
分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H28 H29 H30

青森県商工会連合会 商工業
「ＦＯＯＤ　ＭＡＴＣＨ　ＡＯＭＯＲＩ（あおも
り食品展）」

青森県内及び北海道道南地域の食品加工業者
等の販路拡大を図るため、県内外の多くの食品
関係バイヤーに対して広く商品の魅力を発信す
る展示商談会を開催。

・青森県商工会連合会と東青ビジネスサポート協
議会（事務局：青森市新ビジネス支援課）は、県
内外のバイヤー等を対象にした展示商談会
「FOOD MATCH AOMORI」を平成26年度より開
催。
・平成30年度は、北海道胆振東部地震からの復
興応援のため道南地域からも6者が参加し、県
内事業者48者を加え、計54者が出展した。県内
外の大手スーパー、百貨店等約200名のバイ
ヤーが来場した。

H30

主催：青森県商工会連合
会、東青ビジネスサポート
協議会（事務局：青森市新
ビジネス支援課）

協力：函館商工会議所、北
海道商工会連合会

開催日時：平成31年1月23日（水）
開催会場：ホテル青森

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

観光
青森県・函館誘客促進プロモーション
（県委託事業）

北海道新幹線開業及び青森県・函館DC及びア
フターDCの効果を継続し、青函周遊観光を定着
させるため、JR東日本や道南地域自治体、県内
関係団体等と連携したプロモーション活動を実施
し、更なる認知度向上と誘客促進を図る。

・青函周遊旅行商品販売促進キャラバン

・首都圏交通拠点等における青函周遊観光PRイ
ベント

・交通拠点等におけるイベントへの参画
 
・上野駅「産直市」、池袋鉄道まつり、大宮鉄道ふ
れあいフェア　ほか

H28

JR東日本、県内市町村・観
光関連事業者、道南地域自
治体等

・青函周遊旅行商品販売促進キャラバン
　平成30年5月～6月、12月
　首都圏主要駅　10箇所

・首都圏交通拠点等における青函周遊
  観光PRイベント
  平成30年5月　JR大宮駅

・交通拠点等におけるイベントへの参画
 平成30年5月～平成31年3月　計13箇所

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

【青森県会員】

（公社）青森県観光連盟

青函圏交流・連携の推進に向けた取り組み

団体名
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 H28 H29 H30
団体名

交流・連携の取組実績

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

まちづくり・
地域活性
化・その他

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、大学コンソーシアム学都ひろさ
きの学生委員会「いしてまい」が「HAKODATEア
カデミックリンク」へブース出展。

H25
キャンパスコンソーシア
ム函館

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

開催日時：平成30年11月10日
開催会場：函館アリーナ武道館

学術・研究
カシスの新規保健機能研究発表会・講
演会（カシスの新規保健機能研究）

弘前大学若手機関研究における「カシスの新規
保健機能探索（アントシアニンを含むカシスの健
康や美容に関する効果の探索）」の研究成果を
発表する。また，あおもりカシスを健康食材として
より身近に感じていただきたく「あおもりカシスフ
ルコース」のお披露目を実施する。

弘前大学は，カシスが持つ未知の保健機能を明
らかにするため，カシス成分の女性ホルモン様
作用，生活習慣病ならびに運動や美容に関する
効果の研究を行っており，カシスアントシアニン
の成分分析やカシスの内皮機能・酸化ストレス，
皮膚・美容等への効果等の成果を発表した。カシ
スは酸味が強いためジュース，ジャムなど利用
用途が限られ，幅広く料理へ活用するには難度
の高い食材である。そこで、弘前大学はカシスが
有する新規の保健機能を探索するとともに，「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
スを活用したこれまでにないレシピならびにフル
コースの研究開発を行っており、研究成果発表
に加え，あおもりカシスフルコースをお披露目し
た。本件は，基礎研究から応用研究，さらには食
育まで一貫した研究開発であり，カシスが引き起
こす食のイノベーションに繋げ，青森の食産業活
性化を推進する萌芽的な取り組みである。

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

開催日時：平成30年8月31日
開催会場：弘前大学　大学会館

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

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

開催日時：平成30年5月2日
開催会場：函館コミュニティプラザ　Gスク
エア

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
北海道教育大学函館校学
校臨床・子育て支援研究
室

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

開催日時：平成30年6月2日～4日
開催会場：「アソベの森」いわき荘

まちづくり・
地域活性
化・その他

学生団体シンポジウム

学生の活動を広く公開することで、学生が弘前市
を盛り上げている現状を多くの市民が知ることの
ほか、大学の枠を越えた学生同士の交流の場を
つくり、団体同士の繋がり強化、さらなる活発な
活動を目指す。そこへ、以前から交流のあるキャ
ンパスコンソーシアム函館の学生団体を招待し、
さらなる交流を深める。

