
分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H27 H28 H29

観光
青森県・函館デスティネーションキャン
ペーン（青函DC）、アフターDC

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、平成28年7月～9月の間に青森県・
函館デスティネーションキャンペーン（青函DC）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。
また、青函DCの効果を持続し青函周遊観光の定
着を図るため、平成29年7月～9月の間に青森
県・函館観光キャンペーン（アフターDC）を開催
し、継続した誘客や地域経済の活性化を図る。

【青函DC】
・宣伝・広報事業（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）

【アフターDC】
・宣伝・広報事業（ガイドブック、ポスター）
・誘客対策事業（PR活動）
・受入体制整備事業（のぼり、缶バッジ作成）
・その他の取組（オープニングセレモニーの開催、
JR東日本主催イベント列車での連動PR、JR北海
道主催イベントでのPR、キャンペーン最終日のお
見送り・お出迎え）

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

開催日時：平成29年7月～9月
開催会場：青森県全域及び北海道道南地
域

商工業
観光

文化・芸術
まちづくり・
地域活性
化・その他

DMO法人（地域連携DMO）に向けた取
組について

観光地経営の視点に立った観光地づくりの舵取
り役として、関係者と協同しながら、明確なコンセ
プトに基づいた観光地域づくりを実施するため、
各種戦略を策定・実施するための調整機能を備
える法人に転換する。

・平成29年度
観光庁をはじめ関係機関の協力を得ながら、日
本版DMO法人の要件を満たす事業転換を図る戦
略を策定し、年度内の地域連携DMO法人登録を
目指す。
・平成30年度以降
同戦略に基づき、各種事業を展開しながら検証
作業を通じた目標に向けた進捗管理・是正に努
め、DMO法人の本登録を目指す。

具体的には、青函周遊観光促進に向けた観光開
発・受入体制の確立等を実施する。

H29
開催時期：通年
開催地：青森県全域

農林水産
講演会「海と陸からの恵み　日本の食
の最前線！」開催

三方を「海」に囲まれた青森県の水産資源を基に
した「食」との関わりの中で地域を志向した教育・
研究・社会貢献を一層推進する。

北海道新幹線の開業とともに青函連携が深まる
中、長きにわたり道南の基幹産業である水産業
の振興等に尽力された横山信一参議院議員を招
聘し、講演会を開催。

H28 横山信一参議院議員
開催日時：平成28年4月13日
開催会場：弘前大学創立60周年記念会館
八甲田ホール

教育 ひろさき移動キャンパス

コンソーシアムを構成する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の交流を深め、本コンソーシア
ムの充実を図る。

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、学園都市ひろさき高等教育機関
コンソーシアム学生委員会「いしてまい」が
「HAKODATEアカデミックリンク2016」へブース出
展。

H25
キャンパスコンソーシア
ム函館

継続
開催日時：平成28年11月12日
開催会場：函館市青年センター体育館

開催日時：平成29年11月11日
開催会場：函館市青年センター体育館

学術・研究
食の総合プロデュースを目指した「あお
もりカシスフルコース」の研究開発

あおもりカシスの調理レシピを青函連携で考案
し、北日本（青函圏）における食の成長に貢献す
る。

カシスが有する新規の保健機能を探索するととも
に、文理芸術分野を融合した「食の総合プロ
デュース」の発想のもと、函館短期大学付設調理
製菓専門学校と連携し、あおもりカシスを活用し
たレシピ並びにフルコースの研究開発を実施。

H28
函館短期大学付設調理製
菓専門学校

開催日時：平成29年3月1日
開催会場：函館短期大学付設調理製菓専
門学校

開催日時：平成30年3月16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
青森フルコース社会実装実験（演奏公
演・試食会）

津軽海峡交流圏を核とした北日本の食を移出・輸
出し外貨を稼ぐ「北日本食の成長戦略」を提案
し、北日本の食の高付加価値化を目指し、機能性
に関する研究を行うとともに、中規模総合大学の
強みを活かし、文理芸術を融合させた食の総合プ
ロデュースによる世界に向けたブランド化を目指
す。

青森ワイナリーホテルと共同でレシピ開発を行
い、同ホテルでのフルコース導入に向けて、地域
の産学官金各団体のトップの他、関係機関の若
手、女性職員らを招いて試食会等を実施。

