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本年度は、これまで実施してきた各事業の見直し及び新規事業立ち上げに向けた 

議論を始めると共に国や自治体の補助金などの活用を視野に入れたトライアルを行

う期間として、コロナ終息後の事業開始や新たな財源確保を目指します。 

   また、「弘前ねぷた３００年祭」や「りんご公園第１回リニューアル２０周年」、 

  「映画ジャパンディグニティ(仮)」、「初音ミクコラボ関係」等、メディアに取り上 

げられる話題に合わせた事業を展開します。 

 

１ ウィズコロナ状況下で「弘前四大まつり」の開催へ 

 四大まつり全体で統一した感染防止対策を講じるため、弘前市や関係団体と連携を 

図り、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら「新型コロナウイルス感染 

防止対策マニュアル」を適時に更新して、まつり運営や関係事業を実施します。 

（１）弘前さくらまつり 

①西濠遊覧ボートや中濠観光舟は早朝営業や旅行会社との連携による受入れ拡大 

を行う他、中濠は地元船頭養成による自立運営を目指します。 

②ウィズコロナに対応したその他のさくらまつり運営事業は４ページ参照。 

（２）弘前ねぷたまつり 

①弘前ねぷたが文献登場３００年を迎えることを記念して、弘前ねぷた３００年 

 祭実行委員会（事務局：市観光課）は「伝統継承プロジェクト」「ねぷた担い手 

育成プロジェクト」「誘客促進プロジェクト」「ねぷたＰＲプロジェト」の４つ 

のテーマで各種記念事業を展開します。 

当協会は実行委員会に参画し、昔のねぷた再現や観光館に展示中の組ねぷたの 

リニューアル、六花酒造組ねぷたの活用、特別賞や審査方法の見直し、弘前ね 

ぷた検定、ねぷた各種講習会開催等を担当し、実施します。 

（３）弘前城菊と紅葉まつり 

①菊人形に代わる新たな取り組み「フラワーアート」を継続して推進します。 

 

２ 街中のりんごを探せ！プロジェクト 

これまで、あまり観光的に活用されていなかった、街に点在する「りんごポップ

アート」にスポットを当て、りんごの街のフォトジェニックな観光素材として、

ＳＮＳを活用した情報発信やモデル事業を「りんご公園第１回リニューアル２０

周年事業」として展開します。 

 

３ 映画「ジャパンディグニティ」ロケ誘致とロケツーリズムの展開 

  誘致に成功したオール弘前ロケ映画「ジャパンディグニティ(仮)」のロケを通じ

た地域の盛り上げと本映画のテーマ「津軽塗」にスポットを当てた講演会や映画

試写会等の事業を弘前フィルムコミッション実行委員会に参画して行います。 
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４ 世界的な人気キャラクター「初音ミク」とコラボした情報発信と事業展開 

「桜ミク×弘前さくらまつり」のコラボは今年で４年目となり、当市はファンに 

とって春の目的地になりつつあります。本年度はこれに加え、夏期に「初音ミク 

×弘前ねぷた３００年祭」、冬期には「雪ミク×ひろはこ」（弘前市・函館市の連 

携事業）の季節を通じた事業を実施します。今年、市制施行１００周年を迎えた 

函館市とのコラボは１２月のクリスマスファンタジーの時期に合わせて「雪」「洋 

館」「光」をテーマに弘前市と函館市の両市において各種イベントを展開します。 

これらの事業に合わせ、キャラクターを活用したプロモーションや装飾、スタン 

プラリー、イラストコンテストなどの参加型イベントを展開する他、オリジナル 

グッズの開発と販売を強化します。 

 

５ ユニークベニューの取組み 

  弘前ならではの歴史的建造物を活用した展示会やイベントを開催すると共にその 

後の誘致に必要な宣伝ツールの制作をします。 

 

６ 喫茶売店の運営は回復期の売上アップ 

  年間を通じたコロナ感染状況の「自粛期」「回復期」の波を意識して喫茶売店部門 

の運営を行い、回復期にあたる時期を予測した施策を考えて準備を進め、自粛明け 

に少しでも多くの売上収入アップを目指します。 

 

