礎）

(1) 新たな魅力の創出

政

策

施

策

(2) 誘客宣伝活動の強化
４ 「観光力」の強化によ
る国内外との交流の拡 (3) 観光産業の競争力強化
大

(1) 青森を体験し、青森を知る教育の推進
(2) 確かな学力の向上

(4) 国際観光の推進

(3) 豊かな心と健やかな体の育成
(5) 交流を支える基盤整備

１ あおもりの未来をつく
る人財の育成

(4) 教員の資質向上と子どもに向き合える環境づくり
(5) 個々の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進

安全・安心、健康分野（命と暮らしを守る）
(6) 安全・安心で質の高い教育環境の整備

政

策

施

策

(7) 社会が求める人財を育成するための教育の推進

(1) がん対策先進県の実現

(8) 学校・家庭・地域の連携強化による社会全体の教育力
向上

１ がんの克服を始めと
した健康寿命アップの推 (2) ライフステージを通じた生活習慣の改善
進

(1) 地域経済、地域づくりをけん引する人財の育成

(3) こころの健康づくり
２ 健康を支える地域医
療サービスの充実

(1) 医療従事者等の人財の確保・育成

(2) 農山漁村を支える多様な経営体の育成
２ あおもりの今をつくる
(3) 人生の各段階に応じた多様な学習機会の提供
人財の育成

(2) 医療連携体制の再構築

(4) 県民協働による地域づくりの推進

(1) 社会で支え合う安心子育ての推進

(5) ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現

３ 子どもを産み育てや
(2) 様々な環境にある子どもや家庭に対する支援の充実
すい環境づくり
(3) 親と子の健康の増進
４ 誰もが安んじて暮ら
せる環境づくり

５ 原子力施設の安全確
保対策の推進

６ 災害や危機に強い地
域づくり

(1) 歴史・文化の継承と発信
３ 文化・スポーツの振
興

(1) 安心・自立した生活の支援

(3) スポーツに親しみ、競技力を向上させる環境づくり

(2) 高齢者・障害者の生きがいづくりと社会参加の促進
(1) 安全確保対策の徹底
(2) 安全確保対策に係る広報活動
(1) 安全・安心な県土の整備
(2) 防災・危機管理機能の充実
(1) 地域防犯対策の推進

７ 安心して快適に暮ら
せる生活環境づくり

(2) 芸術文化活動の推進

(2) 交通安全対策の推進
(3) 「食」を始めとした消費生活の安全・安心の確保
(4) 安全で快適な生活環境づくり
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地域別計画
○今後 5 年間の取組の展開方向
(1) 地域資源の高付加価値化
① 東青地域
「都市」と「自然」の二重奏、
格別な「仕事と生活の調
和」を手にしよう
④ 西北地域
「食×観」じゃわめく
西北地域

