
分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H26 H27 H28

（公社）青森県観光連盟 観光
青森県・函館デスティネーションキャン
ペーン

平成２８年３月２６日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
丸となり、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、ＪＲ６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し、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
ペーン終了後も継続して観光振興を推進する体
制を構築する。

・宣伝・広告事業（ガイドブック、ポスター、ＷＥＢ、
メディア）
・誘客対策事業（ＰＲ活動）
・全国宣伝販売促進会議の開催
・観光開発・受入態勢整備事業（ガイドブック等の
製作）
・ＤＣ期間中の取組（オープニングセレモニーの開
催、いくべぇ青森・函館スタンプラリー実施、イベン
ト列車の企画運営、お酒をテーマとした誘客イベ
ントの開催、ファイナルセレモニー）

H27
開催日時：平成27年7月～9月
開催会場：首都圏、仙台、札幌、岩手、秋
田など（ＤＣ周知のためのキャラバン活動）

開催日時：平成28年7月～9月
開催会場：青森県全域及び北海道道南地
域

まちづくり・
地域活性
化・その他

函館市長による講演会「北海道新幹線
開業を契機とした新たな青函交流」

地域志向大学として県内全域での地域貢献活動
を一層推進していくために、平成28年3月の北海
道新幹線開業を機に、更なる青函交流が行われ
ている函館市を中心とした道南地域の将来ビジョ
ンに関する見識を深めることを目的として開催さ
れた。

工藤壽樹函館市長による講演会の実施
・出席者：約300名
・函館観光の状況、インバウンドの現状や函館観
光の取組と成果について説明
・平成12年度からの台湾・中国へのトッププロモー
ション、函館市公式観光サイトの11言語対応など
により外国人観光客が増加した旨報告
・観光における「東日本ゴールデンルート（東京－
青函－札幌）」の構築に向けた青森県、弘前市と
の連携強化を目指す

H27 函館市
開催日時：平成27年12月7日
開催会場：弘前大学創立50周年記念会館
みちのくホール

教育
JR東日本寄附講義
青森観光概論スタディツアー

次世代を担う学生たちが、青森県と北海道道南地
域を圏域とする津軽海峡交流圏を認識し、それを
中心とした観光振興について考え、将来的な津軽
海峡交流圏形成による地域活性化を担う観光人
材の育成を目的として実施した。

・グループワーク
・はこだてクリスマスファンタジーひろさきナイト見
学
・だいもん路地裏探偵団参加

H27 東日本旅客鉄道㈱
開催日時：平成27年12月19日、20日
開催会場：函館市

学術・研究 青函フルコースサミット

弘前大学食料科学研究所の研究成果に基づく商
品企画とブランド化の実現に向けた講演を通じ
て、食の総合プロデュースの必要性や重要性の
理解を深めると共に、津軽海峡交流圏の豊富な
食材を用いた「青函フルコース」の試食を通じて、
実際に食の総合的（味・環境・情報・人など）な魅
せ方を五感で体験いただき、北日本の農林水産
物のブランド化向上と推進に資する取り組みとし
て開催した。

○北日本食の成長戦略の説明
・「アンテナショップ型飲食店での海外挑戦！」
・「青い火花-悠久の三半島が生み出す価値ある
力」
・「統合食料科学による北日本食の総合プロ
デュース」
○津軽海峡交流圏の食材を利用した「青函フル
コース」試食会

H27
函館短期大学付設調理製
菓専門学校

開催日時：平成28年1月28日
開催会場：函館短期大学付設調理製菓専
門学校

学術・研究

国立大学法人弘前大学大学院理工学
研究科と独立行政法人国立高等専門
学校機構函館工業高等専門学校との
学術交流に関する協定

国立大学法人弘前大学大学院理工学研究科と独
立行政法人国立高等専門学校機構函館工業高
等専門学校が相互の密接な連携と協力により、
教育及び学術研究交流を推進するとともに、人材
育成の一層の充実を図ることを目的として協定を
締結した。

以下の事項について連携。
・教育及び人材育成に関すること
・共同研究等の研究協力に関すること
・研究施設・設備の相互利用に関すること
・研究、技術等の情報交換に関すること
・シンポジウム等の開催に関すること
・地域貢献の相互協力に関すること
・その他本協定の目的を達成するため、相互が必
要と認める事項

H27 函館工業高等専門学校

開催日時：平成28年3月10日
開催会場：函館工業高等専門学校（協定
締結式会場）

開催日時：平成29年1月17日
開催会場：弘前大学（協定締結記念シン
ポジウム）

学術・研究
青函の食材を使った料理の魅力
「海の幸　青函プラッター」

食の津軽海峡周遊コースの一旦を担うものとし
て、弘前大学食料科学研究所と函館短期大学付
設調理製菓専門学校との連携により、青函圏で
漁獲された魚介藻類を「海の幸　青函プラッター」
として新たに提案し、食と観光による外貨獲得を
目指す社会実装研究を行った。

○講演会
　・基調講演　「美食の街で学んだこと～函館の料
理人たちと共に今！～」
○試食会
　「海の幸　青函プラッター」試食会

H27
函館短期大学付設調理製
菓専門学校

開催日時：平成28年3月12日
開催会場：函館国際ホテル

教育
ひろだい・ナビゲ→ト・キャラバン in　函
館

高校生に「大学の学び」の魅力の発信と、将来の
夢を「考え・描く」きっかけづくりとすることを目的と
して、弘前大学が地域へ出向き大学の学びや弘
前大学を紹介した。

・弘前大学の教員による模擬講義（文系・理系・医
系）
・現役大学生との語らい
・進路相談会
・交流サロン（高校教員と大学教員が自由に交流
できるフリースペース）
１７０名の高校生、教員及び保護者が参加。