H28 青函圏の産学官金関係者
開催日時：平成28年9月28日
開催会場：青森ワイナリーホテル

学術・研究
弘前大学大学院理工学研究科×函館
工業高等専門学校学術交流締結記念
シンポジウム

弘前大学理工学研究科と函館工業高等専門学
校との学術交流協定締結を記念して実施した。

・弘前大学　前理工学研究科長による基調講演
・弘前大学、函館工業高等専門学校の教員によ
る研究紹介

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：弘前大学理工学部1号館第10
講義室

青函圏交流・連携の推進に向けた取り組み青函圏交流・連携の推進に向けた取り組み青函圏交流・連携の推進に向けた取り組み青函圏交流・連携の推進に向けた取り組み

（公社）青森県観光連盟

弘前大学

団体名

【青森県会員】

交流・連携の取組実績



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H27 H28 H29

団体名
交流・連携の取組実績

教育
ひろだいナビゲ→ト・キャラバン in　函
館

高校生に「大学での学び」の魅力の発信と、将来
の夢を「考え・描く」きっかけを提供するとともに、
弘前大学を広く知ってもらうことを目的として実
施。

・函館市周辺の高等学校に出向き、模擬講義や
現役学生による体験談の説明。
・学部ごとにブースを設置し、進学相談会を実施。

H27 函館市周辺の高等学校
開催日時：平成28年7月30日
開催会場：ホテル法華クラブ函館

教育 青函乳幼児教育・心理学研究会
青函圏の学生の交流や情報交換を促進し、乳幼
児教育・心理学について理解を深める。

ゼミ合同、合宿形式での学生の研究会
（研究発表、ワークショップ、双方の地域に関する
教育・体験など）

H29 北海道教育大学
開催日時：平成29年8月18日～20日
開催会場：ふるる函館、北海道教育大学
函館校

学術・研究 「新幹線フォーラム」の開催

東北・北海道新幹線研究の成果について、青函
圏の交流促進と新幹線活用をめぐり、広く社会に
情報を発信・提起して議論する場とするため開
催。

※青森学術文化振興財団の助成を受けて実施。
※毎年度、道南側から多数の参加者がある。
※平成26年度以降、4年連続開催。共催は青森
大学付属総合研究所、青森商工会議所（まちな
かキャンパス事業）、青森大学地域貢献セン
ター。

・平成26年度：東北新幹線が青森、弘前、八戸地
域や、市民意識にもたらした変化の検証
・平成27年度：東北新幹線が青森市のまちづくり
や市民意識にもたらした変化の検証と検討
・平成28年度：北海道新幹線が青函地域に及ぼ
した変化の検証及び道南側の対応の検討
・平成29年度：北海道新幹線と北陸新幹線を対比
させて、県境を越えた交流が持つ可能性と課題に
ついて検討
※平成30年度についても、青森学術文化振興財
団に研究助成を申請中（青森地域社会研究所、
青森商工会議所との共同事業）

H26

（情報提供先）
函館商工会議所
北海道渡島総合振興局
函館市
木古内町
日本政策投資銀行北海道
支店　など

開催日時：平成29年1月28日
開催会場：新町キューブ（青森市）

開催日時：平成30年1月20日
開催会場：新町キューブ（青森市）

学術・研究
「はこだて学生政策アイデアコンテスト」
への青森大学の学生の挑戦

「未来を担う若者が函館をよりよい町にするため
に自由に政策を立案し、コンテスト形式で競い合
うイベント」として開催。

第2回大会本戦に出場
※優秀政策アイデア賞を受賞

H29
（一社）はこだて地方創生研
究会

開催日時：平成29年11月23日
開催会場：北海道教育大学函館校

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

開催日時：平成29年2月6日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場（札幌市）
※青函圏域（道南地域・青森県）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 北海道

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）

青森県企画政策部、北海道総合政策部、
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）。

青森県企画政策部、北海道総合政策部、
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、以下の2事業を実施。

①外国人観光客向け津軽海峡交流圏誘
客促進事業
・外国人インフルエンサー（中国、タイ）に
よるSNSでの情報発信
・外国人観光客向け津軽海峡圏周遊促進
PRリーフレット作成

②津軽海峡交流圏PRプロモーション事業
・はこだてクリスマスファンタジー（平成29
年12月22日、函館市内）、弘前バル街（平
成30年2月3日、弘前市内）におけるPRス
テージ、ブースによる情報発信
・津軽海峡交流圏や周遊ルート、ゆるキャ
ラ（マギュロウ、どこでもユキちゃん）等に
係るPRパネル作成