７ 「中期行動指針」に基づいた事業運営 

「持続可能な事業運営と組織づくり」をビジョンに、これまで取り組んできた街 

歩きや体験型メニューは、観光客との関係性づくりを意識したプログラム開発を 

行う他、これまで当市が推進してきた、市民も観光客も共に楽しむ感動と交流の 

ステージ「弘前感交劇場」の理念に基づいた事業推進を図り、各種事業や施設運 

営は稼ぐ仕組みづくりに取り組みます。 

また、持続可能な事業運営のための組織体制の構築と職員の働きやすい環境整備 

に取り組みます。 

 

以上の７テーマを柱に各種事業を展開し、当地の観光振興に努めます。 

施策については、当協会内に設置する４部会（総務検討部会、まつり検討部会、  

  地域活性化検討部会、誘客推進検討部会）において検討し、４つの公益目的事業、 

  ４つの収益事業を実施し、組織の健全な運営を推進します。 

 

※弘前ねぷた３００年祭関連事業については、実行委員会の事業計画及び収支予算 

の決定をふまえて正式に実施します。 
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〇総務検討部会  

１ 公益法人としての円滑な組織運営とコロナ禍による環境変化への適切な対応に 

ついて 

２ 会議等のオンライン化の推進について 

３ 観光情報サービス提供のデジタル化に向けた調査・検討について 

４ 会員特典見直し及び情報周知方法のデジタル化の推進について 

５ 会員向け講演会等の開催について 

６ 当協会会員数の増強について 

 

〇まつり検討部会  

１ 「中濠観光舟」地元船頭育成による自立可能な事業内容の検討について  

２ 弘前ねぷた３００年祭の機運醸成や盛り上げへの協力について 

３ 四大まつり関係事業の見直し及び新規事業の議論や検討、通年観光の実現につ 

いて 

 

〇地域活性化検討部会   

１ ウィズコロナにおける全国の地域活性化の事例やトレンドなどの調査・研究と 

協会としての事業展開の可能性の検討、事業化の提案とその取り組みに向けた 

協力について 

 

〇誘客推進検討部会   

１ 「ひろさきまるごと観光クーポン」の電子化による通年での利用促進について 

２ 白神山地と縄文文化の両世界遺産の相乗効果の創出による観光コンテンツを中 

  心としたマイクロツーリズムの調査・研究及び教育旅行の誘致や今後のインバ 

  ウンド需要への対応について 

３ 地域内の伝統文化や伝統芸能との連携による長期滞在やワーケーションへ繋げ 

る新規プログラム開発について 

４ クランピオニー津軽や関係事業者との連携による観光客ニーズの把握と観光Ｄ 

Ｘの推進について 

 

 

【部会活動内容】 

役員を部会委員として下記の４部会を編成し、弘前の観光について 

検討を重ね、観光事業を推進します。 
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【公益目的事業】※は新規又は強化事業を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）観桜客おもてなし事業  

※①新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、弘前市や関係団体と連携 

を図り、感染防止対策を徹底して各種事業を実施します。 

※②若年層に人気のさくらまつり公式応援キャラクター「桜ミク」を活用した 

プロモーションや、スタンプラリーなどの参加型イベントを展開します。 

③西濠で水上から桜を楽しんでいただくため、遊覧ボートの貸し出しを行い 

ます。 

④船頭付きの中濠観光舟は、自立運営を目指し地元船頭の養成を行います。 

※⑤西濠遊覧ボートや中濠観光舟は、旅行会社と連携した早朝運航を実験的 

  に行い、宿泊客の増加につなげます。中濠観光舟は、秋期の運航につい 

ても旅行会社との連携を検討します。 

※⑥二の丸与力番所を活用してさくら及びねぷたの写真展を開催し、県内外から 

さくらまつりに訪れる観光客に弘前の観光資源をＰＲします。 

※⑦「さくら桟敷」「抹茶接待」「手荷物預かり」事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況による