H28
函館市周辺地域の高校
生、教員、保護者

開催日時：平成28年5月7日（土）
開催会場：ホテル法華クラブ函館

教育

JR東日本寄附講義（弘前大学人文学
部特設講義）
青森県の観光振興と地域活性化～津
軽海峡交流圏を中心とした観光振興～

次世代を担う学生たちが、青森県と北海道道南地
域を圏域とする津軽海峡交流圏を認識し、それを
中心とした観光振興について考え、将来的な津軽
海峡交流圏形成による地域活性化を担う観光人
材の育成を目的として実施した。

・講義①（JR東日本の観光振興の取り組み）
・講義②（青森県の観光振興の取り組み）
・スタディツアー訪問先関係者による講義・ワーク
ショップ
・津軽海峡交流圏周遊ルート視察
（弘前～木古内～函館～大間～むつ～弘前）
・訪問先関係者による講義・ワークショップ
・学生による成果発表会（プレゼンテーション）

H28 東日本旅客鉄道株式会社

開催日時：平成28年7月20日
平成28年8月25日
平成28年8月29日～31日
平成28年9月5日
平成28年9月12日
開催場所：弘前大学、函館市、大間町、む
つ市、木古内町

【青森県会員】

交流・連携の取組実績

弘前大学

団体名

青函圏交流・連携の推進に向けた取り組み



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H26 H27 H28

交流・連携の取組実績
団体名

弘前大学 学術・研究
弘前大学理工学研究科×函館工業高
等専門学校学術交流協定締結記念シ
ンポジウム

平成28年3月10日に締結した学術交流協定を記
念し、シンポジウムを開催した。

○基調講演
「北の時代到来の予感～北海道新幹線開業と東
北放射光計画～」
○研究内容紹介
　　「函館／津軽海峡をフィールドとした海岸海洋
工学に関わる研究」
　　「地域エネルギーの創造・利用に向けた自然エ
ネルギー学科の取り組み」
　　「可食性高純度イカ墨色素粒子の工業材料へ
の応用と新市場の展望」
　　「兵庫県南部地震以前と以降の地震動研究－
青函を大題材に」

H28 函館工業高等専門学校 開催日時：平成29年1月17日

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 北海道

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
※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）
※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）
※北海道新幹線開業PR

開催日時：平成２８年２月６日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌市）
※北海道新幹線開業PR

開催日時：平成29年2月10日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌市）
※北海道新幹線開業記念PR

開催日時：平成29年3月17日～19日
開催会場：サッポロファクトリー（札幌市）
※北海道新幹線開業1周年プレイベント

開催日時：平成29年3月25日
開催会場：ホテル函館ロイヤル
※北海道新幹線開業1周年記念フォーラ
ム

開催日時：平成29年3月26日
開催会場：函館駅前広場
※北海道新幹線開業１周年イベント

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 北海道

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）

県企画政策部、道総合政策部、渡島総合
振興局及び檜山振興局で構成する「津軽
海峡交流圏未来創造研究会」において、
共同事業（学生発！津軽海峡周遊プロ
ジェクト）を実施（平成28年12月：トークバト
ル開催（青森市内・函館市内）、平成29年
3月：ガイドブック発行）。

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

商工業
観光

青函パ酒ポート作成・販売
酒蔵巡りを通して青函の主要観光地を巡っていた
だく。

「青函パ酒ポート」の作成、販売
（1冊500円、県内と道南の酒蔵やワイナリーを特
典付きで回遊していただく）

H28
開催日時：平成28年4月16日
開催会場：A-FACTORY

観光 青函わくわくチャレンジ
青函の小・中学生が相互に訪問し合い、それぞれ
の地域の魅力を理解し、交流を活発化する。

青函圏の小・中学生（青森・函館各20名）がお互
いを訪問し、様々な体験や観光を行う。

H28 (株)JTB北海道函館支店
開催日時：平成28年7月28日、29日
開催会場：青森市内、函館市内

（一社）青森市物産協会 農林水産 青函物産展
物産展の開催を通じて、青森市・函館市の食と観
光をＰＲする。

・食品の実演販売・即売
・工芸品の展示販売
・観光ＰＲコーナーの設置

函館物産協会
開催日時：平成26年5月15日～20日（名古
屋市）、9月3日～8日（山形市）、平成27年
1月14日～19日（宇都宮市）

開催日時：平成27年6月4日～9日（名古屋
市）、9月2日～7日（山形市）、1月13日～
18日（宇都宮市）、3月18日～3月22日（大
田原市）

開催日時：平成28年6月2日～7日（名古屋
市）、8月24日～30日（静岡市）、9月28日
～10月6日（横浜市）、1月25日～30日（宇
都宮市）

あおぞら組
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－函館間を就航する津軽海峡フェリー「大函
丸」の乗船客に向けて、漁師が船に飾る大漁旗を
振ったオモテナシ活動をすることにより、大間町を
始めとした津軽海峡圏域のＰＲと、地元を元気に
することによる町づくりを目的として活動。