青森市
まちづくり・
地域活性
化・その他

青函ツインシティ（双子都市）の盟約締
結による青函交流事業の推進

青森市と函館市は、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
る積極的な交流を通した新青函経済文化圏の形
成を目指している。

・青函ツインシティ推進協議会を設置し、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、積極的な交流活動の推進及び
PR活動を行う。
・青森市では、青函ツインシティまつり交流事業や
両市広報紙の公の施設等での広報推進事業、青
函観光宣伝事業等を行う。

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

(株)JTB東北法人営業青森支店 観光
JTB協定旅館ホテル連盟青森支部・函
館支部相互交流

青函両地区の宿泊増売を目的として実施。
・宿泊・観光・体験を通じた研修会の開催
・意見・情報交換会の開催

H28
開催日時：平成28年11月10日
開催地：青森市内

開催日時：平成29年11月18日
開催地：函館市湯の川

（一社）青森市物産協会
まちづくり・
地域活性
化・その他

青森・函館の物産と観光展
百貨店において、青森・函館の物産と観光をPR
する。

・青森・函館の事業者30社程度が出展し、特産
品、工芸品を販売するほか、三味線等のステージ
イベントを実施

函館物産協会

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）
1月25日～30日（宇都宮市）

開催日時：平成29年8月23日～28日（静岡
市）
平成30年1月24日～30日（宇都宮市）

弘前大学

青森県

青森大学



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H27 H28 H29

団体名
交流・連携の取組実績

日本郵便(株)青森中央郵便局
まちづくり・
地域活性
化・その他

函館＆青森ふる里だより～お取り寄せ
産直スイーツ特集のカタログゆうパック
販売

北海道新幹線開業1周年を記念し、両市の地域
産品のPRや地域経済の活性化を図る。

青函地域のスイーツ11品をカタログに掲載し、両
市の郵便局において申込受付後、ゆうパックで郵
送。

H28
青森市
函館市

開催日時：平成29年3月15日～平成29年5
月31日
開催地：青森市及び近郊の郵便局（76局）
函館市及び近郊の郵便局（81局）

商工業
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
※27年度8社、28年度11社、29年度10社の取引
先企業が出展

H25 (株)北洋銀行
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

開催日時：平成29年7月20日
開催会場：アクセス札幌

商工業
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。
※27年度3社、28年度4社、29年度2社の取引先
企業が出展。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
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

開催日時：平成29年9月7日～8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

青森商工会議所 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
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

開催日時：平成30年2月27日
開催会場：フォーポイントバイシェラトン函
館

観光 下北地域イベントへの参加

函館市と津軽海峡フェリーで繋がっている大間町
や、下北半島の入口である横浜町で行われるイ
ベントに参加し、観光PRを行うことにより、市の認
知度を高め、青森-下北-函館というコースでの周
遊促進を図る。

大間町や横浜町の代表的なイベント「大間町ブ
ルーマリンフェスティバル」や「菜の花フェスティバ
ルinよこはま」へ出展し、ゆるキャライベントへの
参加や観光PRを実施。

H29
大間町
横浜町

開催日時：平成29年5月21日
開催会場：大豆田特設会場（横浜町）

開催日時：平成29年8月14日
開催会場：大間港（大間町）

観光 下北観光プログラム開発

DMO候補法人登録を申請中である（一社）しもき
たTABIあしすとや周辺地域と連携し、下北地域一
帯となった誘客策及び新たな観光プログラムの開
発を図る。

・津軽海峡フェリーを活用した観光PR
・ターゲットに合わせた新たな観光プログラムの
開発
※（一社）しもきたTABIあしすと、下北地域各町
村、函館市等と連携して実施。

H29
（一社）しもきたTABIあ
しすと

観光 アフターDCにおける観光PR

アフターDCとして新幹線沿線で観光PRを行うこと
により、下北地域の更なる認知度向上及びリピー
ト客のセカンドデスティネーションを促す。
また、アフターDCの期間中、駅での地元住民によ
るおもてなしを行うことにより、下北地域への来訪
者の満足度向上や、北海道新幹線開業・観光振
興に対する地元の機運向上を図る。

