
分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27

【青森県会員】

青森県農業協同組合中央会 農林水産
第６回ぜ～んぶあおもり大農林水
産祭＆2015津軽海峡ブランド博

「青森の食の魅力」を県内外に発信するため、本県の豊か
な農林水産物や加工品、ご当地グルメなどを紹介・販売す
るイベントをＪＡグループ青森、青森県森林組合連合会、青
森県漁業協同組合連合会、あおもり産品販売促進協議
会、（公社）青森県物産振興協会、（一財）青森市産業振興
財団が有する青森力の結集により開催する。

１　物販コーナー
２　飲食コーナー
３　展示・体験コーナー
４　津軽海峡ブランドコーナー
５　ステージアトラクション
６　オープニングセレモニー

H27
開催日時：平成27年11月7日8日
                 10:00～16:00
開催会場：青森産業会館

観光
青森県・函館デスティネーション
キャンペーン

　平成２７年度末の北海道新幹線開業を契機とし、自治
体、観光関係団体、観光事業者等が一丸となって、観光資
源の掘り起こしや磨き上げ、観光客受入体制の整備・充実
を図りながら、全国のＪＲグループ６社の協力のもと、青森
県・函館デスティネーションキャンペーンを実施することによ
り、国内外からの集中的な誘客や地域経済の活性化を図
るとともに、キャンペーン後も継続して観光振興を推進する
体制を確立する。

観光 全国宣伝販売促進会議

　ＤＣ本番１年前に全国から旅行エージェントやマスコミ関
係者、ＪＲ関係者等を招き、大規模なプレゼンテーションを
行う全国宣伝販売促進会議を開催した。
※別紙「青森県・函館デスティネーションキャンペーンの概
要」参照

全体会議
・観光ＰＲコーナー・体験コーナー・観光商談会・全体会議（観光
プレゼンテーション、宣伝計画説明など）・歓迎レセプション
エクスカーション
・ 青森県内及び北海道道南地域　９コース

H27
開催日時：平成27年7月15日
開催会場：ホテル青森

まちづく
り・地域活
性化・その

他

学園都市ひろさき高等養育機関
コンソーシアム
ひろさき移動キャンパス

本コンソーシアムを構成する弘前市内の６大学が共同で、
学園都市ひろさきの魅力を県外にアピールし、弘前で学び
たいという学生の増加を目指すとともに、他地域のコンソー
シアムとの交流を深める。

函館市の「キャンパス・コンソーシアム函館」との交流事業とし
て、「ＨＡＫＯＤＡＴＥアカデミックリンク２０１４」へブース出展によ
る参加をした。

H25
キャンパス・コン
ソーシアム函館

開催日時：平成25年11月9日
開催会場：函館市青少年センター

開催日時：平成26年11月8日
開催会場：函館市青少年センター

開催日時：平成27年11月14日
開催会場：函館市青少年センター

まちづく
り・地域活
性化・その

他

新幹線ドミノ大会

株式会社電通北海道函館支社の「北海道新幹線開業PR
推進事業」における「北海道新幹線開業PR動画の作成お
よび配信」による交流事業（北海道新幹線開業に向けて道
内外の気運情勢を図るため，話題性のある動画を作成し，
広く拡散することを目的とする）を通じて，本コンソーシアム
を構成する弘前市内の６大学が共同で学園都市ひろさき
の魅力を県外にアピールし，弘前で学びたいという学生の
増加を目指すとともに，他地域コンソーシアムと交流を深め
る。

本事業に，本コンソーシアムを代表して弘前大学の学生３名が
参加し，他地域コンソーシアムや学生と交流を深めた。

H26
株式会社電通
北海道函館支
社

開催日時：平成26年9月14日～17日
開催会場：北斗市総合体育館

観光

東日本旅客鉄道株式会社からの
寄附講義
「青森観光概論～津軽海峡交流
圏の形成と青森県の観光振興
～」

本学学生が，津軽海峡交流圏を中心とした観光振興につ
いて考え，地域活性化を担う人材となるよう育成する。

講義とスタディーツアーによる集中授業

・ＪＲ東日本の観光振興の取り組み（一般公開）
・青森県の観光について
・大間のマグ女の地域おこし
・Ｂ１グランプリを作った男の地域おこし
・ワークショップ
・スタディーツアー

H27
弘前観光コンベ
ンション協会

開催日時：平成27年12月19日～20日
開催会場：津軽海峡交流圏を巡るスタ

ディーツアー

まちづく
り・地域活
性化・その

他

北海道・青森県新幹線開業合同
ＰＲ

北海道と青森県が合同で北海道新幹線開業ＰＲを実施す
ることにより、青函圏の地域活性化を目指す。

北海道、青森県で開催されるイベント会場での新幹線開業ＰＲ
H26 青森県

開催日時：平成26年8月4～6日
開催会場：今別町、弘前市、青森市
内容：北海道新幹線開業ＰＲ

開催日時：平成27年2月6日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌
市）
内容：北海道新幹線開業PR

開催日時：平成27年8月6日
開催会場：立佞武多の館（五所川原
市）
内容：北海道新幹線開業ＰＲ

開催日時：平成28年2月5日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌
市）
内容：北海道新幹線開業PR

まちづく
り・地域活
性化・その

他

津軽海峡交流圏構想推進事業
北海道新幹線開業によりますます身近になる道南地域と
青森県を「津軽海峡交流圏」として盛り上げていくことを目
的とする。

北海道、青森県の魅力の発信、ＰＲ H25 青森県

開催日時：平成27年3月14日
開催会場：五稜郭タワー（函館市）
内容：津軽海峡交流圏公開生バトルIN
函館（各地域の魅力ＰＲ）

開催日時：平成27年10月24日
開催会場：木古内町中央公民館（木古
内町）
内容：どっちの圏民ショー（各地域の魅
力ＰＲ、発信）

開催日時：平成27年11月28日
開催会場：サンロード青森（青森市）
内容：どっちの圏民ショー（各地域の魅
力ＰＲ、発信）

青森市

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青函ツインシティ

青森市と函館市は、青函トンネルの開通を契機として、新
青函経済文化圏の形成を目指し、文化・スポーツ・観光・経
済等の幅広い分野にわたる積極的な交流を図り、お互い
の友情をはぐくみ、末永い友好親善と将来の発展を念願し
て、青函トンネル開業１周年の平成元年3月13日に、「ツイ
ンシティ（双子都市）」の提携の盟約を締結 。

文化・スポーツ・観光・経済等の幅広い分野にわたる各種団体
の自主的、積極的な交流。

H1 函館市
開催日時：各交流団体による
開催会場：各交流団体による

開催日時：各交流団体による
開催会場：各交流団体による

開催日時：各交流団体による
開催会場：各交流団体による

団体名
交流・連携の取り組み実績

青森県観光連盟

国立大学法人　弘前大学

青森県

青函圏交流・連携の推進に向けた取り組み



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

青森マジシャンズクラブ
文化・芸

術
青函交流マジシャンの集い

当クラブは、マジック、手品等名称のいかんを問わず、その
普及を図り、社会福祉芸能文化の向上に寄与し、併せて、
会員相互の親睦を図ることを目的に活動を続けている。

毎月２回、６時間の技量向上研修会と、年２回青函相互交流発
表会と地域文化祭参加公演、併せて年１２回の施設慰問ボラン
ティア（幼稚園・保育園、グループホーム等介護施設）を続けて
いる。

H13
函館マジック
クラブ

開催日時：平成25年9月22日
開催場所：青森市民ホール
開催日時：平成25年6月16日
開催場所：函館湯の浜ホテル

商工業 第４回青森・函館の物産と観光展
青函圏を広域の商圏としてとらえ、観光客の誘客と物産品
の販売を通じて地域の活性化を図る

物産部門
畜産物、海産物、お菓子、惣菜、工芸品等の物産販売

観光部門　　観光ポスターの掲示、観光パンフレットの提供、北
海道新幹線開業PR

H23
函館市物産協
会（函館市役所
経済部内）

開催日時：平成26年1月15日～20日
開催場所：福田屋百貨店宇都宮店

開催日時：平成27年1月14日～19日
開催場所：福田屋百貨店宇都宮店

商工業 青森・函館の物産と観光展
青函圏を広域の商圏としてとらえ、観光客の誘客と物産品
の販売を通じて地域の活性化を図る

物産部門
畜産物、海産物、お菓子、惣菜、工芸品等の物産販売

観光部門
観光ポスターの掲示、観光パンフレットの提供、北海道新幹線
開業PR

H26
函館市物産協
会（函館市役所
経済部内）

開催日時：平成27年1月14日～19日
開催会場：宇都宮市　福田屋

商工業
初夏の北海道と青森・函館の物
産と観光展

青函圏を一つの商圏としてとらえ、観光客の誘客と物産品
の販売を通じて地域の活性化を図る

物産部門
畜産物、海産物、お菓子、惣菜、工芸品等の物産販売

観光部門
観光ポスターの掲示、観光パンフレットの提供、ねぶたDVDの
放映

H25
函館市物産協
会（函館市役所
経済部内）

開催日時：平成25年5月30日～6月4日
開催会場：名古屋市　丸栄百貨店

開催日時：平成26年5月15日～20日
開催会場：名古屋市　丸栄百貨店

商工業 青森と函館の物産展
青函圏を一つの商圏としてとらえ、観光客の誘客と物産品
の販売を通じて地域の活性化を図る

物産部門
畜産物、海産物、お菓子、惣菜、工芸品等の物産販売

観光部門
観光ポスターの掲示、観光パンフレットの提供、北海道新幹線
開業PR

H26
函館市物産協
会（函館市役所
経済部内）

開催日時：平成26年9月3日～8日
開催会場：山形市　大沼山形本店

観光
泳げ！巨大マグロのぼりプロジェ
クト

春の観光シーズンの皮切りに、五稜郭タワーに巨大なマグ
ロのぼりを泳がせることで、津軽海峡圏の元気を全国発信
する。

全長１０ｍ、腹回り３ｍという巨大なマグロのぼりを作成。端午
の節句に合わせて、注目度の高い五稜郭タワーに泳がせる。
「子どもたちよ！マグロのように世界に泳ぎ出せ～！」という願
いを込めている。