・フェリー入港時及び出港時、大間の漁師が船に
飾る縁起物の「大漁旗」を振ってのおもてなし（入
港時は「よぐ、来たの～！」、出港時は「へばの
～」）
・ここ数年は、大間高校生徒による非公式ゲリラ
活動部「大間高校めんちょこ活動部」もオモテナシ
に参加し、自分たちのアイディアによる旗振り以外
の活動も展開し、地域の活性化と観光ＰＲへ大い
に貢献している。

H13 フェリー大函丸の乗船客

開催日時：平成26年5月3日、4日、10月18
日、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日、3日、8月14
日、9月19日、20日、10月24日、25日
開催会場：津軽海峡フェリー大間ターミナ
ル

・平成28年3月26日～4月3日
北海道新幹線開業記念「大函丸まるっと１
週間町民旗振り大作戦」実施。
・平成28年10月23日　津軽海峡フェリー函
館ターミナル「秋の収穫祭」で、大間高校
めんちょこ活動部が登場して、大間町と自
分たちの活動をＰＲ。ほか海鳴り太鼓演奏
あり。あおぞら組はサポート参加。

観光 はこだてグルメサーカス
北海道道南地域への五所川原市のPRを目的に
実施。

・観光PRブースでのパンフレット配布
・グルメブースの出展
・ステージイベントでの観光PR
イベント自体は平成24年から行われており、五所
川原市では平成27年から参加。

H27 函館市

開催日時：平成27年9月5日～6日
開催会場：函館グリーンプラザ、函館朝市
会場

開催日時：平成28年9月10日～11日
開催会場：函館グリーンプラザ、函館駅前
特設会場

観光
あおもり10市大祭典（青森県市長会主
催）

県内10市が連携し、各市の祭りや伝統芸能、食、
観光情報などを一堂に集結させ、10市の交流を
図るとともに、各市の魅力を強力にアピールする
ことで今後の継続した県内各市への誘客並び回
遊、滞在を促進させることを目的に実施。

・観光PRブースでのパンフレット配布
・伝統芸能などのステージイベント
・お祭りパレード
・グルメブースでの特産品の販売等
青森県内10市で持ち回りで開催

H24
青森県内９市
函館市、北斗市、木古内町

継続
開催日時：平成27年9月26日～27日
開催会場：しもきた克雪ドーム(むつ市)

開催日時：平成28年9月24日～25日
開催会場：立佞武多の館周辺（五所川原
市）

青森県

(株)JTB東北法人営業青森支店

五所川原市



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H26 H27 H28

交流・連携の取組実績
団体名

まちづくり・
地域活性
化・その他

ものづくりテクノフェア（ものづくり商談
会）への青函コーナー設置

優れた技術や製品を有する中小企業、大学、支
援機関等が一堂に会する場を提供し、販路拡大
や企業間連携の促進、情報交換や技術交流を通
じて、ものづくり産業の振興を図るとともに、青森
県内企業の出展を促すことで、青森県と北海道の
企業間連携およびビジネスマッチング機会を創出
し、産業・地域活性化を目指す。

・株式会社北洋銀行が主催する「ものづくりテクノ
フェア」に青函コーナーを設置
（取引先27年度/8社、28年度11社が出展）

H25 (株)北洋銀行 継続
開催日時：平成27年7月23日
開催会場：アクセス札幌

開催日時：平成28年7月21日
開催会場：アクセス札幌

まちづくり・
地域活性
化・その他

「北洋女性ビジネスセミナー」「＜あおぎ
ん＞ウーマンリーダーズネットワーク」
合同交流会

青森県と北海道の両地域の結びつき強化や活性
化取組の一環として、北洋銀行の女性会員組織
である「北洋女性ビジネスセミナー会員」との交流
会を実施。

・基調講演「女性活躍と企業経営」（株式会社クオ
レ・シー・キューブの岡田康子会長。企業に女性
活躍推進などの助言を行っている）
・分化会（インバウンド振興についてアイディアを
出し合う）

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

開催日時：平成28年8月3日
開催会場：アップルパレス青森

まちづくり・
地域活性
化・その他

インフォメーションバザール（食の商談
会）への青函コーナー設置

北洋銀行及び帯広信用金庫が主催する食品産業
における販路拡大支援、首都圏バイヤーとのネッ
トワーク構築促進等を目的として商談会を実施。

・商談会への青函コーナー設置（北海道各地から
170の食品関連企業・団体が出展）
取引先27年度/3社、28年度/4社が出展。金融機
関が主催する展示商談会としては全国最大規模）

H25 (株)北洋銀行 継続
開催日時：平成27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4階展示ホールＡ

開催日時：平成28年9月1日～2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4階展示ホールＡ

商工業
青森商工会議所・函館商工会議所
「パートナーシップ支援事業」

青函での優れた事業提案、技術連携を促進し、青
函圏域をはじめ国内外に発信できるよう、両地域
内商工業者のパートナーシップ構築による販路開
拓、商品開発を促進。

・「商品開発」「販路拡大」「技術提携・連携」等の
事業活動を促進するため、１企業またはコンソー
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
・事業提案説明会（プレゼンテーション）や個別商
談会を通し、青函でのビジネスマッチングを支援

