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平成２２年１２月１日 

 

報 道 機 関 各 位 

 

北海道新幹線新函館開業対策推進機構 

北海道新幹線建設促進道南地方期成会 

函館都心商店街振興組合 

 

 

 

東北新幹線新青森駅開業関連イベントについて 

 

 

  

本年１２月４日の東北新幹線新青森駅開業を迎えるにあたり、 

下記の事業を道南・函館地域が一体となって展開いたします。 

 

 

 

◎一路青森。新幹線開業イベント「うまし たのし 青森正直市」に参加します 

                                           →資料 1a、資料 1b 

 

◎函館市内街頭啓発看板の掛け替えを行います 

→資料 2a 

 

◎函館駅前・大門商店街アーケードへ歓迎タペストリー（小型幕）を掲示します 

→資料 2b 

 

◎市電電停・バス停へ歓迎看板を掲出します 

→資料 2c 

 

◎「本州からのスーパー白鳥号・白鳥号」のお出迎えイベントに参加・出品協力します 

→資料 2d 

 

 



「うまし たのし 青森正直市」参加について 
 

１  事業概要と期間 

   東北新幹線新青森駅開業を記念し、新青森駅前イベント会場にて青森の魅力を、青

森市民・県民が協力し合いながら正直な気持ちで作り、青森のうまいものをイメージ

させる「うまし たのし 青森正直市」が開催されます。 

  平成２２年１２月４日（土）から平成２３年１月１０日（月）の３８日間 

  会場：青森市大字石江字高間 新青森駅前イベント会場 

 

２ 参加趣旨 

道南圏観光客の誘致と平成２７年度の北海道新幹線新函館開業ＰＲを目的とした、

道南特産品の販売と誘致宣伝活動を実施します。 

 

３ 出店名称 「２０１５北海道新幹線開業プロジェクトチーム」 

  北海道新幹線建設促進道南地方期成会（事務局・渡島総合振興局）と共催すること

で、期成会会員自治体へ参加を呼びかけ、北斗市、木古内町、七飯町、上ノ国町から

も出店参加します。 

 参加団体名 

  北海道新幹線新函館開業対策推進機構（函館市）、北斗市（北斗市）、北海道新幹線建

設促進木古内町期成会（木古内町）、一般社団法人七飯町大沼国際コンベンション協

会（七飯町）、食彩工房（上ノ国町）、北海道新幹線建設促進道南地方期成会（北海道

渡島総合振興局） 

   

４ 参加日程（当機構参加分） 

平成２２年１２月４日（土）～５日（日） 

※その他構成団体参加日程・内容は資料１b 参照願います 

 

５ ＰＲステージ 

１２月４日（土）１２：４５～ ミスはこだて・イカール星人による観光ＰＲ・出店

内容の紹介 

    １２月５日（日）１１：００～ 同上 

 

６ 実施内容（４・５日） 

各種ノベルティを、ミスはこだて及び当機構、北海道新幹線建設促進道南地方期成

会スタッフが来場者に配布します。 

（頒布品収納用ポリ袋に各種ノベルティを入れ２日間計 800 セット） 

   ・ハンドタオル、ポケットティッシュ（北海道新幹線建設促進道南地方期成会提供） 

・観光情報誌『ちぴぷらり』（㈳函館国際観光コンベンション協会提供） 

・函館こがね、がごめ昆布 （当機構提供） 

 

資料１a 



 

7 出店店舗（４・５日） 

・函館スイーツアンテナショップ（函館市）：函館を代表する有名店８社の洋菓子 

・函館・元祖バスラーメン（函館市）：函館塩ラーメン  

・食彩工房（上ノ国町 民間企業）：海産物特産品（冷凍・冷蔵） 

 

 

 

 

  

「うまし たのし 青森正直市」 

２０１５北海道新幹線開業プロジェクトチーム 

構成団体出店ＰＲ内容 

 

 
地区 団体名 期間 出店内容 

函館市 北海道新幹線新函館開業

対策推進機構 

12 月 4 日（土） 

～5 日（日） 

・函館スイーツアンテナショップ 

（函館を代表する有名店８社） 

・函館・元祖バスラーメン 

（函館塩ラーメン１杯５００円） 

その他 北海道新幹線建設促進道

南地方期成会 

 

12 月 4 日（土） 

～5 日（日） 

・PR グッズ配布（ハンドタオル、ポケットテ

ィッシュ、観光情報誌ちびぷらり） 

・新幹線機構とタイアップ 

上ノ国町 食彩工房 12 月 4 日（土） 

～1 月 10 日（月） 

・海産物特産品（冷凍・冷蔵） 

七飯町 一般社団法人七飯大沼国

際観光コンベンション協会 

 