リスクが高いことから、本年度の実施は見送り、令和５年度以降のウィズコロナ状況下での事業の

進め方について検討をします。 

※⑧「敷物貸出事業」「広告宣伝事業」については、昨今のお花見形態の変化や公園内景観等の環境配

慮の面から事業を廃止します。 

 

（２）伝統芸能推進事業  

①まつりの賑わい創出と郷土芸能の保存と継承を目的に四の丸演芸場において郷土芸能を披露しま

す。（弘前市補助事業） 

 

 

 

 

 

（１）弘前ねぷた保存奨励事業  

①弘前ねぷたの歴史・伝統・文化の保存と振興、製作技術の向上を目的 

 に弘前ねぷたコンテストを行います。 

②ねぷたまつりの安全・安心な運行を目的に運営委員会の一員として、 

 運行管理等を行います。 

公１伝統行事等の振興事業 令和４年度 事業予算  18,768,000円 

四大まつり全体で統一した感染防止対策を講じるため、弘前市や関係団体と連携を図

り、「新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル」を適時に更新してまつり運営や関係

事業を実施します。また、まつり事業の現場精算へのキャッシュレスシステム導入を検討

します。 

 

 １ さくらまつり運営事業  事業費計 11,767,000円 

２ ねぷたまつり運営事業  事業費計 5,836,000円 
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※③文献登場３００年を迎えたことを記念して、弘前ねぷた３００年祭実行 

委員会は、「伝承継承プロジェクト」「ねぷた担い手育成プロジェクト」 

「誘客促進プロジェクト」「ねぷたＰＲプロジェクト」の４つのテーマで 

各種記念事業を展開します。当協会は実行委員会に参画し、以下の事業を 

担当しそれぞれの事業で実施します。 

・昔のねぷた再現      ・観光館組ねぷたのリニューアル 

・六花酒造組ねぷたの活用  ・特別賞、審査方法の見直し 

・弘前ねぷた検定の実施   ・ねぷた各種講習会の開催 

 

 

 

 

（１）伝統行事推進支援事業  

①弘前城菊と紅葉まつり、弘前城雪燈籠まつり等の運営委員会に参画し、 

運営に努めます。 

②弘前城菊と紅葉まつりは、菊人形に代わる新たな取り組み「フラワー 

アート」を継続実施して定着を図ります。 

③弘前市内で行われる伝統行事やまつり、イベントへの支援協力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（１）弘前市観光案内所運営事業(弘前市委託事業)  

①「旅の始まりの窓口」をコンセプトに観光客にも地元利用者にも頼りにされる、親切丁寧な案内を 

行います。 

②弘前を中心に津軽広域の観光、宿泊、交通、飲食、イベント等の情報を観光客に提供します。 

③アフターコロナ時代を見据え外国人観光客の受入れ態勢整備の一環として日本政府観光局（ＪＮＴ 

Ｏ）との情報共有を図りながら、同主催のオンライン研修に参加します。 

④冬期間の観光客の利便を図るために長靴や滑り止めの貸し出しを行います。 

⑤東北地方の観光客誘致を目的とした東北観光案内所ネットワーク化事業へ参画し、広域観光情報の 

 共有を図ります。 

⑥施設運営に必要な接遇等の各種研修を行い、職員のレベルアップを図ります。 

※⑦観光案内所で問い合わせの多い「１００円バス利用の観光」、「温泉施設」 

  の２つのテーマでスタッフ手作りのマップを作成し、案内に活用します。 

※⑧弘前ねぷた３００年祭を盛り上げるため、案内所内装飾等で機運醸成を 

図ります。 

公２観光施設管理運営事業 令和４年度 事業予算 112,412,000円 

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、観光客が安全安心に施設を利用できるよう 

に努めます。また、アフターコロナ時代を見据え、外国人観光客受入れ態勢整備を少しずつ

進めます。 

 

３ 伝統行事等推進事業  事業費計 1,165,000円 

１ 観光施設管理運営事業  事業費計  111,937,000円 
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（２）弘前市立観光館管理運営事業(弘前市指定管理事業) 