H23 五稜郭タワー
開催日時：平成25年4月27日～5月5日
開催場所：五稜郭タワー

まちづく
り・地域活
性化・その

他

旗振りウエルカム活動

　大間－函館間を就航するフェリー「大函丸」乗船客に向
け、大漁旗を振って歓送迎することにより、北海道から大間
へ来る人、また、大間から北海道へ渡る人が少しでも楽し
い気持ちになってくれることを目的としながらも、自分たちも
フェリーや下船した車の車内から手を振り返してくれるお客
さん方から元気と楽しさを貰っている。

　当初は８月お盆の帰省時期に、あおぞら組と町民有志で実施
していた活動だが、ここ数年は、地元唯一の高等学校である大
間高校の女子生徒で組織する「大間高校めんちょこ」と一緒
に、津軽海峡フェリー大間ターミナルにおいて、フェリー大函丸
への旗振りの他に、ターミナル内外での「大間高校めんちょこ」
独自活動として、手作りクッキーや観光パンフレットの配布など
を企画・実施している。２０１５年は５月のゴールデンウイーク・８
月のブルーマリンフェスティバル・９月のシルバーウイーク期間
中に同様の活動を行った。

H13
フェリー大函丸
の乗船客

開催日時：平成26年5月3,4日、10月
18,19日
開催会場：津軽海峡フェリー大間ターミ
ナル

開催日時：平成27年5月2,3日、8月14
日、9月19,20日、10月24,25日
開催会場：津軽海峡フェリー大間ターミ
ナル

観光 津軽半島がっぱどフェスタ

北海道新幹線開業を約２年後に控え、津軽半島のゲート
ウェイとして奥津軽いまべつ駅の活用が必要と考えられ
る。新幹線開業により、道南地区と津軽半島のアクセス時
間が短縮されることから、両地区での広域観光、物流を中
心とする交流人口拡大を目的とする。

函館市金森倉庫、ＪＲ函館駅において、下記のイベント等を展
開した。
・観光ＰＲ展示コーナー
パンフレット、パネル、山車の展示
・郷土芸能ステージ
・物産展

H25
函館市観光振
興課
金森商船(株)

開催日時：平成26年9月27日～28日
開催会場：函館市金森レンガ倉庫、ＪＲ
函館駅

観光 はこだてグルメサーカス
函館市にて行われている事業に参加することにより、函館
市との観光連携を推進し、五所川原市の物産観光をPRす
る。

特産品の販売、観光パンフレットの配布、郷土芸能の披露、ミ
ニ山車の展示。

H26
函館市及び関
連団体

開催日時：平成26年9月5日～6日
開催会場：函館駅及び大門地区

開催日時：平成27年9月3日～4日
開催会場：函館駅及び大門地区

五所川原市

（一社）青森市物産協会

あおぞら組



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

まちづく
り・地域活
性化・その

他

(株)青森銀行・(株)北洋銀行　連
携・協力事業

北海道新幹線の開業を見据え、両行が連携・協力を行うこ
とにより、青函を基軸とした青森県・北海道両地域の地域
経済活性化に寄与する。

①青函圏観光プロモーションの実施
②ホテルオークラ札幌「函館・青森フェア」への協力
③ＡＴＭ相互無料開放セレモニー
④ものづくりテクノフェア（製造業商談会）への青函連携コー
ナーの設置と青森県内企業の初出店
⑤青森銀行・北洋銀行合同「経営者交流会」の開催
⑥インフォメーションバザール（食の商談会）での青函コーナー
の設置と青森県内企業の初出店

H24 (株)北洋銀行

開催日時：
②平成25年4月1日～30日
③平成25年4月22日
④平成25年7月24日
⑤平成25年8月26日
⑥平成25年9月5日～7日
開催場所：
②札幌市・ホテルオークラ札幌
③函館市・北洋銀行函館中央支店ＡＴ
Ｍコーナー
④札幌市・札幌コンベンションセンター
⑤青森市・青森国際ホテル
⑥東京都・池袋サンシャインシティワー
ルドインポートマートビル4階

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青函圏の「食と観光」活性化連携
の枠組み構築

青函圏の「食と観光」を切り口に積極的な連携・協力をする
ことにより、青函両地域の産業交流を促進し、地域経済の
活性化に寄与することを目指します。

当行、北洋銀行の情報力、アークスの流通力、新日本スー
パーマーケット協会のコーディネート力を最大限に活用し、青函
圏の新たな食の開発、観光による活性化支援を図ります。
実績としては、平成２６年度に青函圏の食の商談会を実施し
た。

H25

(株)北洋銀行、
(株)アークス、
（一社）新日本
スーパー馬ケッ
ト協会

開催日時：平成26年10月30日、11月27
日
開催場所：函館市、札幌市

まちづく
り・地域活
性化・その

他

北洋銀行との協定締結
北海道新幹線開業を見据え、青森・北海道の両地域の経
済活性化に寄与することを目的とします。

①ＡＴＭ相互無料開放
②経営者交流会の開催
③各種商談会への出展者募集協力
④青函活性化ファンドの設立　　等

H25 (株)北洋銀行

開催日時：
①平成25年4月22日
②平成25年8月26日
③随時
開催会場：
②青森国際ホテル
③札幌、函館、池袋等

開催日時：
③随時
④平成26年5月26日
開催会場：
③札幌、池袋等

まちづく
り・地域活
性化・その

他

北海道銀行との協定締結
北海道新幹線開業を見据え、東北・北海道の両地域の経
済活性化に寄与することを目的とします。

①ＡＴＭ相互無料開放
②各種商談会への出展者募集協力　　等

H25
(株)北海道銀
行

開催日時：
①平成25年10月7日
②平成25年11月18日、19日
開催会場：
②札幌

開催日時：
②平成26年6月10日
開催会場：
②札幌

商工業
北洋銀行主催「ものづくりテクノ
フェア２０１５」

　北洋銀行が主催する、製造業における販路拡大支援、企
業間連携の促進、技術交流を目的とした商談会。

　今年度で９回目の開催となり、道内外の中小企業をはじめ、
大学・高専、研究機関、支援機関等含め２０９の企業・団体が
出展。来場者数は約４，４００名、商談ブースでは約２６０件の
商談が実施された。
　当行は特別協力として３回目の参画。青函連携を主眼とした
青森県内企業者の出展募集を促し、今年度は８社が参加した。
その場での成約は無かったものの、数か月後にマッチングが成
約した事例も有り。

H25 (株)北洋銀行
開催日時：平成26年7月24日
開催会場：アクセス札幌

開催日時：平成27年7月23日
開催会場：アクセス札幌

農林水産
北洋銀行・帯広信金主催「イン
フォメーションバザール in Ｔｏｋｙｏ
２０１５」

北洋銀行と帯広信用金庫が主催の首都圏向け食産業展
示商談会。首都圏市場における販売ルートの開拓や首都
圏バイヤーとのネットワーク構築など即戦力となる商談会。

　今年度で１１回目の開催となり、生産者・食品メーカー等160
社・団体が出展。約4,200名の百貨店・スーパー・食品メーカー
バイヤー等が来場し、活発な意見交換・商談が行われた。
　当行は特別協力として３回目の参画。本展示会場における
「青函連携コーナー」への県内出展企業募集を行い、３社が出
展。

H25 (株)北洋銀行
開催日時：平成26年9月4日、5日
開催会場：池袋サンシャインシティワー
ルドインポートマートビル4F

開催日時：平成26年9月2日、3日
開催会場：池袋サンシャインシティワー
ルドインポートマートビル4F

農林水産
ユニバース主催「青函連携展示
商談会」

　平成25年11月1日付の青森銀行、北洋銀行、アークスグ
ループ及び新日本マーケット協会の4社で連携した「青函圏
の『食と観光』活性化支援の枠組み」による事業の一環とし
て展示商談会を開催し、「食」への取組み及び青函活性化
の強化を図る目的で開催。

　ユニバースが主催・バイヤーとなり、道南食品製造業の展示
商談会を開催。道南企業５２社が出展し、本商談会にて成約と
なった商品を翌月（平成26年11月）ユニバース全店で「道南フェ
ア」として取り扱う内容。
　結果として約40品目を取扱いするに至った。

H26 (株)北洋銀行
開催日時：平成26年10月30日
開催会場：函館国際ホテル

農林水産 ラルズ主催青函連携商談会

　平成25年11月1日付の青森銀行、北洋銀行、アークスグ
ループ及び新日本マーケット協会の4社で連携した「青函圏
の『食と観光』活性化支援の枠組み」による事業の第二弾
の展示商談会を開催し、「食」への取組み及び青函活性化
の強化を図る目的で開催。

　ラルズが主催・バイヤーとなり、青森県、道南の生産者及び
食品製造業の展示商談会を開催。青森県58社、北海道29社が
出展（商品サンプル含め）し、本商談会にて成約となった商品を
平成27年1月からラルズ全店で「道南フェア」として取り扱うも
の。
　結果として約100品目を取扱いするに至った。

H26 (株)北洋銀行
開催日時：平成26年11月27日
開催会場：日本アクセス北海道(株)札
幌本社

農林水産
北海道・東北・北陸ビジネスマッチ
ング in 東京

　北海道が主催する「第29回北海道産品取引商談会　東
京会場」に併催し、北海道、東北及び北陸地方を中心とし
た1次産業従事者を含む「食」関連事業者の展示商談・相
談会による販路拡大と首都圏バイヤーとの交流を促進す
る。また、北海道新幹線開通による地域間交流の促進を図
るための情報交換・共有を行う。

　１．展示商談会：「第29回北海道産品取引商談会　東京会場」
に併催した展示商談会を開催。平成27年2月開催時には162社
317名のバイヤーが参加した。
　２．個別相談・商談会：招聘バイヤー及び食関連専門家によ
る商品ブラッシュアップ相談及び個別商談を開催。

H26 (株)北洋銀行
開催日時：平成27年2月3日
開催会場：東京交通会館12階ダイヤモ
ンドホール

開催日時：平成28年2月2日
開催会場：東京交通会館12階ダイヤモ
ンドホール

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青函女性事業者交流会
　青森県隣県及び北海道の女性リーダーの活躍推進、交
流を図ることで、青森県・北海道両地域の結びつきを強化、
活性化を推進する目的で開催。