H25 函館商工会議所 継続
開催日時：平成27年10月26日
開催会場：青森国際ホテル

①開催日時：平成28年4月15日
　 開催会場：ホテル函館ロイヤル

②開催日時：平成29年2月23日
　 開催会場：ホテル青森

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

・年１回、青森・函館において１年ごとに開催地を
変え、両青年部の交流、及び青函圏発展に係る
講演会等を開催
（平成28年度は、函館商工会議所青年部が新幹
線開業を盛り上げるために制作依頼した曲「新幹
線に乗っちゃって」の演奏とダンスを青函のコラボ
と称して行い、新幹線開業をPR。終了後、交流会
を実施）

H15 函館商工会議所
開催日時：平成26年10月17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

開催日時：平成28年7月15日
開催会場：安潟みなとまつり特設会場（青
い海公園）

商工業・ス
ポーツ

青函商工会議所議員会交流事業
青森・函館両商工会会議所議員同士による親睦
交流

・青森・函館の両商工会議所議員によるゴルフコ
ンペ・懇親会の開催
・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議員が臨席。
・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が臨席。

H6 函館商工会議所議員会

【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：青森カントリークラブ、
　　　　　　　青森国際ホテル
【年末交流会】
開催日時：平成26年12月9日
開催会場：ホテル青森
【歳末懇親会】
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

【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：青森カントリークラブ
　　　　　　　青森市内ホテル
【年末交流会】
開催日時：平成27年12月
開催会場：青森市内
【歳末懇親会】
開催日時：平成26年12月16日
開催会場：ロワジールホテル函館

【ゴルフコンペ、懇親会】
開催日時：平成28年7月4日
開催会場：青森カントリークラブ
　　　　　　　青森市内ホテル
【年末交流会】
開催日時：平成28年12月
開催会場：ホテル青森
【歳末懇親会】
開催日時：平成28年12月
開催会場：ホテル函館ロイヤル

商工業 津軽の食と産業まつり

３日間で、約７万の人出がある『津軽の食と産業
まつり』において、弘前市民に対し、函館の特産
品の販売・ＰＲおよび、北海道新幹線開業のＰＲを
実施。

・函館の特産品『がごめ』のＰＲ・販売
・海産物等の販売
・北海道新幹線のＰＲステージを実施し、弘前市
民に『函館』をＰＲ

H23 函館商工会議所 継続
開催日時：平成27年10月16日～18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28年10月14日～16日
開催会場：弘前克雪トレーニングセンター

商工業 『津軽のクラフト×函館のクラフト』展
弘前、函館ともにクラフトが盛んな地域であること
から、共同で出展することで相乗効果をあげるこ
とを目的として実施。

・毎年12月に開催されているはこだてクリスマス
ファンタジーの期間中、「ひろさきナイト」と称して
弘前市とともにイベントを開催
・弘前工芸協会と共催し、伝統工芸や手仕事の展
示会を開催（平成24年度～）
当初は弘前工芸協会の単独出展であったが、平
成26年より函館市内の工芸団体「はこだて工芸
舎」と共同出展している。クラフト展期間中以外に
も作品を提供しあって展示している。

H26 はこだて工芸舎 継続
開催日時：平成27年12月19日、20日
開催会場：金森赤レンガ倉庫内ギャラリー

開催日時：平成28年12月17日、18日
開催会場：金森赤レンガ倉庫内ギャラリー

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

青森市と函館市のツインシティ提携に伴う、文化、
スポーツ、観光、経済等広い分野にわたる交流事
業の積極的な推進を図り、もって　青函両地域の
活性化と一体的な発展を図ることを目的とする。

・交流事業計画の策定
・交流事業の推進及び支援
・要望活動及び広報活動
その他、協議会の目的達成のために必要と認め
られる事業を実施

H1 函館市

【協議会】開催日時：平成26年11月11日
開催場所：花びしホテル（函館市）
【子ども絵画展】
開催時期：平成26年10月～12月
開催場所：中央市民センター（青森市）、
棒二森屋（函館市）

【協議会】開催日時：平成27年11月18日
開催場所：ロワジールホテル函館
【子ども絵画展】
開催日時：①平成27年10月24日～11月2
日
②平成27年11月10日～11月18日
③平成27年11月28日～12月13日
開催場所：①フェスティバルシティアウガ
（青森市）
②中央市民センター（青森市）
③地域交流まちづくりセンター（函館市）

【協議会】開催日時：平成29年2月6日
開催会場：ウェディングプラザアラスカ
【子ども絵画展】
開催日時：①平成28年10月22日～10月30
日
②平成28年11月3日～11月13日
③平成28年11月26日～12月11日
開催場所：①フェスティバルシティアウガ
（青森市）
②中央市民センター（青森市）
③地域交流まちづくりセンター（函館市）

田子町 商工業

～首都圏発・北海道新幹線と津軽海峡
で繋がる北海道厚沢部町・青森県田子
町～食と観光連携によるビジネス創造
事業

厚沢部町と田子町の地域間連携、都市部での農
産物の消費喚起・販売ルートの拡大・継続、その
ノウハウを町内企業・生産者に還元し将来的な人
材の育成・確保を図るとともに、新たな商品開発と
その販売による産業振興を目指すことにより、新
たな雇用の創出へ繋げること、　更には上記によ
る都市部での「食の観光」発信に加え、ご当地グ
ルメの地元での提供及び北海道新幹線開業を活
かし、田子町と厚沢部町を繋ぐ観光促進による入
込客の増加を図り地域経済の活性化を促す。