①「来館者が安全・安心に利用できる」をコンセプトにすべての人にあたたかい思いやりのある案内 

・接客で、正確な情報提供を行います。 

②弘前市立観光館、山車展示館等の管理運営の他、貸館業務を行います。 

③津軽広域観光の拠点施設として観光客へ観光、宿泊、交通、飲食等の情報提供を行います。 

※④弘前ねぷたの伝承を目的とした、ねぷた囃子等の講習会を３００年記念事業として実施します。 

⑤弘前の風物についての感興を託した短歌、俳句、川柳の投稿ポスト事業を実施します。 

⑥アフターコロナ時代を見据え外国人観光客の受入れ態勢整備の一環として日本政府観光局（ＪＮＴ 

Ｏ）との情報共有を図りながら、同主催のオンライン研修に参加します。 

⑦冬期間の来館者誘客のため、追手門広場の樹木にイルミネーション装飾をします。 

※⑧季節毎に弘前のまつり等にちなんだ飾り付けを行い、特に今年は弘前ねぷた３００年祭を盛り上げ 

る装飾で機運醸成を図ります。 

⑨津軽地域のまつりや文化等について発信ＰＲする職員制作のパネル展示を行います。 

⑩施設運営に必要な接遇等の各種研修を行い、職員のレベルアップを図ります。 

※⑪弘前ねぷた３００年祭記念事業の一つ、館内展示の「組ねぷた」リニューアルに協力します。 

 

（３）弘前市りんご公園管理運営事業(弘前市指定管理事業） 

①「りんごと地域と人をつなぐ」をコンセプトにりんご産業と地域内の事業者等の思いを来園者へ伝

え、人や思いが繋がる施設運営を行います。 

②りんご公園への誘客を図るため、りんごをテーマにした企画展やイベントを開催する他、冬期間の

遊び場の提供を目的にしたイベント「ウインターフェスティバル」を開催します。 

③りんご生産に対する理解の向上やりんご産業の振興を図るため、農作業体験や園地案内業務を充実

させ魅力ある公園づくりに努めます。 

④りんご生産者の技術向上や活用法等の取得を目的にりんご栽培講座を開催します。 

※⑤ホームページやＳＮＳ等を活用し、りんご産業に関連する団体の情報を集約・発信強化を図ります。 

 

（４）弘前市まちなか情報センター管理運営事業(弘前市指定管理事業)   

①「まちなかの情報発信の拠点」をコンセプトに市民も観光客も楽しく過ごせる施設運営を行います。 

②情報、交流、休息の３つの機能を備えた施設として、市民や観光客に利用をしていただけるよう 

管理運営とスタジオ室、交流室の貸館業務を行います。 

③弘前市及び津軽地域のまつりやイベント等のポスター掲示や市内の店舗情報チラシを設置します。

また、弘前市まちなかナビゲーターを通じてインターネット上での情報発信を行います。 

※④「桜ミク」ミュージアムを継続展開し、夏期の初音ミクや冬期の雪ミク 

 の取り組みを紹介するコーナーを新設して施設の賑わいを創出します。 

⑤「弘前れんが倉庫美術館」の建物や企画展示を紹介するコーナーを設置 

 し、まちなかのアート情報の収集と情報発信をします。 

※⑥弘前ねぷた３００年祭を盛り上げるために、通年で弘前ねぷたに関す 

る装飾を行い、機運醸成を図ります。 

 

 

 

（１）弘前市立観光館自主事業  

①冬期間の観光客の利便を図るために長靴や滑り止めの貸し出しを行います。 

※②市内のりんごポップアートにスポットを当てた情報発信と追手門広場を会場にしたモデル事業 

を展開します。 

２ 指定管理施設自主事業  事業費計 475,000円 
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（２）弘前市りんご公園自主事業  