・観光キャラバン等において、パンフレット配布や
PRを実施　※（公社）青森県観光連盟と連携
・アフターDC中のイベント列車（東日本旅客鉄道
(株)主催）において、下北駅や大湊駅での観光客
のお出迎え・イベントを実施（地元の幼稚園・観光
団体と連携）

H29
（公社）青森県観光連盟
東日本旅客鉄道(株)

開催日時：平成29年7月1日、16日、17日
開催会場：函館駅（観光キャラバン）
　　　　　　　下北駅、大湊駅（おもてなし）

商工業 津軽の食と産業まつり

3日間で約7万人の人出がある「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及び、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2日間実施し、弘
前市民に「函館」をPR

H23 函館商工会議所
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

開催日時：平成29年10月27日～29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
弘前市と共同でイベントを開催
・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
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

開催日時：平成29年12月16日、17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）

【協議会】開催日時：平成29年11月17日
開催会場：フォーポイントバイシェラトン函
館
【子ども絵画展】
開催日時：①平成29年11月4日～11月19
日
②平成29年11月25日～12月10日
開催場所：①青森市内
②函館市内

商工業
北海道よろず支援拠点道南地域合同
会議

函館市及び周辺地域の商工会議所、商工会、金
融機関、支援機関、行政機関などとの間で、北海
道よろず支援拠点・青森県よろず支援拠点の活
動状況についての情報共有を図る。

以下の事項について説明、意見交換を実施。
・全国のよろず支援拠点事業の状況について
・北海道よろず支援拠点の活動状況について
・北海道よろず支援拠点（道南地域）の活動状況
について

H29 北海道よろず支援拠点
開催日時：平成29年12月21日
開催会場：フォーポイントバイシェラトン函
館

商工業 青函地域受発注拡大商談会in青森

青森県及び北海道のものづくり企業と全国の発
注企業が一堂に会し、個別面談により、商談や情
報交換等を通して新規取引先の開拓や企業連携
を促進することを目的として実施。

発注企業と受注企業による個別面談 H28
（公財）北海道中小企業
総合支援センター

開催日時：平成28年12月7日
開催会場：フォーポイントバイシェラトン函
館

開催日時：平成29年11月7日
開催会場：青森国際ホテル

弘前商工会議所

(株)青森銀行

むつ市

（公財）２１あおもり産業総合支援セン
ター



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H27 H28 H29

団体名
交流・連携の取組実績

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：①平成28年9月4日
　　　　　　　②平成29年3月15日
開催会場：①厚沢部町町民交流センター
　　　　　　　②田子町中央公民館

開催日時：平成30年3月
開催会場：未定

観光 八王子駅「青森・函館産直市」の開催

八戸市周辺の観光情報を紹介するとともに、青森
県と函館を中心とした北海道道南地域の冬の魅
力を「津軽海峡”食”景色」と題し、観光誘客につ
なげることを目的として実施。

・八王子駅構内とセレオ八王子店において、青森
県と北海道道南地域にスポットをあてた「青森・函
館産直市（津軽海峡”食”景色）」を開催。青函そ
れぞれの地域の農水産加工品を中心とした特産
品を販売。
・産直市に銀行職員を派遣し、東日本旅客鉄道
(株)盛岡支社とともに観光PRを実施。

H29
東日本旅客鉄道(株)盛岡支
社

開催日時：平成29年12月
開催会場：八王子駅

スポーツ 函館マラソン
函館市内で開催されるフル・ハーフマラソンに
ブースを出展し、青函交流活性化のため、青森ら
しさを押し出した盛り上げを行う。

みちのく銀行函館地区7店から約80名のスタッフ
がマラソンイベントに参加し、ブースにおいて、オ
フィシャル応援団として青森ねぶたの衣装に身を
包み、ねぶたの掛け声でランナーを応援。

H25 道南陸上競技協会 継続
開催日時：平成28年6月26日
開催地：函館市

開催日時：平成29年7月2日
開催地：函館市

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・観光PRブースの出展
・郷土芸能の披露
・八戸三社大祭ミニ山車展示