・互いの特産品を活かしたご当地グルメ及び新た
な特産品・商品の開発
・北海道新幹線開業・津軽海峡及びご当地グルメ
を活かしたあっさぶ・たっこ周遊ルートの開拓によ
る交流人口拡大
・都市部への販売促進・販路拡大による販売額の
増加
・観光・商品開発・販売に関する両町間及び都市
部での販売及び販路拡大に対する都市企業のノ
ウハウの移転、蓄積及び人材育成・確保

H28 厚沢部町
開催日時：平成28年9月4日
開催会場：厚沢部町町民交流センター

(株)青森銀行

青森商工会議所

弘前商工会議所



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H26 H27 H28

交流・連携の取組実績
団体名

観光 青函パ酒ポート2016

 「地域の酒」×「地域の食」×「ツーリズム」をコラ
ボレートさせた新しいエンターテイメントであり、地
元の酒の消費拡大及び「酒」を軸に人の交流を生
み出し、地域の活性化を図る。

500円（税込）で購入し、各種特典が受けられる青
函のスタンプラリー参加酒造所を巡るイベント。
・全27か所の酒造所でお得な特典
・全18か所の温泉施設で日帰り入浴500円
・宇佐美での給油で期間中2円/ℓ引き

H28
(株)北海道銀行
(株)JTB北海道
(株)JTB東北

開催日時：平成28年4月16日～平成29年3
月31日

観光
北海道・東北交流促進企画「じゃらん」
への掲載

北海道新幹線開業を契機とした東北と北海道と
の相互交流の促進を目的として実施。

北海道・東北の新幹線停車駅（近隣市町村含む）
におけるおすすめスポットやグルメなどの旬情報
を最寄の支店行員が紹介。

H27 (株)北海道銀行
「北海道じゃらん３月号」、
「関東・東北じゃらん４月号」の発売

「北海道じゃらん１１月号」、
「関東・東北じゃらん１２月号」の発売

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
・八戸三社大祭山車展示・パレード参加

H24 函館市
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

開催日時：平成28年9月10日～11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 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を目
的とする。

・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、青森市、弘前市 継続 継続 継続

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
ことを目的として実施。

北海道新幹線開業に伴い実施される各事業につ
いての情報収集及び情報発信

H27
函館市、青森市、弘前
市、むつ市、今別町、ほ
か道南エリア市町村

継続

青森アコーディオンクラブ 文化・芸術 青函アコーディオン交流会
青函両クラブのアコーディオン愛好者の親睦を計
り、技術向上と地域での普及を目指す。

2年～3年毎に相互訪問、その都度両クラブで選
曲し、コンサート形式にて演奏会を開催

S58
函館アコーディオンクラブ
（HAC）

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」

継続
開催日時：平成29年5月13日
開催会場：函館市弁天会館

観光 物産展を活用した観光ＰＲ

東京都及び仙台市で開催された北海道の物産展
を活用し、同エリアにおける観光の魅力をＰＲする
ことにより、青函エリアへの誘客促進を図ることを
目的とする。

【平成27年度】
・ポスターの掲出及びパンフレットの配布（仙台、
池袋）
・ゆるキャラグリーティング（仙台、池袋）
・ミスによるPR及びクイズ大会（仙台、池袋）
・荒馬の披露（仙台、池袋）
・江差追分の実演（池袋）
【平成28年度】
・ポスターの掲出及びパンフレットの配布（仙台、
池袋）
・ゆるキャラグリーティング（仙台、池袋）
・ミスによるPR及びクイズ大会（池袋）
・津軽三味線の演奏（池袋）

H22
北海道渡島総合振興局
北海道檜山振興局
長万部観光協会

継続

開催日時：平成27年9月10日～13日、10
月22日～25日
開催会場：東武百貨店池袋店、仙台藤崎
百貨店

開催日時：平成28年9月17日～19日、10
月22日～23日
開催会場：東武百貨店池袋店、仙台藤崎
百貨店

観光 観光ビジネスマッチングへの参加

首都圏の旅行エージェント等に対して、同エリアの
観光素材や周遊モデルルート等について説明を
行い、青森県及び道南地域を周遊する旅行商品
の造成を働きかける。

【平成27年度】
旅行エージェント等10社との商談
【平成28年度】
旅行エージェント等12社との商談

H25 北海道渡島総合振興局 継続
開催日時：平成27年9月2日、3日
開催会場：池袋サンシャインシティ

開催日時：平成28年9月1日、2日
開催会場：池袋サンシャインシティ

観光
青函エリアへの教育旅行誘致に係る取
組

青森県及び道南地域を巡る教育旅行の新規顧客
獲得を目的とする。

・月刊誌「教育旅行」への記事掲載
青森県と道南地域を巡る教育旅行のモデルコー
スを取材してもらい、（公社）日本修学旅行協会が
発行する月刊誌「教育旅行」に特集記事を掲載。

・埼玉県中学校長会の招聘
埼玉県の公立中学校の校長先生で組織される
「教育旅行部会」の会員等教育旅行関係者を招
聘し、中学生を対象とした教育旅行のモデルコー
ス視察を実施。