12 月 10 日（土） 

～12 日（月） 

・大沼だんご             30 ヶ/日 

・わかさぎ筏焼き         40 ヶ/3 日 

・わかさぎ佃煮           40 ヶ/3 日 

・ビン詰ジャム 6種類       60ヶ/3日 

木古内町 北海道新幹線建設促進木

古内町期成会 

12 月 28 日（火） 

～28 日（火） 

・PR グッズ配布（観光パンフ他）  

北斗市 北斗市 1 月 4 日（火） 

～10 日（月） 

・燻製たまご 

・他 

※出展内容は状況により変更になることがあります。 

資料１b 

 



■街頭啓発看板の掛け替えについて                                  

  

１ 概 要 

１２月４日の新青森駅開業を迎え、市内３箇所の市民啓発看板を、平成２７年度末

の新函館開業を見据えた内容へ掛け替えます。 

 

２ 新標語（２種） 

標語は当機構職員およびコーディネーター１０名が提案した２４案のなかから、幹

事・理事の選考・承認のうえ、以下２案を採用しました。 

 

   ○「つながります！ 未来への架け橋！ 

 ～2015 年 北海道新幹線新函館開業～」 

       ……北海道へと延び、函館につながる新幹線の線路が、希望に満ち溢れた

未来への架け橋となるようにという願いが込められています 

   ○「旅が、仕事が、暮らしが、街が変わる。 

 ～2015 年 北海道新幹線新函館開業～」 

       ……既に一部のＰＲ媒体で使用しており、新幹線が様々なものを変える契

機になることを、地元の人達へシンプルにアピールするものです 

 

３ 掲出場所および掲出開始日 

①函館駅前・函館北洋ビル     １２月２日（木）早朝施工予定 

 
サイズ 幅１５ｍ×高さ１．４ｍ 

 

②函館駅前・和光ビル       １２月３日（金）施工予定（右） 

サイズ 幅１．２ｍ×高さ１５ｍ 

 

③国道２７８号・競輪場入口交差点 １２月１日（水）午後施工予定 

 

サイズ 幅７．２ｍ×高さ１．８ｍ 

 

  

資料 2a 



■函館駅前・大門商店街アーケードへの歓迎タペストリー掲示について     

 

１ 概 要 

  函館都心商店街振興組合と連携し、１２月４日の新青森駅開業に伴い、新幹線で函

館へやってくる国内外のお客様を華やかなタペストリー（小型幕）でお迎えすると

ともに、大門商店街をアピールします。 

 

２ タペストリー （サイズ 横７０ｃｍ×縦１００ｃｍ） 

内容「祝！ 東北新幹線全線開業 

ようこそ函館・大門商店街へ 

欢迎大门商店街 Welcome to DAIMON」 

（中国語）     （英語） 

３ 掲出場所 

  函館駅前・大門商店街アーケード ５０か所 

 

４ 設置日 

  平成２２年１２月３日（金）１５：００以降 施工予定 

 

                                                      

 

■市電電停・バス停への歓迎看板の掲出について                           

 

１ 概要 

市内の広告代理店と連携し、１２月４日の新青森駅開業をお祝いするとともに、東

北新幹線全線開業により更に近くなった函館を市電・バス利用者にアピールします。 

 

２ 掲出場所および時期 

  函館駅前電停（湯の川方面・十字街方面両ホーム） １１月２９日（月）掲出済 

その他函館市内バス停５か所（１２月１日以降順次） 

   函館駅前（富士メガネ前）・松風町（スーパーホテル向かい）・深堀町（クローバーホーム前） 

亀田中学校（亀田中学校前）・ガス会社前（萬年寺前） 

 

３ 看板内容 

  「祝 東北新幹線全線開業 ようこそ函館 ２０１５年 まもなく函館」 

 

資料 2b 
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■「本州からのスーパー白鳥号・白鳥号」お出迎えイベント参加・出品協力について                     

 

１ 主催 

  ＪＲ北海道函館支社 

 

２ 事業概要 

函館に列車でいらっしゃる多くのお客様におもてなしの意を表したお出迎えイベン

トを、道南の各自治体のご当地キャラクター（着ぐるみ）も参加して実施します。 

 

○日時：平成２２年１２月４日（土） 

     １０：２６～ 白鳥９３号到着時（盛岡発新幹線の接続便） 

     １１：３８～ スーパー白鳥９５号到着時（仙台発新幹線の接続便） 

     １２：２２～ スーパー白鳥１１号到着時（東京発新幹線の接続便） 

     １３：４４～ スーパー白鳥１５号到着時（ 〃 ） 

     １５：１０～ スーパー白鳥１９号到着時（ 〃 ） 

  ○場所：ＪＲ函館駅改札付近 

   

３ 参加団体 

ＪＲ旅連函館支部、みなみ北海道観光推進協議会、当機構 

 

４ 機構からの提供物品 

２０１５年新函館開業シール添付 函館こがね（さきいか）１，０００個 

（他に主催者が用意した観光パンフレット等とあわせて配布予定） 

                                                     

 

資料 2d 