H24 函館市
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
第一駐車場ほか

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、JR函館駅
前特設会場ほか

開催日時：平成29年9月2日～3日
開催場所：大門グリーンプラザ、函館朝市
第一駐車場ほか

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

スポーツ 青函バレーボール交流
バレーボール競技を通して、両町のスポーツ振興
を図る。

知内町、福島町とのバレーボール交流試合 H9
知内町
福島町

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

開催日時：平成29年11月12日
開催会場：知内町スポーツセンター

まちづくり・
地域活性
化・その他

知内町・今別町老人クラブ連合会交流
研修会

知内町・今別町の事業や活動について意見交換
を行い、今後の老人クラブ活動に役立てる。

・芸能発表
・意見交換会

H4 知内町老人クラブ連合会 継続
開催日時：平成28年10月14日
開催会場：今別町開発センター

開催日時：平成29年11月2日
開催会場：知内町中央公民館

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、交流学習を実施。
※1年毎に開催地を変更。

H2 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

開催日時:平成29年6月19日
開催会場：知内町立知内小学校

スポーツ
知内町・今別町交流親善ゲートボール
大会

ゲートボールの競技技術向上と愛好者の親睦を
深め、両町の高齢者健康維持及び福祉の向上、
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。
※1年毎に開催地を変更。

H1 知内町ゲートボール協会
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

開催日時：平成29年7月21日
開催会場：今別町河川公園

まちづくり・
地域活性
化・その他

北海道江差町いにしえ街道
江差町との交流の活発化及び今別町のＰＲを図
る。

・北海道江差町の「いにしえ街道」において、今別
町の伝統芸能「荒馬」を披露
・パンフレットの配布

H28 江差町
開催日時：平成28年5月3日
開催地：江差町

観光
まちづくり・
地域活性
化・その他

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】
・荒馬まつりへのゆるキャラ「キーコ」参加
・PRブース設置
【江差町】
・荒馬まつりにおいて、江差餅つき囃子を披露

H28
木古内町
江差町

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4日
開催会場：海峡さざなみ公園（今別町）

開催日時：平成29年8月5日
開催会場：海峡さざなみ公園（今別町）

観光
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」にお
いて、今別町の伝統芸能「荒馬」を披露
・パンフレットの配布

H28 木古内町
開催日時：平成28年8月15日～16日
開催会場：みそぎ公園（木古内町）

観光
まちづくり・
地域活性
化・その他

木古内町寒中みそぎ祭りでのPR
北海道新幹線の開業PR及び道南との交流を図
る。

・北海道木古内町の「寒中みそぎ祭り」において、
今別町の伝統芸能「荒馬」を披露
・物販の実施

H26 木古内町
開催日時：平成28年1月14日～15日
開催会場：みそぎ公園（木古内町）

開催日時：平成29年1月15日
開催会場：みそぎ公園（木古内町）

開催日時：平成30年1月15日
開催会場：みそぎ公園（木古内町）

【青森県　会員外市町村】

外ヶ浜町
まちづくり・
地域活性
化・その他

北海道森町との友好的交流事業
平成27年度に友好町協定を締結した外ヶ浜町と
森町が、双方のイベントに参加するなど交流を深
めることを目的とする。

森町の「さわらふるさとまつり」へ参加 H27 森町
開催日時：平成28年9月18日
開催会場：砂原漁港西側特設会場

開催日時：平成29年9月17日
開催会場：砂原漁港西側特設会場

藤崎町 観光
更なる交流人口獲得のための藤崎町
観光コンテンツ整備事業

平成28年7月～9月に実施された青森県・函館デ
スティネーションキャンペーンに関連し、町の観光
コンテンツを磨き上げるとともに、青函圏交流を推
進し、更なる交流人口の獲得を目指すことを目的
とする。

藤崎町主催のイベントの際、江差観光コンベン
ション協会にブースを出展していただき、互いの
特産品をPRし、北海道新幹線開業を盛り上げる
機運を醸成する。

H27 江差観光コンベンション協会
開催日時：平成28年6月26日
開催会場：食彩ときわ館駐車場

今別町

(株)みちのく銀行

八戸市



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H27 H28 H29

函館大学 教育
青森商業高校・函館商業高校・函
館大学　高大連携企画立案実習

・高校生、大学生の交流を通して、青函連携の機運を高め
る
・他校生徒、大学生との話し合いや企画立案を通して、コ
ミュニケーション能力を身につける

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。

H19
青森商業高校、
函館商業高校

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

開催日時：平成28年12月14日、15日
開催会場：函館大学

まちづくり・
地域活性
化・その他

青函圏合同ＰＲ
北海道と青森県が合同で青函圏域の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北海道新幹線開
業ＰＲや青函圏域のＰＲ H26 青森県