①「りんご」をキーワードにした食や工芸品等の製作体験イベント等を開催します。 

②津軽語り部の会の協力のもと、旧農家住宅において津軽弁による「津軽昔語り」を開催します。 

③駐車場や園地を活用し、りんご等の農業生産者と来園者の交流 

の場を創出するため、「りんごトラック市」等を開催します。 

※④「りんご公園第１回リニューアル２０周年事業」として市内の 

りんごポップアートにスポットを当てた情報発信とりんご公園 

を会場にしたモデル事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）観光推進事業  

①観光関係団体等が行う事業に協力や支援を行い、観光事業を推進します。 

②「津軽ダム」の観光活用について津軽ダム水源地域ビジョン推進協議会の事業展開に協力をします。 

③貸自転車（サイクルネット）事業は、観光客のニーズに合わせたクロ 

スバイクや電動自転車等を揃え、観光地を効率良くめぐる二次交通手 

段として利用促進を図ります。（弘前市補助事業） 

④弘前観光ボランティアガイドの会等の観光ガイド団体への協力支援と 

観光ガイドの養成を行います。（弘前市委託事業） 

⑤北海道道央地区からの教育旅行自主研修誘致のため、弘前市と連携し 

てガイド付きのモデルコース設定や受入れ態勢の整備を行います。 

⑥北東北三県観光キャンペーンに合わせて旅行会社や各種メディアと連 

携をして、弘前の旬の観光情報を発信します。 

⑦ひろさきまるごと観光クーポンは、ＪＲ東日本の「ＴＯＨＯＫＵ Ｍａ 

ａＳ」システムによる電子化を行い、通年での利用促進を図ります。 

※⑧街に点在する既存のりんごポップアートにスポットを当て、「りんご 

の街」のフォトジェニックな観光素材として、ＳＮＳを活用した情報 

発信やモデル事業を展開します。 

（むつ小川原地域・産業振興プロジェクト支援助成事業） 

⑨民間の観光人力車運営会社に協力し、事業の定着と推進を図ります。 

※⑩オール弘前ロケ映画「ジャパンディグニティ(仮)」のロケを通じた地域の盛り上げと本映画のテー

マである「津軽塗」にスポットを当てた講演会や映画試写会等の事業を弘前フィルムコミッション

実行委員会に参画して行います。 

 

公３観光振興事業 令和４年度 事業予算 19,431,000円 

北東北三県観光キャンペーンやＧｏＴｏトラベル事業の実施に合わせた国内旅行者向

けの情報発信を強化します。また、オール弘前ロケ映画「ジャパンディグニティ(仮)」

の支援やユニークベニューの取組み、コンベンション開催支援による地域経済の活性化

を目指します。 

 

１ 観光推進事業 及び 誘客推進事業  事業費計 14,989,000円 
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（２）誘客推進事業   

※①３年度にリニューアルした協会ウェブサイトについて、ビジュアルを 

重視した視認性の向上や各メニューへのアクセスのしやすさの向上、 

特集ページの追加等で弘前市の認知度向上及び誘客の推進を図ります。 

※②各ＳＮＳ（Facebook、Twitter、Instagram、Youtube）の特性を利用 

して、アカウント毎にターゲットや目的を整理して戦略的に情報発信 

をします。 

※③ウェブサイトのアクセス解析やＳＮＳの分析ツールを利用して、情報 

が伝えたい人に届いているか効果測定し、インターネットを効率よく 

活用した観光情報の提供を行います。 

④弘前市インバウンド推進協議会に参画し、アフターコロナ時代を見据 

えた外国人観光客誘致活動を少しずつ進めます。 

⑤友好都市の北海道斜里町、群馬県太田市と交流を深めます。 

 

 

 

 

 

（１）コンベンション誘致活動事業  

①弘前市内大学および企業、各種関係団体への訪問を行い学会・大会開催の意向調査、開催支援内容

のＰＲに努めます。 

②県内コンベンション推進団体と国際ミーティングエキスポ（ＩＭＥ）へ共同出展をする他、首都圏

の学会事務局等を訪問し誘致活動を行います。 

③東北地区コンベンション推進協議会に参画し首都圏で開催される学会主催者を対象にした合同誘

致商談会で弘前市開催の学会の誘致を図ります。 

④世界自然遺産「白神山地」や弘前ならではの「街歩き」等を組み込んだアフターコンベンションの

提案を行います。 

※⑤弘前ならではの歴史的建造物等で会議やレセプションを開催するユニー 

クベニューの取り組みや「コンベンション（ＭＩＣＥ*1）」の認知度を高 

めるため、市民向けに講演会やイベントを開催します。 

また、歴史的建造物を会場に(公社)落語芸術協会と連携した寄席イベン 

トを行います。 

⑥青森県ＭＩＣＥ開催助成金交付の申請業務等の取次を行います。 

⑦弘前市小規模ＭＩＣＥ開催助成金制度の利用促進を図ります。 

（弘前市補助事業） 

⑧津軽地域で開催されるコンベンションに対して開催支援を行います。 

 