　『<あおぎん>ウーマン・リーダーズ・ネットワーク』会員13名と、
『<北洋銀行>北洋女性ビジネスセミナー』会員17名との合同交
流会を開催。基調講演に加え、分科会でのグループディスカッ
ションを通して親睦を図った。

H27 (株)北洋銀行
開催日時：平成27年8月24日
開催会場：函館北洋ビル

まちづく
り・地域活
性化・その

他

津軽海峡交流圏シンポジウム

　北海道新幹線開業を契機に、青森県と道南地域地域そ
れぞれに蓄積された経営資源を今まで以上に有機的に結
合させ、それを基礎とするビジネス・イノベーションの可能
性を拡充させる目的で開催。

　１．青森県内企業2社と道南企業2社の合計4社による青函連
携に取り組んでいる内容についてプレゼン報告を実施。具体的
に青函連携商品の販売や、両地域にゆかりのある企業の発表
となっていた。
　２．日本貿易振興機構（ジェトロ）による域外販路開拓につい
ての基調講演。
　３．参加者交流会の実施。
　主催の（一社）青森地域社会研究所は当行のシンクタンクで
あり、今回当行が後援協力して開催された。

H27
（一社）青森
地域社会研究
所

開催日時：平成27年10月8日
開催会場：ねぶたの家ワ・ラッセイベン
トホール

(株)青森銀行



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

商工業
青函圏交流推進特別委員会
会員事業所ビジネス交流事業
（仮）

長期にわたる景気低迷や東日本大震災の影響等により、
両商工会議所会員事業所は厳しい環境におかれている。
また、H２７年には北海道新幹線が開業することとなり、両
市の商工業者を取り巻く上京は、大きく変化する可能性が
ある。この様な環境から、両地域の経済活力強化を目的
に、両商工会議所会員事業所の収益増加を目指した交流
会を実施検討している。

・同業種・異業種による事業マッチング商談会
・あらゆる商品の売買
・技術・業務連携　など

H24,25
函館商工会議
所

スポーツ
青森商工会議所議員会親睦ゴル
フコンペ・懇親会

両商工会議所議員会の親睦交流 年1回、持ち回りでゴルフコンペ及び懇親会を開催している。 H8
函館商工会議
所議員会

商工業
函館商工会議所・青森商工会議
所「会員事業所パートナーシップ
構築懇談会」

青森商工会議所・函館商工会議所の会員事業所による
「商品開発」「販路拡大」「技術提携・連携」等経済連携の促
進。

会員事業所単独またはコンソーシアム（２事業所以上の共同
体・部会グループなど）での青函パートナーシップによる事業提
案を募集し、両地域の関心のある事業所に対して、プレゼン
テーションの場を提供。青函でのビジネスマッチを実現させる。
＜平成２４年度＞
青森商工会議所・会員事業所から事業提案を募り、函館にお
いてプレゼンテーション・商談会を実施。
＜平成２５年度＞
函館商工会議所・会員事業所から事業提案を募り、青森にお
いてプレゼンテーション・商談会を実施。
＜平成２６年度＞
函館商工会議所・会員事業所から事業提案を募り、函館にお
いてプレゼンテーション・商談会を実施。

H24
函館商工会議
所

開催日時：平成25年9月25日（木）15：
00～19：00

開催会場：青森国際ホテル

第３回
開催日時：平成26年9月26日（金）
14：30～19：00
開催会場：青森国際ホテル

第４回
開催日時：平成27年3月18日（水）
13：30～19：00
開催会場：函館国際ホテル

スポーツ
青森商工会議所議員会　親睦ゴ
ルフコンペ・懇親会

青森・函館の両商工会議所議員同士の親睦交流 年1回、持ち回りでゴルフコンペ及び懇親会の開催 H8
函館商工会議
所

開催日時：
ゴルフコンペ
平成25年7月11日（木）12：00～
懇親会
平成25年7月11日（木）18：00～
開催会場：
ゴルフコンペ　大沼レイクゴルフクラブ
懇親会　ホテル函館ロイヤル

開催日時：
ゴルフコンペ
平成26年7月14日（月）11:00～
懇親会
平成26年7月14日（月18:00～
開催会場：
ゴルフコンペ
青森カントリークラブ
懇親会
青森国際ホテル

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青森商工会議所議員会年末交流
会・函館商工会議所議員会歳末
懇親会

青森・函館両商工会会議所議員同士のの親睦交流

○青森商工会議所議員会「年末交流会」
年1回、青森商工会議所が主催する同会合に、来賓として函館
商工会議所議員会の方々に臨席いただいている。
○函館商工会議所議員会「歳末懇親会」
年猪飼、函館商工会議所が主催する同会合に5名程度で参加
している。

H6
函館商工会議
所議員会

青森商工会議所議員会「年末交流会」
開催日時：平成26年12月9日（火）18：
00～
開催会場：ホテル青森
函館商工会議所議員会「歳末懇親会」
開催日時：平成26年12月5日（金）18:00
～
開催会場：ホテル函館ロイヤル

青森商工会議所議員会「年末交流会」
開催日時：平成26年12月9日（火）18：
00～
開催会場：ホテル青森
函館商工会議所議員会「歳末懇親会」
開催日時：平成26年12月5日（金）
18:00～
開催会場：ホテル函館ロイヤル

商工業
観光

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青函合同例会 青森・函館商工会議所青年部間の交流

平成26年度
「誇れ、燃えろ、つながれ！青森と北海道のリゾート再生で学ん
だこと」（株）星野リゾート・トマム　代表取締役総支配人　佐藤
大介氏　講演会、交流会

平成27年度
「青函交流に向けたＡ－ＦＡＣＴＲＹの取り組みについて」
(株)ＪＲ東日本青森商業開発　取締役営業部長　藤間　勉 氏講
演会、交流会

H15
函館商工会議
所

開催日時：平成25年10月25日（金）
　　　　　　　18時
開催会場：ホテル函館ロイヤル

開催日時：平成26年10月17日（金）
　　　　　　　18時30分
開催会場：青森国際ホテル

観光 青函圏・みなみ北海道連絡会議

北海道新幹線開業を見据えて、今後、函館市が実施するイ
ベント等を広く発信するにあたり、周辺エリアの情報も併せ
て発信することにより、来訪者へのサービス向上につなげ
る。
また、地域間連携を深め、広域的に情報を共有することに
より、各々のイベント内容の調整等により、より充実した取
組みが可能となり、来訪者の増や周遊促進につなげる。
（主催：青函圏・みなみ北海道連絡会議（函館市観光部））

・青函圏の各市開催イベントの情報提供及び情報共有
・情報提供・共有による各市間による連携の促進
・Webサイト「みなみ北海道・青森イベントinformationへの情報
掲載

H26 函館市
開催日時：平成27年3月25日
開催会場：函館市

開催日時：平成27年9月18日
開催会場：函館市

観光 はこだてグルメサーカス2015

北海道新幹線の開業を迎えるにあたり、今まで以上に多く
の市民・観光客による賑わいにあふれたまちづくりを進め
ていくため。
（主催：はこだてグルメサーカス実行委員会）

・むつ市の観光ＰＲ（ステージイベント、ＦＭいるかへの出演）
・特産品の販売

H27 函館市
開催日時：平成27年9月5日～6日
開催会場：函館市

まちづく
り・地域活
性化・その

他

あおもり10市大祭典inむつ

通年観光を目指し県内10市の祭、地域伝統芸能、食文化、
特産品、観光情報を一堂に集め、来場客に対し「あおもり」
の魅力を強力にアピールし県内への波及効果と回遊性を
目標に、滞在型誘客を促進する。
（主催：青森県都市共同観光振興特別対策事業実行委員
会）

・函館市の観光PR（観光PRブースの設置）
・函館市による函館グルメ振る舞い

H27 函館市
開催日時：平成27年9月26日～27日
開催会場：むつ市

むつ市

青森商工会議所



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

商工業 観光関連事業 函館弘前両市を中心とした地域の観光のＰＲをする。

○はこだてクリスマスファンタジー『ひろさきナイト』（12月／函館
市）
毎年12月中に函館ベイエリア金森赤れんが倉庫群にて開催さ
れる。はこだてクリスマスファンタジーを『ひろさきナイト』として
一晩ジャック。地域アイドルや巨大アップルパイを振舞う等観光
PRを展開。現在は弘前市主催（H23～）
○三市合同台湾プロモーション（H24.2）
函館、弘前、青森三市の会議所会頭、市長、観光コンベンショ
ン協会会長による観光プロモーション。函館市の仕切りで台北
の航空会社、旅行代理店を訪問しプレゼンテーションを行っ
た。
○函館からの旅行商品造成
JR北海道函館支社が弘前への誘客商品を造成。弘前城菊と
紅葉祭の旅／The津軽三味線in弘前鑑賞の旅／弘前城雪灯籠
まつりと津軽酒造めぐりの旅
※函館からの青森フリー切符のフリーエリアが弘前まで拡大
○各団体が函館市内で誘客キャンペーン展開
函館駅、函館山ロープウェイ、市内百貨店、弘前市、弘前コン
ベンション協会、弘前市物産協会、弘前青年会議所、弘前市旅
館ホテル組合、弘前商工会議所など
○ラジオ番組『きて！みて！弘前！』
弘前市旅館ホテル組合が函館市のコミュニティFM局であるFM
いるかのスポンサーとなり、毎週木曜日に5分番組を提供。フロ
ントスタッフが毎週電話にて生出演し、弘前市の旬の観光情報
を発信。（H26.4～）