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5日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場
※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
※北海道新幹線開業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
※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

開催日時：平成30年2月6日
開催会場：さっぽろ雪まつり会場
※青函圏域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 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

　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

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

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：平成27年10月23日
開催会場：ホテル函館ロイヤル

【北海道会員】【北海道会員】【北海道会員】【北海道会員】

函館商工会議所

団体名
交流・連携の取り組み実績

北海道



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

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4日
開催場所：土手町コミュニティパーク（弘
前市）

一般社団法人
函館国際観光コンベンション協会

観光 はこだてスペシャルチケット

観光客の利便及び観光関連施設への周遊率の向上を目的
に平成２０年より企画販売している「はこだてスペシャルチ
ケット」に平成２８年より青森市、八戸市、弘前市の参画を
得、青函周遊観光の向上を図る。

函館の市電またはバスの１日乗車券より選んで交換できる「のり
もの券」と函館市内及び青森市、八戸市、弘前市の観光施設等
より選んで使える「ポイント券」がセットになったお得なチケットを
販売。

H28

ねぶたの家
ワ・ラッセ
はちのへ総合
観光プラザ
津軽藩ねぷた
村

各所 各所

まちづくり・
地域活性
化・その他

津軽海峡商工会経済交流会

北海道渡島西部商工会（松前・福島町・知内・木古内）地域
と青森県東津軽郡ブロック商工会（今別町・外ヶ浜町・蓬田
村、平内町）地域の経済文化の振興発展のため、関係機関
との密接な連携強調を図り、地域の発展と経済の活性化に
寄与することを目的とする。

・地域経済と文化の振興に関する事業及び情報の提供
・観光、物産の紹介宣伝と集客及び販路の拡大
・地域の振興発展に関する調査研究
・会員相互の連絡協調と関係団体との連絡調整
など

S62

海道渡島西部
商工会（松

前・福島町・
知内・木古

内）青森県東
津軽郡ブロッ
ク商工会（今
別町・外ヶ浜
町・蓬田村、

平内町）

開催時期：平成28年6月17日
開催場所：木古内町

開催時期：平成29年６月20日
開催場所：青森県青森市浅虫温泉

まちづくり・
地域活性
化・その他

第８回津軽海峡交流圏「大農林水
産祭」

「青森の食の魅力」を県内外に発信するため、青森県の豊
かな農林水産物や加工品、ご当地グルメなど、さらに南北
海道からの出展紹介・販売するイベントを開催。

・物販コーナー
・飲食コーナー（ご当地グルメ）
・展示体験コーナー
・ステージアトラクション（ＰＲステージ）

H22
北海道、道
南、青森県

開催日時：平成28年11月12・13日
開催場所：青森市産業会館

開催日時：平成29年11月11・12日
開催場所：青森市産業会館

函館物産協会 商工業 青森と函館の物産と観光展
青森函館両市の特産品販売を通じ、両市の食文化・伝統工
芸・観光イベント等の紹介宣伝をすることで、観光客誘致に
繋げることを目的とする。

青森函館両市の特産品を、百貨店等での物産展を通し紹介・宣
伝しています。　また、特産品の販売と同時に観光コーナーを設
け、両市の観光ＰＲと案内を行っています。

H1
（一社）青森市
物産協会

開催日時：
①平成28年６月２日～７日
②平成28年８月24日～30日
③平成28年10月20日～26日
開催会場：
①名古屋丸栄（名古屋市）
②静岡松坂屋（静岡市）
③上大岡京急百貨店（横浜市）