*1 ＭＩＣＥ（マイス）とは 

企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が 

行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多く 

の集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。一般の観光旅行に比べ消費額が大きいことなどか 

ら、ＭＩＣＥの誘致に力を入れる国や地域が多く、日本でもインバウンド振興策の一環として、国や自治体に 

より誘致活動が盛んに行なわれています。 

 

 

 

２ コンベンション誘致事業  事業費計 4,442,000円 
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（１）津軽ひろさき検定事業  

※①これまでの「津軽ひろさき検定」のノウハウを活かして、子供にも分かるような初級者向けの 

「弘前ねぷた検定」を弘前ねぷた３００年祭の記念事業として実施します。 

 

（２）出版事業  

①弘前の歴史や文化並びに地元が輩出した偉人等に関する知識を習得し 

てもらい、郷土に対する誇りを持って、その良さを多くの人々に伝え 

ることができるような環境づくりを目的に「ひろさき読解本」等の書 

籍の販売を行います。 

※②弘前さくらまつり公式応援キャラクター「桜ミク」と弘前の観光地や 

桜の名所をめぐるスタンプラリーを楽しめるガイドマップを編集し販売 

を行います。 

③弘前市と共同で「ガイドマップひろさき」や「弘前アップルパイガイド 

マップ」などの観光関連資料を制作します。 

※④文献登場３００年を迎えたねぷたまつりを盛り上げるため、弘前ねぷた 

  の歴史への理解と地域文化の保存継承、振興に寄与することを目的に 

「弘前ねぷた本」の販売を行います。 

※⑤冬期には冬の人気キャラクター「雪ミク×ひろはこ」（弘前市・函館市の連携事業）に合わせ、 

両市の周遊を促す観光ガイドマップの編集、販売を行います。 

 

 

【収益事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公４地域活性化事業 令和４年度 事業予算 8,337,000円 

弘前市とその周辺地域に関する歴史、観光、文化等の知識を習得するための関連書籍の

販売を行います。また、文献登場３００年を迎えたねぷたまつりの「弘前ねぷた検定」実

施、「弘前ねぷた本」の販売を通して盛り上げを図ります。 

 

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで、まつり開催時の観光客の便宜を図

るため、臨時駐車場の開設や有料観覧席の設置を行います。また、イベント用機材の貸し

出しを行います。 

 

１ 地域活性化推進事業  事業費計 8,337,000円 

収１まつり事業 令和４年度 収入予算額 11,411,000円 

支出予算額  5,708,000円 
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（１）臨時駐車場事業  

①さくらまつり期間中の観光客の利便性を図ることを目的に、弘前公園付近の公共施設駐車スペース

や空き地等を活用した臨時駐車場を運営します。 

 

（２）臨時観覧席事業 

①弘前ねぷたまつりを堪能して頂くため、運行コースに有料観覧席 

を設置します。 

 

（３）その他のレンタル事業  

①イベント用品としてテントやテーブル、イス等のレンタルを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）弘前市立観光館自主事業 

①追手門広場の有効活用と誘客のため、フリースタイルマーケットを実施します。 

②自動販売機等の設置やイベント等のチケットを販売し来館者の利便を図ります。 

※③観光館２階展示スペース利用促進のため、民工芸品の展示即売会を実施します。 

 

