
発刊にあたって

県では、県経済及び県民生活の現状等を県民の皆様へ御報告することを目的として、昭

和 25年度(1950年度)から「青森県経済白書」を、また、昭和 44年度(1969年度)から「県

民生活白書」を作成し、その後平成 14 年度(2002 年度)からは二つの白書を統合して「青

森県社会経済白書」を作成して参りました。

「青森県社会経済白書」は二部構成となっており、第一部においては、県経済の現状と

課題を明らかにする観点から、さらには、毎年度刊行を重ねることにより、その資料的価

値を高めるという意味合いから、毎月公表している「青森県経済統計報告」の年次版とし

て本県経済の 1年間の動向を分析・記録しています。

また、第二部では、その時々の重要な課題を特定テーマとして抽出し、統計手法により

多角的に分析のうえ課題解決に向けた処方箋を提示しており、今年度は東北新幹線全線開

業を機に、交流人口の拡大による外貨の効果的な獲得と観光を軸とした産業間の連携強化

を図るため、本県の観光に係る現状と課題を取り上げたところです。

今後とも「青森県社会経済白書」の内容の充実を図って参りますが、この白書が県民の

皆様に本県社会経済を御理解いただく一助となり、様々な活動や取組を進めて行く上で少

しでもお役にたつことができれば幸いです。

最後に、資料の提供等に御協力いただいた関係者各位、とりわけ、お忙しい中にあって

専門的見地による御意見等とともに御寄稿をいただいた「青森県地域経済研究会」の方々

に対し、心から感謝申し上げ、平成 22 年度版「青森県社会経済白書」発刊に当たっての

御挨拶とさせていただきます。

平成 23年 3月

青森県知事 三 村 申 吾
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