H23
函館商工会議
所

商工業 物産展関連事業
函館弘前両市の市民レベルでの交流と相互文化理解のた
めに、両市において開催される物産展等への出店を行って
いる。

○はこだてスイーツフェスタ（10月／函館市内百貨店）
函館市、函館商工会議所などが主催する函館のスイーツ物産
展に当所が弘前アップルパイブースを招待出店。例年早期完
売で売り上げトップとなっている。（H24～）
○津軽のクラフト展（12月／函館市）
はこだてクリスマスファンタジー「ひろさきナイト」にあわせて、金
森赤レンガ倉庫内ギャラリーにて津軽の手仕事、ものづくり展
を開催。当所と弘前工芸協会による共催。（H24～）
○北海道うまいもの大会（6月／函館市百貨店）
函館市内百貨店（丸井今井函館店）と北海道渡島総合振興局
が主催する北海道内の物産展から当所がオファーを受け、弘
前市物産協会が特別出店。道外から有いつの出店（H25～）
○はこだてグルメサーカス（9月／函館市）
函館市、函館商工会議所、北海道新聞社が主催する全国規模
のイベントに、弘前市の事業として当所青年部、弘前観光コン
ベンション協会、民間事業者等が大挙出店。（H24～）
○函館からの出店等
平成23年より当所等が主催する物産展「津軽の食と産業まつ
り」に函館商工会議所を通じて民間事業者が出店している。
また、北海道渡島総合振興局も平成26年7月に弘前市中心商
店街にて物産観光イベント「函館・道南を感じる一日inひろさき
土手町」を開催。

H23
函館商工会議
所

商工業 連携商品関連事業
津軽海峡ブランド確立のために、両地域の事業者をマッチ
ングし、新しい商品を開発する。

①日本酒「ガスバリ２０１３」　７２０ｍｌ／1,575円
道南産の復刻米を原料とし、弘前市の蔵元が醸造、函館市に
おいて販売した。
企画・プロデュース：同異種団体「クラブガストロノミーバリアド
ス」（函館市）（H25～）醸造：六花酒造株式会社（弘前市）
②お菓子「金森赤レンガ倉庫のキャラメルガトー」525円
人気観光スポットの金森赤レンガ倉庫のＰＢ商品を弘前市のお
菓子メーカーが企画製造（ＯＥＭ）。
販売：金森商船株式会社（函館市）
企画製造：株式会社ラグノオささき（弘前市）（H25～）
③日本酒「DANSHAKU selection」　180ｍｌ
山廃純米酒 432円　純米吟醸酒 540円　純米大吟醸 648円
販売：HAKODATE 男爵クラブ HOTEL＆RESORTS
醸造：白神酒造（H26～）

H25

まちづく
り・地域活
性化・その

他

津軽海峡観光クラスター会議
平成27年度の北海道新幹線開業を見据え、観光を核とし
た地域経済の活性化を実現するため、平成23年4月20日
に弘前・函館両会議所で設立。

両会議所間正副会頭クラスの意見交換。
両会議所部会や委員会、青年部の視察や意見交換の開催。
両市イベント等への積極参加。

H23
函館商工会議
所

継続

商工業 津軽の食と産業まつり
３日間で、約８万の人出がある『津軽の食と産業まつり』
で、弘前市民に函館の特産品の販売、・ＰＲおよび、北海道
新幹線開業のＰＲをする。

函館の特産品である『がごめ』のＰＲ、販売に加え、スイーツや
海産物等も販売。また、北海道新幹線のＰＲステージを２日間
実施し、弘前市民に『函館』をＰＲした。

H23
函館商工会議
所・函館がごめ
連合

開催日時：平成26年10月17日～19日
開催会場：弘前克雪トレーニングセン
ター

開催日時：平成27年10月16日～19日
開催会場：弘前克雪トレーニングセン
ター

商工業 津軽三味線と津軽の地酒
弘前の地域資源である、『津軽三味線』と弘前の酒蔵４社
の地酒を、函館市民に広く知っていただく。

弘前在住の三味線奏者　渋谷和夫氏一行による、津軽三味線
の演奏及び手踊りを堪能していただきながら、弘前の地酒を味
わっていただくイベント。地元函館市在住の酒匠　緋田和美氏
のプロデュースによる。定員１１０名満席となり、次回の開催を
期待される。

H27
酒匠　緋田和美
（鮨ひろ季女
将）

開催日時：平成27年5月31日(日）
開催会場：函館山ロープウェイＦＭいる
か２階イベントスペース「ペルラ」

商工業 青森・函館物産展
関東地区における弘前と函館の物産、観光、北海道新幹
線のＰＲ

これまで、弘前市物産協会単独で開催してきた物産展を、函館
商工会議所、函館市物産協会との連携で、物産販売及び両市
の観光や北海道新幹線のＰＲをした。（ミス函館・ミスさくら・ゆる
きゃらも参加）

H27
函館商工会議
所・函館市物産
協会

開催日時：平成27年6月30日～7月2日
開催会場：丸広百貨店川越本店

弘前商工会議所



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

青森・函館ツインシティ推進協議会

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青森・函館ツインシティ推進協議
会

青森市と函館市は，青函トンネルの開通を契機として，新
青函経済文化圏の形成を目指し，文化・スポーツ・観光・経
済等の幅広い分野にわたる積極的な交流を図り，お互い
の友情を育み，末永い友好親善と将来の発展を目指して，
青函トンネル開業１周年の平成元年３月１３日に，「ツイン
シティ（双子都市）」の盟約を締結

　（１）　交流事業調査，情報発信
　（２）　交流事業の推進お呼び支援
　（３　）要望活動及び広報活動
　（４）　その他協議会の目的のために必要と認められる事業
　　　　　・青函子ども絵画展
　　　　　（青森・函館料市の小学生を対象とした絵画展）

H1 函館市

開催日時：平成25年11月15日【協議
会】
11月、12月【子ども絵画展】
開催場所：ロワジールホテル【協議会】
中央市民センター、八甲田丸（青森
市）、棒二森屋、中央図書館（函館市）
【子ども絵画展】

開催日時：平成26年11月11日【協議
会】
11月、12月【子ども絵画展】
開催場所：花びしホテル【協議会】
中央市民センター（青森市）、棒二森屋
（函館市）【子ども絵画展】

開催日時：平成27年11月18日【協議
会】
11月、12月【子ども絵画展】
開催場所：ロワジールホテル函館【協
議会】
フェスティバルシティアウガ（青森市）中
央市民センター（青森市）、函館市まち
づくりセンター（函館市）【子ども絵画
展】

青森市文化団体協議会
文化・芸

術
青函文化交流会

　青森・函館両市の文化団体関係者で、相互に訪問し、芸
術文化活動状況を理解し合い認識を深めることにより、青
函文化圏の発展に資する。
（平成２２年度より休止状態である。）

青函文化交流の在り方についての情報交換 H18 休止 休止 未定

(株)企画集団ぷりずむ
文化・芸

術
「あおもり草子　青函ほろ酔い散
歩」の発行

「あおもり草子」は青森に暮らす人々の視点に立って、青森
の風土、風俗、歴史、生活そして人々の姿を記し、
語り合うことができればと昭和５４年に創刊し、これまで毎
号さまざまなテーマを定めて特集してきました。
　平成２７年１２月上旬には、北海道新幹線新青森－新函
館北斗間開業を視野に入れ、「青函ほろ酔い散歩」特集号
を発行しました。

旨い酒とつまみ、店主やお客さんとのふれあい、函館と青森の
地元居酒屋ならではの雰囲気を楽しむ「ほろ酔い散歩」を通じ
て、
二つの港町を改めてみつめ、情報を伝える内容になっていま
す。
＜主な内容＞
・青森で一杯、函館で一杯。北国の心あたたか津軽海峡冬景
色（山内史子）
・酒・肴・人情　青函ほろ酔い紀行（岩田一平）
・函館の居酒屋紹介エッセイ（太田誠一）
・青森の居酒屋紹介エッセイ（編集部）　など

H27

ギャラリー村
岡、カフェやま
じょう、函館バ
ル街関係者　他

函館駅観光キャラバン
弘前城菊と紅葉祭り、りんご収穫祭を、弘前市と身近な地
域である函館市民に伝え広域観光の推進を図る。

ＪＲ函館駅構内にて津軽三味線の演奏や、パンフレット及び収
穫されたばかりのりんごを配付する。

H23
函館市・およ
び関連団体

はこだてクリスマスファンタジー
「ひろさきナイト」

はこだてクリスマスファンタジーの点灯式を「ひろさきナイト」
として借り上げることで、弘前市の観光PRを行うことによ
り、相互理解を深め、交流促進を図る。

金森レンガ倉庫付近でのりんご娘ライブ及び巨大アップルパイ
振る舞い等による観光PRを行う。

H23
函館市・およ
び関連団体

開催日時：平成25年12月14日
開催会場：赤レンガ倉庫群前会場

開催日時：平成26年12月20日
開催会場：赤レンガ倉庫群前会場

函館・青森・弘前３市合同台湾プ
ロモーション

函館空港は台湾からのチャーター便の運航が盛んであり、
津軽海峡を挟んで道南から、青森市・弘前市へ台湾人観
光客誘致を図るべく３市合同観光プロモーションを実施。

市長や関連団体のトップが現地旅行会社および航空会社を訪
問し、チャーター便運航要請など３市連携による観光プロモー
ションを実施。また観光商談会や懇親会も実施し、現地関係者
との情報交換、ネットワークの形成に努めた。

H23
函館市・青森
市および関連
団体

函館・みなみ北海道グルメパーク
in仙台

函館市との広域連携事業として、仙台市で弘前市への観
光客の誘客促進や物産振興並びに東日本大震災の被災
地復興支援を目的として出店。

りんごをはじめとする弘前市の物産の販売や、弘前市が実施し
た被災地支援事業のパネルの展示。
青函観光都市会議共同ポロモーション事業。
弘前市・青森市合同ブース、津軽広域プルモーション協議会
（弘前市・青森市・五所川原市）で出店。

H23
函館市・およ
び関連団体

開催日時：平成26年1月16日、17日
開催会場：仙台市勾当台公園市民広
場

函館・みなみ北海道グルメパーク
in大宮

函館市との広域連携事業として、大宮で弘前市への観光
客の誘客促進や物産振興を目的として出店。

青森・八戸と共同ＰＲブース出店、白神ブースも出店 H24
函館市・およ
び関連団体

開催日時：平成26年10月18日、19日
開催場所：ＪＲ大宮駅西口・鐘塚後援
（大宮ソニックシティ前)