（２）弘前市まちなか情報センター自主事業  

①中心市街地の賑わい創出や施設への誘客のため、自主イベントの開催や土手町で行われるイベント

に参画します。 

②冬期間の観光客の利便を図るために長靴や滑り止めの貸し出しを行います。 

③軽食喫茶や売店、自動販売機を設置して利用者の利便を図ります。 

※④「桜ミク」ミュージアムショップを継続展開し、夏期の初音ミクや冬期の 

雪ミクのイベント展開に合わせて関連コラボ商品の販売を強化します。 

※⑤「弘前ねぷた３００年祭」を盛り上げるため、関連商品を販売します。 

収２喫茶・売店運営事業 令和４年度 収入予算額 112,042,000円 

         支出予算額  98,522,000円 

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで、管理・運営する観光施設において

喫茶並びに物販コーナーを設け、観光客に休息の場の提供と地元品のＰＲ及び販売を行

い、利便性の向上を図ります。また、年間を通じたコロナ感染状況の自粛期、回復期の波

を意識して喫茶売店部門の運営を行い、回復期にあたる時期を予測した施策を考えて準

備を進め、自粛明けの売上収入アップを目指します。 

             収入予算 11,411,000円 

                    事業費計   5,708,000円 

                                     収入予算 12,638,000円 

事業費計 10,391,000円 
１ 指定管理施設自主事業 

１ まつり客用レンタル事業 
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（１）弘前市りんご公園売店事業  

①りんごをテーマにしたレストランメニューやオリジナル物販商品の開発販売をします。 

②りんごにこだわった店舗としての認識を深めるため、弘前りんご及びりんごに特化した食品・雑貨

類・工芸品等の販売を行う他、地域性のある商品の販売を行います。 

③当公園で開催する屋外イベント等に、来園者の利便性向上のため、野外売店を設置します。 

※④春期の桜ミクや夏期の初音ミク、冬期の雪ミクと季節のイベント展開に合わせて関連コラボ商品の 

販売を強化します。 

※⑤「ふるさと納税」返礼品等を拡充し、実店舗販売以外の安定した収入基盤の構築を目指します。 

 

（２）藤田記念庭園喫茶売店事業 

大正浪漫喫茶室  

①「大正ロマン漂う洋館で弘前スイーツと優雅なひととき」をコンセ 

プトに店内の雰囲気づくりやメニュー展開を行います。また、弘前 

を代表するスイーツとなった「アップルパイ」数種類を味わえる喫 

茶店として定着を目指します。 

 

クラフト＆和カフェ匠館  

①「青森の職人さんが作るクラフトとふわふわかき氷に出逢える和モ 

ダンカフェ」をコンセプトに店内の雰囲気づくりやメニュー展開を 

行います。 

②看板メニュー「かき氷」の新メニューを定期的に考案し、誘客を図 

ります。 

③匠館オリジナルの工芸商品開発や、館内で開催されるクラフト展へ 

の支援協力を行い、賑わい創出に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まつり客用レンタル 

 

収３ふるさと商品販売事業 令和４年度 収入予算額  7,147,000円 

                                   支出予算額  4,363,000円 

 