開催日時：
①平成29年８月23日～28日
②平成30年１月24日～30日
開催会場：
①静岡松坂屋
②福田屋百貨店宇都宮店（宇都宮市）

函館商工会議所

福島商工会



観光 プロジェクトTug 津軽海峡エリアの観光振興、交流人口の増加を目指す
１．無料情報誌「Ｔug」の発行
２．地域交流イベントの実施

H22

観光
どうなん×あおもり　スタンプラ
リー

お客様サービス向上と観光交流人口の増加 道南地区と青森地区道の駅を巡るスタンプラリー H27
東北、北海道
「道の駅」連絡
会

平成２８年４月～２９年１月実施 平成２９年４月～３０年１月実施

観光
北海道観光フリーパス、東北観光
フリーパス

北海道、東北における車旅の魅力訴求、フェリー利用率向
上

フェリー利用運賃、およびＥＴＣ利用での割引乗り放題等各種プ
ラン

H27 ＮＥＸＣＯ東日本 平成２８年６月～１１月実施 平成２９年６月～１１月実施

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 青函試験研究交流機関連絡会議

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

（地独）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

開催日時：
平成28年11月24日午後～25日午前
平成28年12月12日午後～13日午前
開催会場：函館市国際水産・海洋総合
研究センター

開催日時：
平成29年９月22日9:00～12:00
開催会場：
青森県水産ビル６階小会議室

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

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，人材育成の一層の充実を図る
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。
（1）教育及び人材育成に関すること。
（2）共同研究等の研究協力に関すること。
（3）研究施設・設備の相互利用に関すること。
（4）研究，技術等の情報交換に関すること。
（5）シンポジウム等の開催に関すること。
（6）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

開催月日：平成２９年１月１７日（火)
開催場所：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

青森・函館女性会議交流会
函館市女性会議と青森市女性会議連絡会との交流により、
情報交換とそれおれの会員相互の交流を目的として開催。

毎年１回（両地域交互開催）
函館市…「はこだて・女性大会」
青森市…青森市女性会議連絡会青函交流会と講演会（青森市
長の講話）
交流会（大会・講演会終了後）…食事をとりながら情報交換

S62
青森市女性会
議連絡会

開催日時：平成29年２月４日
　　　　　　　13:30～17:45
開催場所：アウガ５階　研修室

開催日時：平成30年３月４日
　　　　　　　14:00～19:00
開催場所：函館アリーナ　多目的会議
室

観光 青函フェリーdeお気軽タクシー
「青函広域観光圏」活性化として、北海道からの観光客等を
対象に行っている。

青函フェリーをご利用して頂いたお客様を対象に、青森市内や
近郊の観光地巡りや駅・大学など安く定額でタクシー利用するこ
とができる。

H29
青森タクシー株
式会社

観光 共栄旅倶楽部
東北方面のお客様を対象に、北海道への観光客送客を
行っている。

当社にてパック商品（フェリー＆ホテルパック）を造作。 H29
ホテルパコ函館
登別グランドホ
テル

函館剣道連盟 スポーツ
函館・青森・室蘭三市対抗親善剣
道大会

別々に開催されていた函館・青森対抗剣道大会と函館・室
蘭対抗剣道大会を三市対抗親善剣道大会に発展。三市の
剣道人による剣道振興向上と友和親睦を図ってきている。

成人男女１５名がチームを作り、総当たり制の団体戦で優勝を
競う。二日で行われ、一日目はお互いの合同稽古会、二日目は
上記チームによる団体戦を実施。

S58
青森・室蘭剣

道連盟
開催時期：平成28年10月
開催場所：函館アリーナ武道館

開催時期：平成29年10月14日、15日
開催場所：函館アリーナ武道館

商工業 インフォメーションバザール
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150の食品関連企業・団体が出展し、約4，
000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
職の展示商談会。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県の食品メーカー約30社
が出店し、活発な商談を実施。

H25 (株)青森銀行

開催日時：平成28年９月１日～２日
開催場所：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29年９月７日～８日
開催場所：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
開催日時：平成28年７月21日
開催場所：アクセス札幌

開催日時：平成29年７月20日
開催場所：アクセス札幌

株式会社北洋銀行

共栄運輸株式会社

津軽海峡フェリー株式会社



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
利用した東北から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）

開催日時：
平成29年６月19日～25日（台湾）
平成29年６月22日～28日（中国）
平成29年６月25日～７月１日（香港）
平成29年６月28日～７月４日（タイ）

観光 北海道新幹線応援プロジェクト 北海道新幹線開業の歓迎機運の醸成
大通ビッセ地下２階に大型モニターを設置し、「初音ミクを使った
プロモーション映像」を１ヶ月間随時放映

H27

クリプトン・
フュー
チャー・メ
ディア(株)