H28 北海道渡島総合振興局

開催日時：
【モデルコース取材】平成28年4月25日～
27日
【中学校長会の招聘】平成28年9月24日、
25日

観光 青函観光ＰＲポスター展
青森県と北海道、互いの地域で互いの観光素材
をＰＲし青函広域観光の気運醸成を図る。

道の駅、観光施設、銀行等において青森県・北海
道の観光素材のＰＲを実施。 H22

北海道渡島総合振興局
（公社）青森県観光連盟
(株)青森銀行
(株)みちのく銀行

継続 継続

開催日時及び会場：
【北海道側】
平成28年7月1日～10日（道の駅みそぎの
郷きこない）
平成28年7月4日～10日（渡島合同庁舎道
民ホール）
平成28年7月12日～21日（新函館北斗駅）
【青森県側】
平成28年7月1日～24日、9月16日～30日
（青森観光物産館アスパム）
平成28年8月22日～9月30日（青森銀行本
店営業部、大野、古川、函館、本通、仙台
の各支店）
※各支店1週間～2週間程度　巡回形式
平成28年8月8日～9月30日（みちのく銀行
青森県内3支店、道南3支店）
 ※各支店1週間～2週間程度　巡回形式

八戸市

(株)みちのく銀行

青函広域観光推進協議会



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H26 H27 H28

交流・連携の取組実績
団体名

観光
荒馬まつりにおける木古内町・江差町
との共同PR

  北海道新幹線開業の共同PR及び木古内町・江
差町との交流・連携を図る。

【木古内町】
・祭り会場内のブースにて木古内町と北海道新幹
線の共同PR
・木古内町のゆるキャラ「キーコ」が祭りステージ
上で北海道新幹線開業PR
【江差町】
・荒馬まつりのプログラムである「流し踊り」に参加
・祭りステージ上で道指定無形民俗文化財である
「江差餅つきばやし」を披露

H26
木古内町
江差町

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）

開催日時：平成28年8月6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

友好町を締結してい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（北海道知内町）に訪
問あるいは今別町へ招き、交流学習を行う。1年
毎に開催地を変更する。

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27年6月23日
開催会場：今別町立今別小学校

開催日時:平成28年6月21日
開催会場：知内町立知内小学校

観光
第187回寒中みそぎ祭りにおける木古
内町との共同PR

北海道新幹線の開業PR及び古内町との交流連
携を図る。

・ステージイベントにおいて町の伝統芸能である
荒馬を披露（大川平荒馬保存会）
・パンフレット等を配布し、町及び北海道新幹線を
共同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

開催日時：平成29年1月14日～15日
開催会場：みそぎ公園

スポーツ 青函ママさんバレーボール交流

バレーボール競技を通して、両町のスポーツ振興
を図る。

今別町が知内町に訪問あるいは今別町へ招き、
両町の技術向上等を目的としたママさんバレー
ボール交流を実施する。1年毎に開催地を変更す
る。

H9 知内町 継続
開催日時：平成27年11月8日
開催会場：知内町スポーツセンター

開催日時：平成28年11月27日
開催会場：今別中学校

スポーツ
知内町・今別町交流親善ゲートボール
大会

知内町ゲートボール愛好者と今別町ゲートボール
愛好者の親善交流を通して、ゲートボールの協議
技術と審判技術の向上、両町の高齢者健康維持
及び老人福祉の向上並びに産業、文化の発展に
寄与する。

今別町が知内町に訪問あるいは今別町へ招き、
両町の親善交流等を目的としたゲートボール大会
を開催する。1年毎に開催地を変更する。 H1 知内町 継続

開催日時：平成27年7月17日
開催会場：今別町河川公園

開催日時：平成28年7月22日
開催会場：知内町ゲートボールパーク

まちづくり・
地域活性
化・その他

きこない咸臨丸まつり2016でのＰＲ

北海道道南地域との交流の活発化及び町の伝統
芸能・奥津軽いまべつ駅の周知を図る。

・北海道木古内町の「きこない咸臨丸まつり」で今
別町の伝統芸能「荒馬」を披露
・町のパンフレット等を配布 H28 木古内町

開催日時：平成28年8月15日
開催会場：みそぎ公園

まちづくり・
地域活性
化・その他

春の江差いにしえ夢開道

江差町との交流の活発化及び今別町のＰＲを図
る。

・花嫁行列に花婿と花嫁として今別町のカップル
が参加
・イベントないで今別町の伝統芸能である「荒馬」
を披露

H28 江差町
開催日時：平成28年5月3日
開催会場：江差町いにしえ街道

青森県将棋連盟 文化・芸術 北海道新幹線開業記念将棋大会

北海道新幹線開業を機会に、青函交流による両
地域の将棋界発展と地域活性化を目指し、毎年
交互に将棋大会を開催する。

・年１回（両地域交互開催）、7月末の土日で将棋
大会及び交流親睦会を開催
・賞品・参加賞として地元の特産品を提供し、青函
両地域の将棋界発展と地域活性化を図る

H28
日本将棋連盟函館中央支
部

開催日時：平成28年7月30日～31日
開催会場：今別町　海峡の家ほろづき

今別町



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H26 H27 H28

函館大学 教育
青森商業高校・函館商業高校・函館大
学　3高校大連携事業

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。

青函をテーマにした商品開発・マーケティングの
実習や旅行プランの作成等を行い、実践的な商
学を学ぶとともに、高校生と大学生の交流を図っ
ている。

H18
青森県立青森商業高等学
校

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

開催日時：平成28年11月10日～11日
開催会場：函館大学

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日～6日
開催会場：今別町、弘前市、青森市
※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）
※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）
※北海道新幹線開業PR

開催日時：平成28年2月6日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌市）
※北海道新幹線開業PR

開催日時：平成29年2月10日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌市）
※北海道新幹線開業記念PR