                                    収入予算  99,404,000円 

事業費計  88,131,000円 

                                   収入予算 7,147,000円 

事業費計  4,363,000円 

弘前の観光素材やキャラクター、「弘前ねぷた３００年祭」や「初音ミク」コラボ等の 

旬な話題をモチーフにした新しい商品開発や各種イベントなどでの地域特産品の出張 

販売を行います。 

２ 喫茶・売店事業 

１ 観光商品宣伝販売事業 
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（１）観光商品開発販売事業  

①各地のまつりやイベント等で、地場産品を中心に物産の出張販売を行います。 

※②弘前市マスコットキャラクター「たか丸くん」の弘前ねぷた３００年祭バージョンのコラボ商品の 

開発と販売を行います。 

※③文献登場３００年を迎えたねぷたまつりを盛り上げるため、オリジナル商品の開発と販売を行いま

す。 

④青森大学忍者部や弘前大学忍者部、弘前忍者屋敷の関係者と連携して、弘前藩忍者「早道之者（は

やみちのもの）」に関連したグッズの開発と販売を行います。 

⑤弘前市内の取扱店を網羅した「弘前アップルパイレシピＢＯＯＫ」については、アップルパイ関連

グッズと併せて販売を強化します。 

※⑥さくらまつり期間、二の丸与力番所を活用してさくら及びねぷたの写真展を開催し、県内外から訪れ 

  る観光客に弘前の観光資源をＰＲし、関連商品の販売を強化します。 

※⑦インスタ映えするアイテムとして好評を得ている「ＨＩＲＯＳＡＫＩスタンド」に新規バリエーション

を加え、ＳＮＳを活用した拡散に努めて販売を強化します。 

※⑧春期の「桜ミク×弘前さくらまつり」、夏期の「初音ミク×弘前 

  ねぷた３００年祭」、冬期の「雪ミク×ひろはこ」（弘前市・函 

館市の連携事業）のイベント展開に合わせたオリジナルコラボ商 

品の開発と販売を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）着地型旅行商品企画販売事業 

①個人や小グループの旅行客を対象としたバラエティー豊かな「津軽ま 

ちあるき」ツアーや体験メニューの造成・企画販売を行います。 

②世界文化遺産登録となった「北海道・北東北の縄文遺跡群」や人気ガ 

イドと歩くまちあるきなど、旬な話題をテーマにした内容のツアーを 

定期的に企画販売します。 

※③弘前の魅力を再発見することを目的に始まった「津軽ひろさき検定」 

  の代替事業として、座学とツアーで地域を学ぶ「ひろさき読み解く旅」 

をテーマごとにシリーズで企画販売します。 

④津軽地域のアクティブラーニング教育旅行プログラム（あおもり深探 

 究プログラム）は、県内外の修学旅行や研修旅行等の受入れ及び誘致 

を行います。 

収４旅行業運営事業 令和４年度 収入予算額  3,185,000円 

                                   支出予算額  2,471,000円 

「北東北三県観光キャンペーン」や「北海道・北東北の縄文遺跡群」など旬な話題を

テーマにした着地型旅行商品の造成、販売を行います。また、地域住民も観光客もすべ

ての人々が共感できる感動と交流のステージ「弘前感交劇場」の理念に基づき、観光客

との関係性づくりを意識した体験型メニューのプログラム開発に取り組みます。 

                                   収入予算 3,185,000円 

事業費計 2,471,000円 
１ 旅行業運営事業 
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１ 弘前ねぷた保存会 

  重要無形民俗文化財弘前ねぷたの歴史と伝統を保存継承する会です。 

 

２ 津軽情っ張り大太鼓保存後援会 

   津軽情っ張り大太鼓の観光需要としての活用と保存並びに弘前ねぷた囃子を保存継承するため 

の後援会です。 

 

３ 弘前城菊と紅葉まつり運営委員会 

菊文化の伝承と緑化事業の促進を目的に、子供からお年寄りまで楽しめる演出をするほか、イ 

ベントを実施し効果的運用を図る委員会です。  

 

４ 津軽地域観光団体事務局連絡会議 

津軽地域と秋田県北地域が連携して、より効果的に誘客することとお客様の満足度を高めるこ 

とで、継続的な交流人口の増加を図り、地域発展に寄与する会です。 

 

５ 弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会 

弘前駅自由通路等において賑わいを創出する事業として各種イベントや弘前駅及び弘前駅前の 

歓迎装飾を実施し、誘客と観光振興を図ることを目的とする委員会です。 

 

６ 弘前フィルムコミッション実行委員会 

映画やテレビドラマ等のロケーション撮影の誘致支援を行い、作品を通して弘前の魅力の発信 

やイメージアップを図る委員会です。 

 

７ 津軽まちあるき観光推進実行委員会 

   「まちあるき観光」を通じ、津軽地域の観光資源の掘り起こしと活用、周遊観光を促す仕組み 

づくり、広域連携を行う委員会です。 

                                                        

８ 弘前地区日韓親善協会 

日韓両国民の友好親善、経済協力、文化交流の促進を通じて両国の平和と繁栄に寄与する会で 

す。 

 

９ 弘前市・斜里町友好交流の会 

賛同する市民をもって構成し、友好都市斜里町と各種交流行事を行い、一層の交流を深める会 

です。 

当協会が参画し事務局業務を行っている関係団体 