弘前さくらまごころ運動
弘前市と弘前さくらまつりを身近な地域である函館市民に
伝え広域観光の促進を図る。

ＪＲ函館駅構内にて弘前市内の子供たちによるメッセージカー
ドを添えた桜の枝をプレゼントする事や、津軽三味線の演奏、
津軽塗の展示を行う。

H24
ＪＲ北海道函
館市社、およ
び関連団体

松前さくらまつりと函館の旅
弘前駅から、函館駅までスーパー白鳥の直行運行による、
弘前市と函館市の広域観光の推進。

弘前市から函館へＪＲ北海道のスーパー白鳥を直通運行。そ
の際、ＪＲ弘前駅での出発式や、電車内での、弘前市長及び関
係団体によるノベルティー配布。

H24
ＪＲ東日本
秋田支社およ
び関連団体

函館・東北チャリティープロモー
ション2012への出店について

函館市との広域連携事業として、札幌市で弘前市への観
光客の誘客促進や物産振興を目的として出店。

巨大アップルパイおよび弘前市物産協会による弘前市の物産・
観光をPRし、また東日本大震災で被災した子どもたちを北海道
へ招待する活動への募金者にアップルパイを一切提供すること
でのチャリティー活動を行った。

H24
函館市・およ
び関連団体

開催日時：平成25年6月22日、23日
開催場所：札幌市中央区大通公園8丁
目広場

開催日時：平成26年6月21日、22日
開催場所：札幌市中央区大通公園8丁
目広場

観光

弘前市



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

弘前城薪能鑑賞の旅
観光商品を提供していくことで、弘前市の事をより知っても
らい、函館と弘前の広域観光圏を醸成していくため。

函館駅発着の薪能鑑賞券付き旅行商品を提供し、弘前市や青
森市の観光を楽しんでいただく。

H24

はこだてグルメサーカス
函館市制施行90周年記念事業として、函館市にて行われ
る事業に参加することにより、函館市との観光連携を推進
し、弘前市の物産・観光をPRする。

弘前の物産として、いがめんち、嶽きみ、りんごの加工品（アッ
プルパイ・りんごジュースなど）を販売する。また、津軽広域観
光圏協議会から西目屋村、大鰐町の物産販売も行う。

H24
函館市・およ
び関連団体

開催日時：平成25年9月7日、8日
開催場所：函館駅前および大門地区

開催日時：平成26年9月6日、7日
開催場所：函館駅前および大門地区

函館スイーツフェスタ
弘前市の物産であるアップルパイを函館市におけるスイー
ツコレクションに招待出展することで、弘前市びりんごをＰＲ
していく。

函館スイーツフェスタにおきえるスイーツコレクションに出展す
ること。

H24
函館市・およ
び関連団体

開催日時：平成25年10月25日、26日、
27日
開催会場：中合棒二森屋7階催事場

開催日時：平成26年10月24日、25日、
26日
開催会場：中合棒二森屋7階催事場

黒石市 観光
黒石観光協会補助金（みなみ北
海道観光推進協議会連携・交流
事業）

黒石市及びその周辺地域と連携をとりながら観光・物産の
紹介宣伝、観光施設の整備並びに郷土文化の向上を図
り、地域経済及び文化の振興に寄与するための事業を推
進すること、また新函館駅開業を見据え、道南地域（みな
み北海道観光推進協議会）との積極的な交流、意見交換
活動を行うことを目的に黒石観光協会に助成するもの。

●観光PR及び誘客促進事業
みなみ北海道観光推進協議会と連携し、意見交換会や視察訪
問を実施、並びに構成自治体とイベントを通して交流事業を図
る。

H25
みなみ北海道
観光推進協議
会

①みなみ北海道観光推進協議会意見
交換会（平成25年12月5日　15:30～）
②北海道江差町視察・交流（平成26年

3月7日、8日）

①北海道鹿部町「しかべ間歇泉わくわ
くサタデー！！」参加（市職員・観光協
会職員等）（平成26年7月12日）
②道南地域からの出展による交流
（「大館アメッコ市」）（予定）（平成27年2
月14日、15日

観光
函館・東北チャリティープロモー
ション

主催である函館市と同様
八戸の食ブースの出展、物産品の販売、観光パンフレットの配
布、郷土芸能の披露、ミニ山車の展示

H23
函館市・およ
び関連団体

開催日時：6月22日、23日
開催場所：札幌市中央区大通公園8丁
目広場

開催日時：平成26年6月21日、22日
開催場所：札幌市中央区大通公園8丁
目広場

開催日時：平成27年6月27日、28日
開催場所：札幌市中央区大通公園8丁
目広場

観光 はこだてグルメサーカス 主催である函館市と同様
八戸の食ブースの出展、物産品の販売、観光パンフレットの配
布、郷土芸能の披露、ミニ山車の展示

H24
函館市・およ
び関連団体

開催日時：平成25年9月7日、8日
開催場所：函館駅前および大門地区

開催日時：平成26年9月6日、7日
開催場所：函館駅前および大門地区

開催日時：平成27年9月5日、6日
開催場所：大門グリーンプラザ/函館朝
市第一駐車場

観光 函館・みなみ北海道グルメパーク 主催である函館市と同様
八戸の食ブースの出展、物産品の販売、観光パンフレットの配
布、郷土芸能の披露

H24
函館市・およ
び関連団体

開催日時：平成26年1月16日、17日
開催場所：仙台市勾当台公園

開催日時：平成26年10月18日、19日
開催場所：さいたま市鐘塚公園

開催日時：平成27年11月21日
開催場所：仙台市勾当台公園

観光 青函圏観光都市会議

青森市・弘前市・八戸市・函館市の４市の広域連携によっ
て広域観光エリアを形成し、その観光の魅力の増進によ
り、国際競争力を高め、内外からの観光旅客の来訪及び
滞在を促進すること。

・観光情報の収集及び提供
・観光宣伝及び観光客誘致促進
・観光団体及び関係団体との連携　等

H24
函館市・およ
び関連団体

観光
北海道新幹線開業　青函圏・みな
み北海道連絡会議

北海道新幹線開業による経済効果を最大限享受し、青函
圏・みなみ北海道の観光振興を
推進すること。

・北海道新幹線開業に伴い実施される各事業について情報を
収集するとともに、その情報を有効に活用するため、様々な機
会を捉えて発信する。

H27
函館市・およ
び関連団体

フリースクール青い森

農林水産
教育

まちづく
り・地域活
性化・その

他

若者当事者交流事業

青函圏と青森在住のひきこもりの当事者を対象に当事者
同士のつながりや自らの体験を語ることによって、当事者
同士寄り添いながら、青函圏で当事者集団を結成すること
がねらい。

2ヶ月おきに1回の交流などを通じ、青函圏の連合体を構築し、
その上で当事者たちの特異性を伸ばす。

H25 未定

青森アコーディオンクラブ
文化・芸

術
青森アコーディオンクラブ（ＡＣＣ） クラシカル、ポピュラー音楽合奏 青函両アコーディオンクラブの相互合奏演奏会 S50

函館アコーディ
オンクラブ

開催日時：平成26年4月12日
開催会場：カフェテリア
              「モーリエ」

観光
首都圏等における青函広域観光
のPR

東京都及び仙台市で開催された物産展等を活用し、北海
道新幹線開業を含めた青函広域観光の魅力をPRするこ
と。

仙台の藤崎百貨店や東京の東武百貨店、また東京で開催され
たインフォメーションバザールでの観光ビジネスマッチングに参
加し、一般の方や旅行会社、メディア関係者に対し観光情報を
提供した。

H2

4月23日、24日　仙台　藤崎百貨店
9月5日、6日　東京　池袋サンシャイン
9月19日、22日　東京　池袋東武百貨
店
10月24日、27日　仙台　藤崎百貨店

9月4日、5日　東京　池袋サンシャイン
9月18日、19日　東京　池袋東武百貨
店
10月23日～26日　仙台　藤崎百貨店

八戸市

青函広域観光推進協議会

観光

弘前市



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

観光
青函広域観光パネル・ポスター展
の開催

観光パネル・ポスターを展示し、青函広域観光の機運醸成
を図る。

青森県及び道南地域の集客施設・公共施設等において、青函
地域の観光素材を広く周知するため、青函地域の観光パネル・
ポスターの展示を行うことで、青函広域観光の機運醸成を図
る。

H2
7月4日～8月2日　道南4カ所
11月1日～11月17日　青森

6月30日～8月1日　道南2カ所
11月1日～11月17日　青森

津軽海峡遠泳協会 スポーツ 津軽海峡横断泳
オーシャンスイマーの憧れる世界七海峡（オーシャンズ・セ
ブン）のひとつ津軽海峡として受け入れをする。

津軽海峡を泳いで横断する。
安全に横断できるようサポートする。
津軽海峡の素晴らしさを世界に広める。

H23
開催日時：平成25年7月24日
開催会場：青森⇒北海道

開催日時：平成25年8月
開催会場：北海道⇒青森

また旅くらぶ 観光
圏域内交流・連携を目指した観光
モデルコース検証

青森県佐井村においても北海道新幹線新青森・新函館北
斗間の開業による恩恵を獲得するためには、自らの観光
資源を磨き上げるとともに、津軽海峡を中心とした交流圏
域内を周遊する旅行商品を構築し、旅行者を呼び込むこと
が効率的で自然な誘致方策と考え、北海道道南地域との
連携・協力体制の強化を目的に、お互いの観光コンテンツ
を紹介し、観光プログラムの商品化を目指す。

佐井村の自然や歴史、文化等を見て、体験してもらうとともに、
観光資源および観光（体験）プログラムについて意見を得るた
め、観光事業者関係者からヒアリング等による調査を実施。地
域内の魅力、周遊の可能性など、今後の観光客誘致の方針、
観光プログラムの商品化並びにブラッシュアップに向けた取組
みを実施。