開催日時：平成29年3月17日～19日
開催会場：サッポロファクトリー（札幌市）
※北海道新幹線開業1周年プレイベント

開催日時：平成29年3月25日
開催会場：ホテル函館ロイヤル
※北海道新幹線開業1周年記念フォーラ
ム

開催日時：平成29年3月26日
開催会場：函館駅前広場
※北海道新幹線開業１周年イベント

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）

県企画政策部、道総合政策部、渡島総合
振興局及び檜山振興局で構成する「津軽
海峡交流圏未来創造研究会」において、
共同事業（学生発！津軽海峡周遊プロ
ジェクト）を実施（平成28年12月：トークバト
ル開催（青森市内・函館市内）、平成29年
3月：ガイドブック発行）。

函館市
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 青森市
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

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。

H25 青森商工会議所 継続
開催日時：平成27年10月26日
開催会場：青森国際ホテル

①開催日時：平成28年4月15日
　 開催会場：ホテル函館ロイヤル

②開催日時：平成29年2月23日
　 開催会場：ホテル青森

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
開催日時：平成26年7月14日
開催会場：青森カントリークラブ、
　　　　　　　青森国際ホテル

開催日時：平成27年7月14日
開催会場：青森カントリークラブ
　　　　　　　青森市内ホテル

開催日時：平成28年7月4日
開催会場：青森カントリークラブ
　　　　　　　青森市内ホテル

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。

○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が臨席。

H6 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
開催会場：ホテル青森
【歳末懇親会】
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

【年末交流会】
開催日時：平成27年12月
開催会場：青森市内
【歳末懇親会】
開催日時：平成26年12月16日
開催会場：ロワジールホテル函館

【年末交流会】
開催日時：平成28年12月
開催会場：ホテル青森
【歳末懇親会】
開催日時：平成28年12月
開催会場：ホテル函館ロイヤル

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。

・年１回、青森・函館において１年ごとに開催地を
変え、両青年部の交流、及び青函圏発展に係る
講演会等を開催
（平成28年度は、函館商工会議所青年部が新幹
線開業を盛り上げるために制作依頼した曲「新幹
線に乗っちゃって」の演奏とダンスを青函のコラボ
と称して行い、新幹線開業をPR。終了後、交流会
を実施）

H15 青森商工会議所青年部
開催日時：平成26年10月17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

開催日時：平成28年7月15日
開催会場：安潟みなとまつり特設会場（青
い海公園）

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。

（平成28年度）
・函館の特産品『がごめ』のＰＲ・販売
・海産物等の販売
・北海道新幹線のＰＲステージを実施し、弘前市
民に『函館』をＰＲ

H23 弘前商工会議所 継続
開催日時：平成27年10月16日～18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28年10月14日～16日
開催会場：弘前克雪トレーニングセンター

津軽海峡商工会経済交流会協議会
渡島西部商工会と東津軽郡ブロック商工会地域
の経済文化の振興発展

地域の経済文化の振興発展のための情報交換 S62 東津軽郡ブロック商工会
開催日時：平成27年6月26日
開催会場：青森市浅虫温泉

開催日時：平成27年6月17日
開催会場：青森市浅虫温泉

津軽海峡交流圏 大農林水産祭 食の魅力を県内外に発信 出店商品を紹介・販売するイベントの開催 JAグループ青森
開催日時：平成28年11月12日、13日
開催会場：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、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。

（一社）青森市物産協会
開催日時：平成26年5月15日～20日（名古
屋市）、9月3日～8日（山形市）、平成27年
1月14日～19日（宇都宮市）

開催日時：平成27年6月4日～9日（名古屋
市）、9月2日～7日（山形市）、1月13日～
18日（宇都宮市）、3月18日～3月22日（大
田原市）

開催日時：平成28年6月2日～7日（名古屋
市）、8月24日～30日（静岡市）、9月28日
～10月6日（横浜市）、1月25日～30日（宇
都宮市）

団体名
交流・連携の取組実績

【北海道会員】

函館商工会議所

北海道

福島町商工会
まちづくり・
地域活性
化・その他



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H26 H27 H28

団体名
交流・連携の取組実績

観光
台湾ロハスサイクリング協会・津軽海峡
ライド

インバウンド招聘事業
台湾ロハスサイクリング協会と関係団体（地元）を
結びつけ、サイクリング周遊コース（函館・青森）を
選定して、台湾からの来日客の増大を目指す。

H24
台湾ロハスサイクリング協
会（青森県五所川原市）

開催日時：平成27年8月
開催場所：青森市・函館市

開催日時：平成28年8月
開催場所：青森市・函館市

観光 親子サイクリングｄｅ大間超マグロ祭り 函館・大間（下北）の地域交流・発展
函館発大間行を利用し、大間町のマグロまつり・
観光名所を自転車で巡るツアー

H28
(株)ＪＴＢ北海道函館支店
大間町

開催日時：平成28年10月29日～30日
開催場所：大間町

まちづくり・
地域活性
化・その他

スタンプラリーどうなん×あおもり 青函地域活性、フェリー利用促進
津軽海峡フェリー内、道南・青森の「道の駅」内の
スタンプラリー

H27 道の駅
開催日時：平成27年9月～12月
開催場所：各道の駅

開催日時：平成28年4月～12月
開催場所：各道の駅

函館マジッククラブ 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

休止

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。

・共同研究・研究交流
　　随時、課題を設定し、研究等を行う
・交流会議
　　共同研究等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 1階会議室

