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地域の挑戦
２．県外の若者と地域を繋ぐ伝統の郷土芸能
（今別町 大川平荒馬保存会）

東青地域の取組状況
１．津軽三味線の名人・高橋竹山生誕 100 年で
地域活性化 （平内町 平内町商工会）

□活動概要
あらま
今別町の大川平荒馬保存会（宮越哲会長）は、
約 400 年前から大川平地区に続く地域の郷土芸能
を守り、後世へ伝える活動をしている団体である。
大川平の荒馬は、津軽を統一した大浦為信が、
藩の経済を保つため、馬と農耕とを結びつけ農作
物の増収を図ったことが起源とされ、未開の山野
を切り拓いてきた農民達が、馬を宝とし、苦労を
ともにしてきた馬の働きと勇壮な馬の姿を表し踊
り継がれてきたものだと言われている。
現在 73 名の会員が定期的に集まり、踊りや太鼓
の練習をするとともに、県内外のイベントに積極
的に赴き、大川平の荒馬を紹介している。
今別町の荒馬は、平成 15 年に県の無形民俗文化
財に指定されている。

□活動概要
平内町出身で、津軽三味線の魅力を日本全国、
そして世界に広めたことで知られる初代高橋竹山
生誕 100 年の記念の年にあたる平成 22 年、平内町
商工会青年部は、「津軽三味線とキャンドルナイ
ト」
「小湊駅前の整備」
「竹山グッズの開発・販売」
など、全国に平内町をＰＲするため、積極的な取
組を展開している。
□活動に対する思い
「
『高橋竹山生誕 100 年』
『東北新幹線全線開業』
を迎える平成 22 年を平内町活性化へのメモリアル
イヤーにしよう」という思いから、平内町商工会
青年部の取組は始まった。
しかし、
「町内でも竹山が生誕 100 年を迎えるこ
とを知らない人が多い」
「若い世代では竹山を知ら
ない人もいる」という現状であったため、多くの
人に竹山を知ってもらうよう、手づくりの雪のモ
ニュメントの前で子供も参加できるイベント「津
軽三味線とキャンドルナイト」を開催。広くマス
コミに報道されたことで、
「狼煙をあげろ」のコン
セプトに基づく事業は順調なスタートを切った。
その後は、観光客をもてなすため、平内町の玄
関である小湊駅前に花壇を整備し、三味線のオブ
ジェや顔出しパネルを設置した。また、企業と連
携し、弁当、お菓子、Ｔシャツなどのグッズの開
発・販売を行い、これらの取組が様々な形で紹介
され、評価されたことで、平内町の情報発信に大
きく貢献することができた。
青年部長の田中大さんは、
「メモリアルイヤーが
終わっても、町の資産である竹山を次世代に引き
継ぐ思いを失うことなく、この取組を継続させた
い。
」と熱い口調で話してくれた。

小湊駅前に顔出しパネルを設置

□活動に対する思い
会長の宮越さんは、保存会が初めて県外進出し
た時のことが忘れられないと言う。
「お客さんがま
ばらだったのに、太鼓の音と荒馬の踊りで、黒山
の人だかりになったんだよ。あれは感動した。
」
それ以来、1 人でも多くの方に大川平の荒馬を知
ってもらいたいという一心で、イベントがあれば
東北や関東を中心に全国各地に率先して出かける
という。
地域の若者が減る中、大川平の荒馬に魅せられ
た他県の大学生やそのＯＢ等が荒馬を踊りに毎年
数十名ずつ参加しており、祭り期間中（8 月 4 日～
7 日）だけでなく、年に数回大川平を訪れ交流を持
つなど、地域の活性化に一役も二役も買っている。
会長は、多くの方に荒馬のおもしろみを体験し
てもらい、末永く楽しんでもらいたいと話し、今
後地域の若者達にバトンタッチし、やりがいを感
じてもらいたいと語った。

馬役の男性と手綱とりの女性が 2 人 1 組となって
エネルギッシュに踊る
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３．集落営農組織を核とした地域営農企業化の
取組について
（外ヶ浜町 農事組合法人 上小国ファーム）
□活動概要
外ヶ浜町蟹田地区で集落営農に取り組んでいる
農事組合法人上小国ファームでは、法人の収益力ア
ップを目指して「地域営農企業化戦略プラン」を策
定し、これまでアピオス・にんにく・夏秋いちご等
の高収益作目の作付拡大に取り組むとともに、本年
度からは微粒粉に対応した製粉施設を導入しての
米粉加工に取り組んでいる。
ファームで製粉された外ヶ浜町産米粉は、地域の
営農組合などで組織する外ヶ浜町農業・農村活性化
協議会が米粉パンや米粉スイーツ加工等に使用し、
学校給食や地元のスーパー・コンビニ等に供給して
いる。
また、活性化協議会では、平成 22 年 11 月から地
元食材を使った弁当の製造・販売にも取り組んでい
る。