(2) ものづくり産業の活性化

⑥ 下北地域

(3) 環境・エネルギー関連産業の振興と循環型社会の構

豊饒の里海とフード（食・
風土）、癒しの下北

築
(4) 広域観光の推進

⑤ 上北地域
超実力派
エネルギッシュ上北

西北地域（五所川原市、つがる市、鯵ケ沢町、深浦町、
板柳町、鶴田町、中泊町）
○2030 年における地域のめざす姿

② 中南地域
人がつながり、
新たな伝統づくりへ

③ 三八地域

・広域田園都市の形成

海から 山から 心から
三八 安心ものづくり

・農林水産業の６次産業化
・農・林・水・観クラスターの形成
・保養地域としての発展

東青地域（青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町）

○今後 5 年間の取組の展開方向
(1) 農林水産業の「６次産業化」
（１次×２次×３次産業）
による仕事づくり

○2030 年における地域のめざす姿
・
「食」産業の形成

(2) 2 つの新幹線開業を見据えた「観光力」の強化

・着地型観光の起点機能の確立

(3) 地域活性化のための産業基盤の強化

・優れた生活・仕事環境を生かした産業の集積

(4) 環境と産業が融合した資源循環型の地域づくり

・質の高い地域社会の形成
○今後 5 年間の取組の展開方向

上北地域（十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸

(1) 食料を基礎として産業を横断する「食」産業の形成

町、横浜町、東北町、六ケ所村、おいらせ町）

(2) 販売先や販売方法を考慮した「売れる商品」の生産

○2030 年における地域のめざす姿

(3) 県内観光の起点機能の確立と本県の魅力の発信

・力強い食料・エネルギー戦略基地の形成

(4) 関係機関の役割分担による経営支援等の充実

・自然美豊かな滞在保養型の観光地の形成

(5) コミュニティ機能の再生による「住んでい(み)たい場

・超一級の資源を生かした自立した地域の形成

所」づくり

・思いやりやつながりを大切にする安全・安心な地域社会
の形成

中南地域（弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、

○今後 5 年間の取組の展開方向

大鰐町、田舎館村）

(1) 上北農林水産物のトップブランド化とそれを支える担
い手づくり

○2030 年における地域のめざす姿

(2) 多彩なエネルギーの利活用によるエネルギー産業クラ

・先端技術を活用した農業振興

スターの形成

・知識集約型産業クラスターの形成
・多彩な観光資源の活用

(3) 観光産業の競争力強化と滞在保養型観光の振興

・世界中の人が行き交う地域

(4) 安全・安心で健康に暮らせる地域づくりの推進

○今後 5 年間の取組の展開方向
(1) 異業種コラボレーションの促進
(2) 選ばれる地域特産品づくり

下北地域（むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村）

(3) 伝統工芸品のぬくもり再発見

○2030 年における地域のめざす姿

(4) 誘客大作戦の展開

・新たな価値観の体現地

(5) 企業や人を育てる仕組みづくり

・農水商工との連携による観光振興
・ブランド化戦略と地産地消

三八地域（八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、

・エネルギー、情報関連産業の振興

階上町、新郷村）

・地域の一体感の形成

○2030 年における地域のめざす姿

○今後 5 年間の取組の展開方向

・連携と地域内循環が図られたものづくり

(1) 下北の総力を結集した下北まるごと観光の推進

・魅力ある雇用の場の創出と確保

(2) 観光に寄与する地域産業の充実

・環境・エネルギー分野の先進地

(3) 地域の特長を生かした産業づくり

・地域ならではの暮らしぶりが体験できる人気の旅行地

(4) 下北地域の一体感を形成する仕組みづくり

- 83 -

コラム 「朝市」は奥深い
１ 朝市事情
国内には、輪島市（石川県）
、高山市（岐阜県）
、勝浦
市（千葉県）
、呼子町（佐賀県）など、日本「三大朝市」
とも「四大朝市」とも呼ばれる、朝市のメッカがありま
すが、まだ、知名度はないながら、県内の代表的な朝市
として成長する八戸市の「館鼻岸壁朝市」
（湊日曜朝市・
海の朝市）
は、
現在出店数が 400 店にまで拡大しており、
規模的には、日本最大級との呼び声が高まっていること
をご存知でしょうか？
２ 朝市の特徴と効果
朝市は、野外で生産者等が直売するという、独特なビ
ジネススタイルが特徴ですが、この朝市を「空間」とし
てとらえ、その効用や、賑わいの要因などを探求した若
き研究者がいます。八戸市出身の梅村佳子氏（筑波大学
システム情報工学研究科社会システム工学専攻修士１
年,平成 22 年度現在）です。
氏の調査によると、青森県内における朝市は、全部で
26 カ所(注 1)、特に八戸市だけで 9 カ所あり、しかもそ
のうち複数の「市」は、出店数が 100 店を超える規模と
なっているそうです(平成 22 年 1 月調査時点)(図 1)。
全国では、約 1,400 市町村において約 2,700 の「市」
が実施されている（平成 7 年 12 月現在、農林水産省調
べ）(注 2)とする調査結果があり、平成の大合併が始ま
る前の全国の市町村数は 3,232 ですから、割合にして、
全国の 8 割を超える市町村において、平均して 2 つ程度
の「市」が立っているということになります。
以上から考えると、全国的にみても八戸はかなりの
「朝市好き」な地域であると言えそうです。
図１「朝市」の分布図

（平成 22 年 1 月調査時点 梅村佳子氏調査による）

さらに氏の研究では、
「朝市空間」の特徴として、
①屋外であること
②店舗間に隔たりがないこと
③同一品目が複数提供されていること
④販売者と消費者が空間を共有していること
をあげており、これによって、
○消費者は → 散歩気分で開放的で迫力ある買い
物が楽しめる、生産者の顔が見える
ことの安心感がある、安い、値切れ
る、比較選択できる

○販売者は → 場所代が安い、その分品物が安く
できる、経営者同志が交流・切磋琢
磨できる、消費者のニーズ把握が容
易にできる
など、消費者、販売者双方にもたらされる効果が指摘さ
れています。

八戸市「館鼻岸壁朝市」の様子

３ 朝市の裏側
国内最大級を標榜する八戸の「館鼻岸壁朝市」では、
来客数の増加と相まって「市」の規模も拡大し、採れた
ての野菜や果物、生花、魚介類はもちろんのこと、お総
菜や、コーヒー、雑貨、衣類、古道具、自動車に至るま
で、地元民に「土地以外は全部売っている」とささやか
れるほど、多様（奇抜？）な品揃えを誇ります。
人の集まるところに「市」が立ち、その場をきっかけ
に、次々と新しいビジネスが生まれ、相乗的に栄えてい
く様子は、さながら町の発達過程を早回しで見るかのよ
うです。
氏によると、他県でも朝市が有名な地域は、海の近く
に多い傾向にあり、このように八戸で朝市が盛んである
ことの要因には、漁港を中心にこの地域が発展した歴史
的背景が関係しているのではないかとのこと。
また、八戸ニュータウンでは、近年新たに造成された
地域でありながら「市」が出来ているなど、もともと「市」
が立つ日を多くの町名の由来に持つ八戸ならではの、
「市」への愛着ぶりがうかがわれます。
もともと人見知りが多いとされる青森県民の中でも
さらに、八戸地域の人々は控え目な性格で知られますが、
こうした評価とは裏腹に、実は細やかな人と人とのやり
とりを好む特性が存在するのではないかなど、朝市の裏
側には、その地域の奥深いナゾが隠されているようです。
現在、各地で、地域資源を活用した様々な地域おこし
が進んでいますが、この秘めたる「朝市」パワーで、さ
らに地域が魅力的に発展していく可能性を期待せずに
はいられません。
(注 1)「農・魚産物は必ず販売」
「開催時間が午前 3 時～正午の間」等、
一定の定義に合致するもののみをカウントしている。
(注 2)農林統計協会,平成 9 年度版図説農業白書 P246
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