H24
江差町歴まち
商店街協同組
合

開催場所：平成25年7月17日～18日
平成26年3月23日
開催場所：青森県佐井村

教育
荒馬まつりにおける木古内町との
共同PR

北海道新幹線開業の共同PR及び木古内町との交流・連携
を図る。

・木古内のゆるきゃら「キーコ」がまつりステージ上で開業PR。
・今別町と共同で北海道新幹線開業PRブースを設置し、北海
道新幹線の開業
  をPR。

H26 木古内町
開催日時：平成26年8月4日
開催会場：海峡さざなみ公園（今別町）

開催日時：平成27年8月4日
開催会場：海峡さざなみ公園（今別町）

教育 知内小学校との交流学習
　友好姉妹校である北海道知内町の知内小学校と交流し
自分の知らない地域への興味・関心を持たせるとともに、
自分達の郷土を振り返らせ地域理解を図る。

　今別小学校が知内小学校(知内町)に訪問あるいは今別町へ
招き交流学習を行う。１年ごとに開催地を切り替える。

H2
知内町立知内
小学校

開催日時：平成26年6月24日
開催会場：知内町立知内小学校

開催日時：平成26年6月23日
開催会場：今別町立今別小学校

観光
第186回寒中みそぎ祭りにおける
木古内町との共同PR

北海道新幹線開業の共同PR及び木古内町との交流・連携
を図る。

・ステージイベントに参加し北海道新幹線奥津軽いまべつ駅開
業をPR。
・開業PR用ポケットティッシュを配り、北海道新幹線奥津軽いま
べつ駅開業
　をPR。

H26 木古内町
開催日時：平成27年1月14日～15日
開催会場：みそぎ公園

開催日時：平成28年1月14日～15日
開催会場：みそぎ公園

青函広域観光推進協議会

今別町



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

まちづく
り・地域活
性化・その

他

なまらいいっしょ北海道フェア

北海道の魅力を首都圏在住者にアピールする機会を作り、
商工会と市町村などが連携して、観光や移住、ふるさと納
税のPRや特産品のPRを行うイベントを東京で開催し、北海
道ファンを増やすことによって、交流・定住人口の拡大や特
産品の販路拡大など地域活性化に寄与する。

出展者が各ブースで観光、特産品のPR、ふるさと納税の募集、
地域おこし協力隊の募集、移住プロモーションを実施。道内９市
町から参加。

このイベントの中で、青森県商工会連合会と共同で、北海道新
幹線開業のPRを実施する。（パンフレットの配布、マスコット
キャラクター「どこでもユキちゃん」によるPRなど）

H26
青森県商工会
連合会

開催日時：平成26年1月24日～25日
開催場所：東京シティアイ
　　　　　　 パフォーマンスゾーン

まちづく
り・地域活
性化・その

他

どこでもユキちゃん「わくわく商工
会めぐり」

北海道新幹線の開業を来年に控え、商工会としても機運を
高めるとともに地域の情報を発信することによって開業効
果を全道商工会地域に波及させ、地域活性化につなげるこ
とを目的とする。
また、北海道新幹線開業に伴い青森県にも新駅ができるこ
とから青森県商工会連合会にも呼びかけ、同様の取り組み
を行う。

※道南地域を含む北海道と青森県との連携

【内容】
商工会青年部が実施主体となり、北海道新幹線開業ＰＲキャク
ター「どこでもユキちゃん」のぬいぐるみ２体が北海道と青森県
の商工会地域をリレー方式で周りながら、インスタグラムを活
用して地域の観光や特産品などをＰＲする。
青森県側は「いくべぇ」も同行する。
【スケジュール】
４月７日青森市においてスタートセレモニーを開催、北海道は
木古内町から出発して来年３月に北斗市に到着。

H27
青森県商工会
連合会

開催日時：平成27年4月7日～平成28
年4月
開催場所：
北海道152商工会地域
青森県42商工会地域

函館大学 教育
青森商業高校・函館商業高校・函
館大学　3校高大連携事業

青森商業高校・函館商業高校・函館大学の生徒・学生・教
職員が協同して実習を行うことで、コミュニケーション能力
の向上や自校での活動だけでは得られないスキルの獲得
を目指している。

今年度は、ＪＴＢ北海道函館支店協力の下、「青函を巡る修学
旅行プランの作成」を行うワークショップを実施。東京の高校生
をターゲットに想定し、函館・青森に1泊ずつすることを条件にプ
ラン作成を行った。

H18
青森県立青森
商業高等学校

開催日時：平成25年11月14日～15日
開催会場：函館大学ベイエリア
　　　　　　 サテライト、函館大学

開催日時：平成26年11月13日～14日
開催会場：函館大学ベイエリア
　　　　　　 サテライト、函館大学

開催日時：平成27年11月12日～13日
開催会場：函館大学

学術・研
究

青森公立大学との学術交流

公立はこだて未来大学と青森公立大学の信頼と友好を増
進させ，教育と学術研究の発展を促進させるために学術交
流協定を締結し，右の「主な内容」の交流計画を互恵の原
則に基づき実施する。

（１）教職員及び研究者の交流
（２）学生の交流
（３）共同研究の実施
（４）講義、講演、シンポジウムの実施
（５）学術情報及び資料の交換
（６）両大学が同意するその他の学術交流
※当面は，学生の交流に資する取り組みとして，両大学の学
生，教員の参加による連携ワークショップの実施を検討する。

H26 青森公立大学

学術交流協定締結
開催日時：平成26年11月9日
開催会場：花びしホテル
              （函館市）

まちづく
り・地域活
性化・その

他

地方都市大学懇話会

地方都市大学懇話会は，公立大学を設置する４事務組合
等（函館圏公立大学広域連合・青森地域広域事務組合（平
成21年４月に市立化）・釧路公立大学事務組合・宮崎公立
大学事務組合（平成23年４月に市立化））で構成し，事務組
合立等大学運営に共通する問題について相互理解を深め
ながら，大学運営の一層の充実を図り，地域の振興に資す
ることを目的に設置。

構成団体で幹事大学を持ち回り，年１回程度，共通する課題・
検討テーマを持ち寄り，その解決に向けた意見交換・情報共有
のための場として懇話会を開催している（学長・事務局長等が
参加）。

H13
青森公立大学
釧路公立大学
宮崎公立大学

開催日時：平成25年9月26日
開催会場：公立はこだて未来
               大学

開催日時：平成26年9月4日
開催会場：青森公立大学

観光 青森公立大学との学術交流
公立はこだて未来大学と青森公立大学の信頼と友好を増
進させ，教育と学術研究の発展を促進させるために学術交
流協定を締結し，交流計画を実施する。

（１）教職員及び研究者の交流
（２）学生の交流
（３）共同研究の実施
（４）講義，講演，シンポジウムの実施
（５）学術情報及び資料の交換
（６）両大学が同意するその他の学術交流

H26 青森公立大学
開催日時：平成26年11月9日
開催会場：市内ホテル（函館市）
内容：学術交流協定締結

開催日時：平成27年11月21日
開催会場：函館市内
内容：学生ワークショップ

まちづく
り・地域活
性化・その

他

北海道・青森県新幹線開業合同
ＰＲ

北海道と青森県が合同で北海道新幹線開業ＰＲを実施す
ることにより、青函圏の地域活性化を目指す。

北海道、青森県で開催されるイベント会場での新幹線開業ＰＲ
H26 青森県

開催日時：平成26年8月4～6日
開催会場：今別町、弘前市、青森市
内容：北海道新幹線開業ＰＲ

開催日時：平成27年2月6日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌
市）
内容：北海道新幹線開業PR

開催日時：平成27年8月6日
開催会場：立佞武多の館（五所川原
市）
内容：北海道新幹線開業ＰＲ

開催日時：平成28年2月5日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌
市）
内容：北海道新幹線開業PR

まちづく
り・地域活
性化・その

他

津軽海峡交流圏構想推進事業
北海道新幹線開業によりますます身近になる道南地域と
青森県を「津軽海峡交流圏」として盛り上げていくことを目
的とする。

北海道、青森県の魅力の発信、ＰＲ H25 青森県

開催日時：平成27年3月14日
開催会場：五稜郭タワー（函館市）
内容：津軽海峡交流圏公開生バトルIN
函館（各地域の魅力ＰＲ）

開催日時：平成27年10月24日
開催会場：木古内町中央公民館（木古
内町）
内容：どっちの圏民ショー（各地域の魅
力ＰＲ、発信）

開催日時：平成27年11月28日
開催会場：サンロード青森（青森市）
内容：どっちの圏民ショー（各地域の魅
力ＰＲ、発信）

函館市

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青函ツインシティ交流

青森市と函館市は、青函トンネルの開通を契機として、新
青函経済文化圏の形成を目指し、文化・スポーツ・観光・経
済等の幅広い分野にわたる積極的な交流を図り、お互い
の友情をはぐくみ、末永い友好親善と将来の発展を念願し
て、青函トンネル開業１周年の平成元年3月13日に、「ツイ
ンシティ（双子都市）」の提携の盟約を締結

　青函ツインシティ推進協議会のメンバーとして，文化・スポー
ツ・観光・経済等の幅広い分野にわたる両市の市民団体等によ
る自主的，積極的な交流を側面から支援し，情報発信に努めて
いる。

H1 青森市 各交流団体による 各交流団体による 各交流団体による

【北海道会員】

北海道

北海道商工会連合会

公立はこだて未来大学



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

商工業
青森商工会議所・函館商工会議
所　会員事業所パートナーシップ
構築懇談会

青森商工会議所・函館商工会議所の会員事業所による
「商品開発」「販路拡大」「技術提携・連携」等経済連携の促
進。

　会員事業所単独またはコンソーシアム（２事業所以上の共同
体・部会グループなど）での青函パートナーシップによる事業提
案を募集し、両地域の関心のある事業所に対して、プレゼン
テーションの場を提供。青函でのビジネスマッチを実現させる。

＜平成２７年度＞
第５回：函館商工会議所・会員事業所から事業提案を募り、青
森においてプレゼンテーションを実施。
第６回：青森商工会議所・会員事業所から事業提案を募り、函
館においてプレゼンテーションを実施。（予定）