学生団体によるブースによるポスター発表を行
う。また、会場内に発表スペースを設けステージ
発表を行う。

H30
キャンパスコンソーシア
ム函館

開催日時：平成30年12月2日
開催会場：土手町コミュニティパーク

弘前大学



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H28 H29 H30
団体名

交流・連携の取組実績

弘前大学 学術・研究
東北ハンドセラピィ研究会（共催：青函
ハンドセラピィ研究会）

当会は2015年に青森の「青森ハンドセラピィ研究
会」と函館の「道南手の研究会(南手会)」の代表
が青森，函館のセラピスト同士の親交を深め，と
もに切磋琢磨する仲間として互いに研鑽するた
めにと発足させたのがはじまり。第1回は青森市
で開催され,その後、1年に1度青森、函館と交互
に場所を移して開催。

事前に発起人同士が集い、協議の上、開催時に
必要な題材を協議してコンセプトを考える。その
コンセプトに合いそうな講師を招き、特別講演を
行っていただくことを軸とした会の運営。

H27 函館五稜郭病院
開催日時：平成30年9月1日
開催会場：函館五稜郭病院

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

学術・研究
愛知大学三遠南信地域連携研究セン
ター2018年度共同研究

青函越境連携を起点とした「新幹線学」検討の試
み－信越との連携を視野に

青函地域の県境を越えた連携を基盤として、全
国に通用する「新幹線学」の構築を検討、議論。

H30 道南在住の研究者
開催日時：平成30年11月17日
開催会場：函館市G-スクエア

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PR

H26 北海道

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

津軽海峡交流圏形成促進事業
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

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３事業を実施。

①縄文巡りで津軽海峡交流圏魅力発信
業務
・縄文親子ツアー（道南発新青森巡り、新
青森発道南巡り）
・外国人インフルエンサー（米国）による
SNS等での情報発信

②キャラクター活用津軽海峡交流圏魅力
創造業務
・北海道新幹線開業３周年記念「津軽海
峡交流圏ＰＲ用ＷＥＢアニメ」の公開

③津軽海峡交流圏魅力発信モニター業
務
・北海道新幹線開業３周年記念「津軽海
峡 魅惑のローカル線」モニターツアーの
実施

青森大学

青森県



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H28 H29 H30
団体名

交流・連携の取組実績

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）

（一社）青森県子ども会育成連合会 教育 青函子ども会交流
ツインシティである函館市の子ども会育成連絡協
議会と1泊2日での行き来をしている。

（一社）青森県子ども会育成連合会の組織の一
員である青森市子ども会育成連絡協議会が実
施。

H30
函館市子ども会育成連絡
協議会

開催日時：平成30年9月
開催地：函館市、青森市

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）

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し
ている。

大間の漁師が船に飾る縁起物の「大漁旗」を
使って、フェリー入港時は「よぐ、来たの～！」、
出港時は「へばの～」と大声で叫びながら大漁旗
を振ることで、観光客へ元気な大間町と津軽海
峡圏をＰＲし、また来たい！という気持ちを持って
いただければ幸い。
　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30年5月3日、8月14日
開催会場：津軽海峡フェリー大間ターミナ
ル

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。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、30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

開催日時：平成30年7月26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た商談会。

・北海道各地から170の食品関連企業・団体が出
展。
・青函コーナーを設置し、当行取引先27年度3
社、28年度4社、29年度/2社、30年度/2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
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

開催日時：平成30年9月6日～7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

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

(株)青森銀行



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H28 H29 H30
団体名

交流・連携の取組実績

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：青森市内、函館市内

【協議会】開催日時：平成30年11月16日
開催会場：青森国際ホテル
【子ども絵画展】
開催日時：①平成30年10月6日～10月14
日
②平成30年11月24日～12月9日
開催場所：青森市内、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

むつ市

弘前商工会議所

（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 H28 H29 H30
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

文化・芸術
大間町音楽祭 サウンドフェスタ in お
おま

大間町と旧戸井町（現：函館市）は姉妹町を締結
していたことから、函館市への合併後も芸術や文
化を通じた交流を行っている。

「コーラスグループＴ・Ｏ・Ｉ」による童謡などの合唱 H30
函館市教育委員会　戸井教
育事務所

開催日時：平成30年11月4日
開催会場：北通り総合文化センター「ウイ
ング」

文化・芸術 戸井地区文化祭
大間町と旧戸井町（現：函館市）は姉妹町を締結
していたことから、函館市への合併後も芸術や文
化を通じた交流を行っている。

「津軽海峡海鳴り太鼓保存普及会」による太鼓演
奏

H30
函館市教育委員会　戸井教
育事務所

開催日時：平成30年10月4日
開催会場：函館市戸井総合学習センター

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・ハーフマラソンを、
青函交流のためブースにて青森色を出して熱く
盛り上げる。