開催日時：平成28年３月15日
　　　～４月14日

開催場所：大通ビッセ地下２階

開催日時：平成28年３月15日
　　　～４月14日

開催場所：大通ビッセ地下２階

北海道銀行地域振興公務部北海道東北
交流促進室

まちづくり・
地域活性
化・その他

2017道南食と観光ブランドフェア
道南産品の磨き上げ及び国内外の販路拡大などを目的とし
た「商品展示会」、「個別相談・商談会」開催。

・商品の磨き上げ、販路拡大などを目的とした「商品展示会」、
「個別相談・商談会」です。
・道内外の百貨店バイヤー・アドバイザー等を招聘し、各ブース
にて商品展示や、各バイヤー等と対面着座式の個別相談・商談
を行います。

H22

渡島総合振興
局商工労働観
光課
北海道経済部
食関連産業室

開催日時：平成28年10月31日
開催会場：函館国際ホテル

開催日時：平成29年11月７日
開催会場：フォーポイントバイシェラトン

函館

【北海道　会員外市町村】【北海道　会員外市町村】【北海道　会員外市町村】【北海道　会員外市町村】

文化・芸術
知内町・今別町老人クラブ連合会
交流研修会

知内町・今別町老人クラブ会員が交流研修を通して、日頃
の活動等の意見交換をすることに
より、より一層充実したクラブ活動を図る。

　▽シルバー芸能発表会「ねんりんコンサート」
　　・知内町と今別町による、カラオケ、ダンス、舞踊での交流。

　▽知内町・今別町老人クラブ連合会交流研修会
　　・上記の行事終了後、町内で知内町と今別町の方々で交流。

H19
今別町老人ク
ラブ連合会

開催日時：平成28年11月19日
開催会場：知内町中央公民館

開催日時：平成29年11月２日
開催会場：知内町中央公民館

文化・芸術
知内町・今別町交流親善ゲート
ボール大会　～生き生き交流仲間
～

知内町・今別町がゲートボールを通して、お互いの交流と親
睦を深め、
健康増進及び生き甲斐を図る。

　▽知内町・今別町交流親睦ゲートボール大会
　　・互いのゲートボール協会で親睦し合いをし、場所を移して交
流会を開催。

H1
今別町老人ク
ラブ連合会

開催日時：平成28年7月2日
開催会場：知内町ゲートボールパーク

開催日時：平成29年７月21日
開催会場：今別町河川公園

知内町（町立小学校） 教育 今別小学校との交流学習

①　今別町の友だちとのふれ合いを通して交流を深め、楽し
い活動をしようとする気持ちを育てる。
②　交流を通して互いの町の親睦を図り、今別町の良さを知
るとともに、自分の町（知内町）の良さを再認識する機会とす
る。

①　町、学校紹介
②　校歌の交歓
③　名刺交換
④　給食交流
⑤　今別荒馬体験
⑥　交流レクリエーション

H5
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：知内小学校

開催日時：平成29年６月19日
開催会場：今別小学校

木古内町 観光
北海道新幹線で行く「冬の青森
格安日帰りツアー」

JR北海道の北海道新幹線開業１周年企画「沿線自治体向
け特別運賃設定」を活用し、町民の皆さまに北海道新幹線
をもっと身近に感じていただくために、青森県への「日帰りご
当地ツアー」を実施。

２つのツアーを開催し、青森県を身近に感じてもらう。

・青森駅周辺満喫コース
　　青森市
・ストーブ列車とご当地グルメで冬の奥津軽巡りコース
　　五所川原市、中泊町

H29
青森県、中泊
町

開催日時：平成30年２月４日、２月２８日
開催会場：青森市、五所川原市、中泊

町

上ノ国町 教育 友好市町村小学校交流事業

豊かな自然環境の中で、五所川原市立市浦小学校児童と
の交流や集団宿泊生活を通じて、人間的触れ合いを深める
とともに、普段の学校生活とは違った体験を味わい、もって
児童の心身共に調和のとれた健全な児童育成の助長を図
る。

①上ノ国町内小学校児童による市浦村訪問
・市浦小学校でのレクリエーション
・木工センターでの記念品づくり
・シジミ採り体験
・道の駅　十三湖高原トーサムグリーンパークの訪問
・夕食会　等
②市浦小学校児童による上ノ国町訪問
・町内小学校でのレクリエーション
・パークゴルフによる交流
・文化財施設等の訪問
・夕食会　等

H1
五所川原市立
市浦小学校

開催日時：６月18日～19日
９月３日～４日

開催日時：６月１５日～１６日
９月７日～８日

株式会社北洋銀行

知内町（老人クラブ連合会）