H25
青森商工会議
所

第2回
開催日時：平成25年9月25日
開催会場：青森国際ホテル

第3回
開催日時：平成26年9月26日
開催会場：青森国際ホテル

第4回
開催日時：平成27年3月18日
開催会場：函館国際ホテル

第5回
開催日時：平成27年10月26日
開催会場：青森国際ホテル

第6回（予定）
開催日時：平成27年2-4月
開催会場：函館市内ホテル

スポーツ
青函商工会議所議員会　親睦ゴ
ルフコンペ・懇親会

青森・函館の両商工会議所議員同士の親睦・交流を図る 年１回、持ち回りでゴルフコンペ及び懇親会の開催 H8
青森商工会議
所議員会

ゴルフコンペ・懇親会
開催日時：平成25年7月11日
開催会場：大沼レイク
　　　　　　 ゴルフクラブ

ゴルフコンペ・懇親会
開催日時：平成26年7月14日
開催会場：青森CC＆
　　　　　　 青森国際ホテル

ゴルフコンペ・懇親会
開催日時：平成27年7月14日
開催会場：北海道CC＆
　　　　　　 ロワジールホテル函館

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青森商工会議所議員会年末交流
会・函館商工会議所議員会歳末
懇親会

青森・函館の両商工会議所議員同士の親睦・交流を図る。

○青森商工会議所議員会「年末交流会」
 　年1回、青森商工会議所が主催する同会合に、来賓として函
館商工会議所の議員が臨席させていただいている。

○函館商工会議所議員会「歳末懇親会」
　年1回、函館商工会議所が主催する同会合に青森商工会議
所の議員の方々にご臨席していただいている。

H6
青森商工会議
所議員会

函館
開催日時：平成25年12月5日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

青森
開催日時：平成25年12月10日
開催会場：ホテル青森

函館
開催日時：平成26年12月5日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

青森
開催日時：平成26年12月9日
開催会場：ホテル青森

懇親会（函館）
開催日時：平成27年12月9日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

懇親会（青森）
開催日時：平成27年12月16日
開催会場：青森国際ホテル

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青函合同例会 青森・函館商工会議所青年部間の交流を図る。
函館・青森の両青年部による、これまでの青函交流や活動報
告などのプレゼンテーション。

H15
青森商工会議
所青年部

開催日時：10月25日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

開催日時：平成26年10月17日～18日
開催会場：青森国際ホテル

開催日時：平成27年10月23日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

商工業 物産交流関連事業
弘前市・函館市の市民レベルでの交流と相互文化理解の
ために、両市において開催される物産展等への出店を行っ
ている。

〇津軽の食と産業まつり（10月16日～18日/弘前市）
　平成23年～25年、函館商工会議所経由で2店舗が招待出
店。平成26年は2店舗が独自に出店。平成27年度は函館商工
会議所が出店補助及び青函圏周遊博ブースにおいて青函圏
域の観光と北海道新幹線開業のプロモーションを実施。

H23
弘前商工会議
所

開催日時：平成26年10月17日～19日
開催場所：弘前克雪トレーニングセン
ター

開催日時：平成27年10月16日～18日
開催場所：弘前克雪トレーニングセン
ター

まちづく
り・地域活
性化・その

他

津軽海峡観光クラスター会議
平成27年度の北海道新幹線開業を見据え、観光を核とし
た地域経済の活性化を実現するため、平成23年4月20日
に弘前・函館両会議所で設立。

青森・函館両会議所間正副会頭クラスの意見交換。
青森・函館両会議所部会や委員会、青年部の視察や意見交換
の開催。
青森・函館両市イベント等への積極参加。

H23
弘前商工会議
所

商工業
「津軽海峡ブランド博」ブース出展
及び新幹線開業プロモーション

「青森商工会議所・函館商工会議所　会員事業所パート
ナーシップ構築懇談会」参加企業の商品と北海道新幹線
開業をＰＲすること。

会場内にブースを出展し、パートナーシップ構築懇談会参加企
業の商品のＰＲを実施。また北海道新幹線開業をＰＲするため
のサンプリングも実施。

H25
青森商工会議
所

開催日時：平成26年11月21日～23日
開催会場：青森産業会館

開催日時：平成27年11月7日～8日
開催会場：青森産業会館

まちづく
り・地域活
性化・その

他

函館・道南を感じる１日 in ひろさ
き土手町における道南観光・物産
プロモーション

北海道新幹線新函館北斗開業を間近に控え、津軽地方と
道南圏域の観光資源の相互理解等を深める。

第９回弘前バル街の開催日に合わせて、道南観光と北海道新
幹線開業のＰＲ活動を実施した。
主催：北海道渡島総合振興局、函館商工会議所、函館西部地
区バル街実行委員会

H26

弘前市・弘前商
工会議所・弘前
中心市街地活性
化協議会・㈱
アップルコミュ
ニケーション
ズ・弘前バル街
実行委員会

開催日時：平成26年7月5日
開催場所：土手町コミュニティパーク
（弘前市）

開催日時：平成26年7月4日
開催場所：土手町コミュニティパーク
（弘前市）

まちづく
り・地域活
性化・その

他

函館・道南を感じる１日 in ひろさ
き土手町における道南観光・物産
プロモーション

北海道新幹線新函館北斗開業を間近に控え、津軽地方と
道南圏域の観光資源の相互理解等を深める。

第７回弘前バル街に函館の料理人集団「ガストロノミー・バリア
ドス」が“クラブガスバリバーfrom 函館”を出店することに合わ
せ、同会場において道南観光と北海道新幹線開業のＰＲ活動
を実施した。

主催：北海道渡島総合振興局、函館商工会議所、函館西部地
区バル街実行委員会

H26

弘前市・弘前商
工会議所・弘前
中心市街地活性
化協議会・㈱
アップルコミュ
ニケーション
ズ・弘前バル街
実行委員会

開催日時：平成26年7月5日
開催会場：土手町コミュニティ
　　　　　　 パーク（弘前市）

商工業 新商品開発関連
津軽海峡ブランド確立のために、両地域の事業者をマッチ
ングし、新しい商品を開発する。

○日本酒「男爵セレクション００２」
　（山廃純米酒／432円、純米吟醸酒／540円、純米大吟醸／
648円　各180ml）

函館市の「函館男爵倶楽部Hotel＆Resorts」と弘前市の「白神
酒造㈱」のタイアップ商品開発に際し、函館・弘前両会議所が
仲介。弘前市で醸造され、函館市(「男爵倶楽部」館内)で販売さ
れている。

H26

一般社団法人
函館国際観光コンベンション協会

観光 青函観光プロモーション

北海道新幹線開業を控え、東日本旅客鉄道（株）、北海道
旅客鉄道（株）の協力のもと、函館・青森、八戸・弘前の各
観光協会の協同プロモーションを実施し、青函地域の新た
な魅力を旅行会社へ提案する。

平成27年度については、2016年3月26日に開業する北海道新
幹線と、2016年度開催の「青森県・函館デスティネーションキャ
ンペーン」に向けた情報発信の強化を目的として、旅行会社各
社、メディア媒体関係各社に対するプロモーションを実施。

H26

（公社）青森
観光コンベン
ション協会、
（公社）八戸
観光コンベン
ション協会、
（公社）弘前
観光コンベン
ション協会

開催日時：平成26年11月18日
開催会場：第一ホテル両国
              （東京都）

開催日時：平成27年11月24日
開催会場：ホテルモントレエーデ　ルホ
フ札幌（北海道）

函館商工会議所



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

松前商工会 商工業 2015津軽海峡ブランド博

東北新幹線の開業効果の持続・拡大と平成27年に予定さ
れている北海道新幹線開業との相乗効果を会得するた
め、東青地域及び道南地域の市町村、商工会議所・商工
会及び事業者等が連携し、食関連産業における地域産品
の掘り起こしと、青森県内企業と北海道内企業との交流促
進を図りながら津軽海峡ブランドの確立に向けた特産品の
販売及び広域圏のＰＲ活動を行う。

特産品の販売及び広域圏のＰＲ活動 H24

東青地域の市
町村、商工会
議所・商工会
等

開催日時：平成27年11月7,8日
開催場所：青森産業会館

函館物産協会 商工業 青森・函館の物産と観光展
青森・函館両市特産品の販路拡大および観光客誘致を目
的とする

青函ツインシティ交流事業の一環として、平成元年より毎年１
～３回百貨店等にて物産展を開催。
両市特産品の紹介販売および観光PRをすることで、当該地域
への特産品販路拡大と観光客誘致に繋げる。

H1
（一社）青森市
物産協会

開催日時・会場
5月30日～6月4日（名古屋市　丸栄）
12月11日～17日（高松市　天満屋）
1月15日～20日（宇都宮市　福田屋）

開催日時・会場
5月15日～20日（名古屋市　丸栄）
9月3日～8日（山形市　大沼）
1月14日～19日（宇都宮市　福田屋）

観光
津軽海峡を旅するマガジンTug［タ
グ］

津軽海峡フェリーが地域貢献・活性化の取り組みとして年3
回発行する季刊旅行誌。
「Tug」とは英語で強い引きの意味で、当社では本誌制作を
含む青森～道南への地域貢献・活性化の一連の取り組み
をプロジェクトTugとして展開し、青函圏の交流・連携推進に
精力的に取り組んでいる。
津軽海峡を挟んだ両岸の旅行を牽引する情報誌として、青
森(東北)と函館(北海道)を複合的に捉えた｢津軽(TUGaru)
海峡エリア｣全体としての観光エリア視点を重視した紙面づ
くりを目指す。

・｢津軽海峡エリア｣の四季折々のタイムリーな情報の提供
・毎号の特集による地域の魅力発信
・最新の観光情報
・エリア内の移動手段や地図の提示

H22

青森～北海道
エリアの飲食
店・観光地・イ
ベント等(毎号
取上げる内容
により変動有り)

発行月：3月、6月、9月
発行部数：13～15.5万部

発行月：3月、6月、9月
発行部数：13～15.5万部

観光
乗船券で得するサービス「Ferry‐
pon(フェリポン)」

・フェリーの乗船者へ津軽海峡エリアの魅力ある観光施設
や飲食店、宿泊施設を紹介する
・フェリー乗船客を実際に提携店へ送客する。

・津軽海峡フェリーの提携店で乗船券を提示すると、特別サー
ビスが受けられるクーポンシステム。2015年1月現在北海道・東
北地方で合計158店舗が同クーポンへ加盟。加盟店も飲食店、
アウトドア体験施設、温泉・ホテル、ガソリンスタンド、レンタカー
と多岐に渡る。
・上述のプロジェクトTugの取組みの一環