みちのく銀行函館地区７ケ店総勢約80名のス
タッフが、ブースで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
ランナーを励ます。

H25 道南陸上競技協会
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

開催日時：平成30年7月日
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事業

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
らの観光客の来訪及び滞在を促進することを目
的とする。

・共同宣伝物（ガイドブック）作成事業（日本語・繁
体字・簡体字・英語・韓国語）
・４市共同プロモーション事業（雑誌掲載 他）
・ホームページ運営事業
・相互プロモーション事業（４市のイベント等にお
ける相互プロモーション）

H25
函館市
青森市
弘前市

継続 継続 継続

㈱また旅くらぶ
まちづくり・
地域活性
化・その他

津軽海峡マグロ女子会・セイカン博覧
会の開催

津軽海峡をはさむ青函エリアの魅力発見
まち歩き、グルメ、体験など、多彩なプログラムを
開催。

H28 青函エリアの女性
開催日時：平成28年10月1日～11月15日
開催会場：青函エリア

開催日時：平成29年10月1日～11月17日
開催会場：青函エリア

開催日時：平成30年9月15日～11月30日
開催会場：青函エリア

(株)みちのく銀行

八戸市

大間町



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H28 H29 H30
団体名

交流・連携の取組実績

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或いは今別町へ招き、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。一年ごとに開催地を変更。

H8
北海道知内町ママさんバ
レーボールクラブ

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

開催日時：平成30年11月112日
開催会場：今別町いまべつ総合体育館

まちづくり・
地域活性
化・その他

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の推進を図る。

懇親会の実施
※一年毎に開催地を変更。

H4 知内町老人クラブ連合会
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

開催日時：平成30年10月19日
開催会場：今別町開発センター

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。
※一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

開催日時:平成30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）

まちづくり・
地域活性
化・その他

きこない咸臨丸まつり
道南地域との交流の活性化及び町伝統芸能「荒
馬」、奥津軽いまべつ駅及び二次交通「あらま
号」の周知を図る。

・伝統芸能「荒馬」の披露
・観光パンフレットの配布
・物産販売　など

H26 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）

?
開催日時：平成30年8月15日
開催会場：みそぎ公園（木古内町）

まちづくり・
地域活性
化・その他

木古内町寒中みそぎ祭り
道南地域との交流の活性化及び町伝統芸能「荒
馬」、奥津軽いまべつ駅及び二次交通「あらま
号」の周知を図る。

・伝統芸能「荒馬」の披露
・観光パンフレットの配布
・物産販売　など

H26 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）

開催日時：平成31年1月15日
開催会場：みそぎ公園（木古内町）

まちづくり・
地域活性
化・その他

サマーカーニバルin知内
道南地域との交流の活性化及び町伝統芸能「荒
馬」、奥津軽いまべつ駅及び二次交通「あらま
号」の周知を図る。

・伝統芸能「荒馬」の披露
・観光パンフレットの配布
・物産販売　など

H30 知内町
開催日時：平成30年8月14日
開催会場：知内川河川敷特設会場（知内
町）

まちづくり・
地域活性
化・その他

カキVSニラまつり
道南地域との交流の活性化及び町伝統芸能「荒
馬」、奥津軽いまべつ駅及び二次交通「あらま
号」の周知を図る。

・伝統芸能「荒馬」の披露
・観光パンフレットの配布
・物産販売　など

H30 知内町
開催日時：平成31年2月17日
開催会場：知内町スポーツセンター（知内
町）

スポーツ
「あすなろ杯」フェンシング大会（今別
町フェンシングクラブ主催）

北海道新幹線奥津軽いまべつ駅開業を契機に
道南の高校（フェンシング部）を招き、大会を通し
た交流を実施。

地元高校生や青森県内の高校生等及び道南の
高校生が集い、団体・個人戦を実施。

H27 北海道大野農業高等学校
開催日時：平成31年2月24日
開催会場：今別町いまべつ総合体育館

青函広域観光推進協議会 文化・芸出 青函交流将棋大会
青函両地域の将棋界の発展・交流を目指すとと
もに、開催地の活性化を目的とする。

・7月末の土・日、2日間に於いて、宿泊しながら
将将棋が開催し、将棋の技術向上を図り、両地
域の交流を深める。
・開催は青函両地域で核燃で実施する。

H28
日本将棋連盟函館中央支
部

開催日時：平成30年7月28日～29日
開催会場：青森市

今別町



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H28 H29 H30
団体名

交流・連携の取組実績

【青森県　会員外市町村】

外ヶ浜町

スポーツ・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」に参加
・外ヶ浜町主催「港まつり」に参加
・少年野球スポーツ交流