開催日時：平成28年11月24日～25日、12
月12日～13日
開催会場：函館市国際水産・海洋総合研
究センター 1階会議室

函館工業高等専門学校 学術・研究

独立行政法人国立高等専門学校機構
函館工業高等専門学校と国立大学法
人弘前大学大学院理工学研究科との
学術交流に関する協定

両校が、相互の密接な連携と協力により、教育及
び学術研究交流を推進するとともに、人材育成の
一艘の充実を図ること。

目的を達成するため、次に掲げる分野について連
携・協力する。
・教育及び人材育成に関すること。
・共同研究等の研究協力に関すること。
・研究施設・設備の相互利用に関すること。
・研究、技術等の情報交換に関すること。
・シンポジウム等の開催に関すること。
・地域貢献の相互協力に関すること。

H27
国立大学法人弘前大学大
学院理工学研究科

開催日時：平成28年3月10日
開催会場：函館工業高等専門学校（協定
締結式会場）

開催日時：平成29年1月17日
開催会場：弘前大学（協定締結記念シン
ポジウム）

函館市女性会議
まちづくり・
地域活性
化・その他

青函女性会議交流会
函館市女性会議と青森市女性会議との交流・情
報交換

毎年１回（両地域交互開催） S62 青森市女性会議連絡会
開催日時：平成27年7月12日
開催場所：ロワジールホテル函館

開催日時：平成29年2月4日
開催場所：フェスティバルシティアウガ5階
研修室（青森市）

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～函館両クラブの選曲によるコンサート開催 S58 青森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」

継続
開催日時：平成29年5月13日
開催会場：函館市弁天会館

函館剣道連盟 スポーツ
青函蘭（青森・函館・室蘭）三市対抗親
善剣道大会

青函圏在住の社会人を対象に、両地域の交流促
進・競技力向上を目的に剣道大会を実施している

年1回（順点開催）、交流稽古、交流試合（団体
戦）

S29
開催日時：平成26年10月25日～26日
開催場所：室蘭市

開催日時：平成27年10月17日～18日
開催場所：青森大学武道場

開催日時：平成28年10月15日～16日
開催場所：函館アリーナ武道場

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26年10月25日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

開催日時：平成27年10月24日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

開催日時：平成28年11月11日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

(株)ＪＴＢ北海道函館支店 観光 青函連携事業（JTB旅ホ連）
ＪＴＢ協定ホテル旅館内、青森支部（45施設）と道
南支部（35施設）と相互互交流。

隔年で開催地を相互交流し、観光業界・旅館ホテ
ル業界の情報共有と問題点を協議し、互に交流
訪問。
特に新幹線の北海道延伸に伴い着地型観光素
材の掘り起しと連携について会議開催。

H22 (株)JTB東北青森支店

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）

開催日時：平成28年11月15日
開催会場：ホテル青森

商工業 インフォメーションバザールｉｎＴｏｋｙｏ

北洋銀行・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。

北海道各地から約170の食品関連企業・団体が
出展し、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する食の展示商談会。青
森銀行が特別協力として参画し、「地域コーナー」
のひとつとして「青函コーナー」を設置。北洋銀行
及び青森銀行取引先の道南地域及び青森憲の
食品メーカー約30社が出店し、活発な商談を実
施。

H25 (株)青森銀行 継続
開催日時：平成27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4階展示ホールＡ

開催日時：平成28年9月1日～2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4階展示ホールＡ

商工業 ものづくりテクノフェア
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。

「ものづくりテクノフェア」に青函コーナーを設置 H25 (株)青森銀行 継続
開催日時：平成27年7月23日
開催会場：アクセス札幌

開催日時：平成28年7月21日
開催会場：アクセス札幌

まちづくり・
地域活性
化・その他

青函女性事業者交流会
北海道及び青森県の女性経営者の活躍推進、交
流を図ることで、両地域の結びつきを強化、活性
化を推進する目的で開催。

北洋銀行の「北洋女性ビジネスセミナー」会員と、
青森銀行の「＜あおぎん＞ウーマン・リーダーズ・
ネットワーク」会員との合同交流会を開催。
毎回、両地域が相互にホストとなり、平成28年は
青森で開催。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)青森銀行
開催日時：平成27年8月24日
開催会場：函館北洋ビル

開催日時：平成28年8月3日
開催会場：アップルパレス青森

観光
北海道新幹線を活用した外国人向け
東北・函館プロモーション事業

北海道新幹線を活用した、北海道⇔東北⇔首都
圏を結ぶ新たな観光ルートを海外に広くＰＲするこ
とを目的に、台湾・タイ・香港の海外メディアを招
聘したビジットジャパン地方連携事業。

東北運輸局が実施するビジットジャパン地方連携
事業として、北洋銀行とＪＲ東日本、青森県、函館
市などが連携し、北海道新幹線を活用した観光プ
ロモーションを実施。
台湾・タイ・中国・香港の海外メディアを招聘し、北
海道新幹線を利用した東北～道南の観光ルート
の魅力を発信することで、海外市場からの個人旅
行客の誘客を図る。

H28
東北運輸局
JR東日本等

開催日時：
平成28年7月6日～14日（香港）
平成28年7月18日～24日（中国）
平成28年7月24日～30日（台湾）
平成28年7月31日～8月6日（タイ）

津軽海峡フェリー(株)

(株)北洋銀行