H23

東北～北海道
の飲食店、アウ
トドア体験施
設、温泉・ホテ
ル、ガソリンスタ
ンド、レンタカー
業者など

発行月：4月、9月
クーポン提供数：158店舗

発行月：4月、9月
クーポン提供数：160店舗前後

観光 津軽海峡まるっとサイクリング
台湾からのサイクリングツアー誘致の検証を行うとともに、
グルメや観光素材の魅力を発信し、津軽海峡エリアのサイ
クルツーリズム確率を目指す。

・台湾ロハスサイクリング協会（ＦＬＣＡ）と協同で台湾サイクリス
ト向けの津軽海峡周遊ルート（函館大沼・青森を巡るルート）の
検証を実施。

H26

青森県サイクル
ツーリズム推進
協会、また旅く
らぶ

開催時期：平成26年9月5日～10日
開催場所：函館市、大間町、むつ市等

開催時期：27年11月1日～6日
開催場所：函館市、大間町、むつ市等

観光 個人向け企画商品の造成
津軽海峡エリアの観光振興に向けた交流、周遊を目的とし
た個人向けの商品を造成し、観光客の受け入れ環境の整
備とプロモーションに注力する。

・エアラインと連携した個人向けウェブ限定ツアー
H25

ANA、JAL等エ
アライン

津軽海峡フェリーを使った周遊プラン
の企画・販売（通年）

文化・芸
術

青函交流　　青函合同マジック発
表会

青森・函館両地域の文化交流促進、マジック技術の向上を
目的に、発表会を実施している

市民を対象に、青函のマジシャングループが合同で発表会を実
施している

H12

・青森マジ
シャンズクラ
ブ
・青森ＮＨＫ
マジック教室

開催日時：平成25年6月16日
開催会場：函館湯の浜ホテル

開催日時：平成26年6月15日
開催会場：函館湯の浜ホテル

開催日時：平成27年6月21日
開催会場：湯の川温泉
　　　　　　 ホテル河　　畔亭

文化・芸
術

青森市民文化祭（青函交流マジ
シャンの集い）

青森・函館両地域の文化交流促進、マジック技術の向上を
目的に、発表会を実施している

毎年開催される青森市民文化祭のマジック部門として、青函の
マジシャングループが合同でマジックの発表を実施している

H13

・青森マジ
シャンズクラ
ブ
・青森ＮＨＫ
マジック教室
・青森マジッ
クコミュニ
ティ

開催日時：平成25年9月22日
開催会場：青森市民ホール

開催日時：平成26年9月28日
開催会場：青森市民ホール

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構

水産研究本部函館水産試験場

学術・研
究

青函水産試験研究交流会議

津軽海峡の両岸に位置する青森県・北海道の両水産試験
研究機関が相互に交流を深めることにより、水産試験研究
の充実を図るとともに、周辺海域の水産業の発展に寄与す
ることを目的とする

（１）共同研究・研究交流　随時、課題を設定し、研究等を行う
（２）交流会議　上記（１）で得られた成果等を発表する

H9

地方独立行政
法人青森県産
業技術セン
ター水産総合
研究所

開催日時：平成27年11月27日
開催会場：函館市国際水産・海洋
　　　　　　 総合研究センター

まちづく
り・地域活
性化・その

他

平成26年度青函市女性会議連絡
会青函交流会～青函ツインシティ
提携25周年記念講演会～

「男女共同参画都市」青森宣言を具体化するために開催

「記念講演会」
テーマ「脱・短命についてすること」
講師　青森県立中央病院　医療管理監　小野正人氏
「情報交換」
テーマ「青函25周年の歩みとこれからの青函交流について」

H1
青森市女性会
議連絡会

開催日時：平成25年10月21日
開催会場：函館市中央図書館

開催日時：平成26年10月26日
開催会場：青森市男女共同
　　　　　　 参画プラザ

まちづく
り・地域活
性化・その

他

函館市女性会議設立30周年記念
映画等への参加

男女共同参画社会の理念の再確認のための学習。

世界的、全国的、都道府県等にある推進の遅れ方とこの意図
の再確認とその時代的背景をよく理解した上で女性団体活動
への取り組みを見直す必要性を学ぶ。視聴映画はドキュメント
映画「何を怖れる」（松井久子監督）。

H1
青森市女性会
議連絡会

開催日時：平成27年7月12日
開催会場：ロワジールホテル函館

函館アコーディオンクラブ
文化・芸

術
青函アコーディオンクラブ交流会

青森アコーディオンクラブ、函館アコーディオンクラブ両クラ
ブの懇親を深める交流会

青森、函館両クラブの選定する曲目を演奏する。 S58
青森アコーディ
オンクラブ

開催日時：平成26年4月18日
開催会場：カフェテリア
              「モーリエ」

本州・北海道架橋を考える会

まちづく
り・地域活
性化・その

他

本州・北海道架橋を考える会　津
軽海峡からのメッセージ

青函圏のまちづくりとして、ハード、ソフト両面における研
究、シンポジウム等の開催

青函交流、アクセス等、ハード、ソフト両面において、青函地域
の将来を考える会として、シンポジウム、講演会等の開催

H6
開催日時：平成25年11月9日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

開催日時：平成26年10月25日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

函館市女性会議

函館マジッククラブ

津軽海峡フェリー株式会社



分野 　 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H25 H26 Ｈ27
団体名

交流・連携の取り組み実績

株式会社ＪＴＢ北海道
函館支店

観光
ＪＴＢ旅ホ連道南支部・青森支部
青函交流会

道南地区と青森県内のJTB旅ホ連加盟の旅館ホテルの相
互交流・情報交換・商品開発。

・各支部の事業報告
・青函エリアでの誘客のための商品開発について報告・質疑。
・情報交換会

H24 JTB旅ホ連青森
支部事務局

開催日時：平成25年11月21日
開催会場：湯の川プリンス
               ホテル渚亭
               （函館市）

開催日時：平成26年11月26日
開催会場：津軽・花詠みの宿
               花禅の庄（黒石市）

開催日時：平成27年12月7日
開催会場：湯の川プリンスホテル
　　　　　　渚亭（函館市）

まちづく
り・地域活
性化・その

他

青函連携商談会

青函の食の交流を目的に、(株)ユニバース（本社：八戸市）
が実施する食の相談会に、「青函圏の『食と観光』活性化
支援の枠組み」について連携している(株)青森銀行、(株)北
洋銀行、一般社団法人新日本スーパーマーケット協会、
(株)アークスの4者が協力しました

道南の食品製造業者等52社が出展し、展示会方式での商談会
を実施しました

H26
(株)ユニバー
ス
(株)青森銀行

開催日時：平成26年10月30日
開催会場：函館国際ホテル

　

観光 青函秋旅紀行モニターツアー

(株)ＪＴＢ北海道と(株)北洋銀行の連携協定事業として青函
プロジェクトを立ち上げ、昨年は主に北海道内の方をター
ゲットとした札幌発着モニターツアーを開催いたしました
が、今年はその第2弾として、北海道外からのお客様をター
ゲットに新しい道南地域の魅力を発掘するため、青森県発
着のモニターツアーを実施しました。

ツアー内容は、全国ご当地バーガー№1に輝いたラッキーピエ
ロでの昼食、福田農園の王様しいたけ栽培見学、みやご果樹
園でのリンゴ収穫体験、函館観光のメインスポットであるベイエ
リアで塩辛作りの体験、イギリス風カレーで有名な五島軒での
昼食、五稜郭タワー・箱館奉行所の見学、朝食の美味しいホテ
ル日本一に選ばれたこともあるらビスタ函館ベイに宿泊を実施
しました。（参加者は30名）

H26
青森県をはじ
めとする道外
からのお客様

開催日時：10月31日～11月1日
開催場所：函館市、七飯町

北海道旅客鉄道株式会社
函館支店

観光
青森県・函館デスティネーション
キャンペーン

青森県・函館デスティネーションキャンペーンの推進委員会
の会員として、またＪＲグループの一員として、ＪＲ東日本、
道南地域の関係者と連携し、青森県と函館への誘客、相互
送客の促進を図る（平成２８年７月～９月）

実施時期：平成２７年７月１日（水）～９月３０日（水）
・７月４日（土）に函館駅、木古内駅でのオープニングイベント
・道南エリアでの駅、旅館、ホテル、観光施設等でののぼり、フ
ラッグ掲出
・函館発の発地、着地商品造成

H24 ＪＲ東日本
開催日時：平成26年7月5日
開催場所：函館駅、木古内駅でのお出
迎えイベント

観光
首都圏等における青函広域観光
のPR

東京都及び仙台市で開催された物産展等を活用し、北海
道新幹線開業を含めた青函広域観光の魅力をPRするこ
と。

仙台の藤崎百貨店や東京の東武百貨店、また東京で開催され
たインフォメーションバザールでの観光ビジネスマッチングに参
加し、一般の方や旅行会社、メディア関係者に対し観光情報を
提供した。

H2

開催日時・会場
4月23日～24日（仙台　藤崎百貨店）
9月5日～6日（東京池袋サンシャイン）
9月19日～22日（東京　池袋東武百貨店）

10月24日～27日（仙台　藤崎百貨店）

開催日時・会場
9月4日～5日（東京　池袋ｻﾝｼｬｲﾝ）
9月18日～21日（東京　池袋東武百貨店）

10月23日～26日（仙台　藤崎百貨店）

観光
青函広域観光パネル・ポスター展
の開催

観光パネル・ポスターを展示し、青函広域観光の機運醸成
を図る。

青森県及び道南地域の集客施設・公共施設等において、青函
地域の観光素材を広く周知するため、青函地域の観光パネル・
ポスターの展示を行うことで、青函広域観光の機運醸成を図
る。

H2

開催日時・会場
7月4日～8月2日
道南4カ所
11月1日～17日
アスパム（青森市）

開催日時・会場
6月30日～8月1日
道南2カ所
11月1日～17日
アスパム（青森市）

青函広域観光推進協議会

株式会社北洋銀行