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

＜港まつり＞
開催日時：平成30年7月15日
開催会場：蟹田漁港
＜スポーツ交流＞
開催日時：平成30年7月21日～22日
開催会場：森町民野球場

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

【北海道会員】

北海道
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

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）。

H29.12.22にはこだてクリスマスファンタ
ジーでステージイベントとブース展示を実
施。
H30.2.3に弘前バル街で同様に実施。

H31.3.16～17で「道南を巡る縄文親子モ
ニターツアー」を実施。
H31.1.23～25で外国人インフルエンサー
を招聘し、縄文をはじめとする文化を紹
介。

公立大学法人公立はこだて未来大学 学術・研究 青函公立大学学術連携事業

平成26年度に締結した学術交流協定に基づき、
（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）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
上記以外の学術交流を実施する。

（目的・趣旨）の記載した（1）～（6）について、両
校協議のうえ決定している。

H27 青森公立大学
開催日時：平成30年11月24日
開催場所：函館市内

福島町商工会 商工業 津軽海峡商工会経済交流会協議会

本協議会は、渡島西部4町と津軽半島部5町村地
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。

（1）地域経済と文化の振興に関する事業及び情
報の提供
（2）観光、物産の紹介宣伝と集客及び販路の拡
大
（3）地域の振興発展に関する調査研究
（4）会員相互の連絡協調と関係団体との連絡調
整
（5）前各号に掲げるもののほか、本協議会の目
的を達成するために必要な事業

S62 加盟8町村
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

開催日時：平成30年6月27日
開催場所：松前町温泉旅館矢野

津軽海峡フェリー株式会社 観光 季刊フリーマガジン「Tug」の発行
・津軽海峡エリアの認知拡大
・地域の情報発信
・観光誘引

・年3回（3月、6月、8月頃）発行
・その時々の注目の観光情報等を紹介
・約13万部を札幌、函館、青森、その他東北、首
都圏等に配布

H23

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の促進、マジック
の技術の向上を目標に発表会を実施。

市民を対象に、青函のマジックグループが合同
で発表会を実施。

H12 青函マジシャンズクラブ

北海道立総合研究機構　地方独立行政法人
水産研究本部　函館水産試験所

学術・研究 青函水産試験研究交流会議

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・研究交流について、課題を設定し
随時活動する。必要に応じ、部会を設置の上、活
動する。（２）交流会議成果報告会については、
研究交流等で得られた成果の発表を行う。

H11 青森県産業技術センター

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

開催日時：平成30年9月12日～13日
開催場所：青森県水産ビル６F

一般社団法人 函館物産協会 商工業 青森と函館の物産と観光展
青森函館両市特産品の販売を通じ、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。

（一社）青森市物産協会

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

開催日時：平成31年1月23日～28日
開催場所：宇都宮市福田屋百貨店
　　　　　　 宇都宮店



分野 名称 目的・趣旨 主な内容 開始年度 相手方 H28 H29 H30
団体名

交流・連携の取組実績

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・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

開催日時：平成30年10月30日
開催場所：青森市アウガ５F研修室

函館地区保護司会
まちづくり・
地域活性
化・その他

「市民のつどい」
函館市・青森市の保護司会が”社会を明るくする
運動”の保護司活動等、両方の活動の取り組み
について研修・交流する

毎年７月の”社会を明るくする運動”強調月間に
行っている、「市民のつどい」に青森地区から更
生保護女性会が歌や踊りを披露・参加。保護司
会来函し、社明運動の取組について研修・交流
を図る。

H8 青森地区保護司
開催日時：平成30年7月18日
開催場所：函館市芸術ホール

一般社団法人　北海道商工会議所連合会 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

青森走行会議所・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
絡」等経済連携の促進。（第６回（H28年度）～非
会員企業も対象として開催）

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。

H24 青森商工会議所
開催日時：平成31年2月26日
開催場所：青森国際ホテル

株式会社北洋銀行 商工業 インフォメーションバザール in Tokyo

首都圏向け食産業展示商談会（主催：北洋銀
行・夫簿広信用金庫）。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
構築などを目的とする。

出店募集にあたり青森銀行と連携。「インフォ
メーションバザールin Tokyo」に青函コーナーを
設置。

H29 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

開催日時：平成30年９月６日～７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