ＣＳＲ活動※を受入れてのにんにく収穫
□期待される効果
集落営農の先進県では、集落営農組織の連携事例
が具体化してきており、本県においても集落営農組
織が連携した６次産業化に向けた先行事例として
上小国ファームの今後の活動が注目されている。

※ＣＳＲ活動とは、企業の社会貢献活動の一環として環
境問題への配慮、地域社会への貢献などの活動を行うも
のである。

米粉加工品のイベント販売
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２．県民局まつり開催事業

東青地域県民局の重点事業紹介
１．初代高橋竹山生誕 100 年記念誘客促進事業
（平成 22 年度）
[現状及び課題]
東北新幹線の全線開業にあたり、誘客力が弱い東
津軽郡各町村が開業効果を獲得するためには、地域
の観光コンテンツの掘り起こし、磨き上げが求めら
れる。平成 22 年は、津軽三味線の名人として全国的
に知名度が高い、平内町出身の初代高橋竹山の生誕
100 年にあたり、この絶好の機会を逃すことなく、東
青地域への誘客促進を図る事業を展開する必要があ
る。事業の実施にあたっては、独自に記念事業を企
画している平内町、平内町在住の竹山の弟子等によ
り構成される竹伸会と協働することにより、効果的
な情報発信と誘客促進に取り組んだ。
[事業概要]
平内町、竹伸会、商工団体、県民局等で「初代高
橋竹山生誕 100 年記念事業実行委員会」を組織し、
次の事業を実施した。
①生誕 100 年記念式典：竹山生誕の日である 6 月 18
日、平内町において、記念碑除幕式と津軽三味線の
演奏等も含む式典を開催した。
②記念コンサート：8 月、平内町において、全国各地
から竹山の弟子等が集結しコンサートを開催した。
③メモリアルイベント：12 月、青森市において、竹
山流の三味線演奏と竹山ゆかりの方々の座談会で竹
山を偲ぶイベント「津軽竹山節」と、平内町の竹山
ゆかりの地を巡るバスツアーを行った。
③特別展示：6 月～23 年 3 月、平内町歴史民俗資料
館において、竹山愛用の三味線、衣装、日用品など
ゆかりの品の展示、ビデオの上映等を行った。
④ＰＲ事業：
「生誕 100 年高橋竹山ガイド」
「あおも
り津軽三味線ガイドＭＡＰ」の 2 種類のリーフレッ
トを作成、県内外の旅行エージェントや観光関係の
施設に配付し、情報発信に努めた。
これらの取組には、県外から多くの方が参加し、
竹山及び津軽三味線の集客力が再認識されたところ
である。

（平成 22 年度）

[現状及び課題]
県の機構改革により地域県民局が設置されて 5 年
目（東青、西北及び上北地域の県民局は 4 年目）を
迎えた。各県民局は、県と市町村をつなぐ要として、
現場で行う地域づくりの観点から様々な取組を進め
てきた。
この県民局まつりは、各県民局における地域の特
性を生かした地域づくりの取組の紹介や、地域の物
産の販売を通じて、県民の方々に各地域の魅力を再
発見してもらうとともに、東北新幹線全線開業を契
機に青森県を訪れる県外の方々に、青森県の魅力を
情報発信することを目的に開催したものである。
[事業概要]

会場正面に掲げられた掲示幕
・日
時
・場
所
・入場者数
・出 展 者

平成 22 年 12 月 10 日(金)～12 日(日)
青森県観光物産館アスパム 1～2 階
約 1 万 3 千人
物産販売関係 57 団体、郷土芸能実演 5 団体

・県民局ＰＲコーナーでの主な紹介内容

約 1,400 人が参加した記念コンサート

区分
東青

内

容

中心商店街活性化の取組、青森ｽｲｰﾂ･ﾉﾍﾞﾝﾊﾞｰ 2010、初
代高橋竹山生誕 100 年

中南

ひろさき街歩きコースの紹介

三八

八戸朝ぐる、八戸広域マップ

西北

ヤッテマレ軽トラ市、奥津軽トレインアテンダント

上北

日本風景街道マップ、上北温泉力アップ

下北

首都圏と近隣県での情報発信、着地型観光商品づくり、
観光ガイドの取組、ゆかい村鮟鱇（あんこう）

出展者による各地域の物産の紹介・販売

- 116 -

３．あおもりカシスブランドパワーアップ事業
（平成 22～23 年度）
[現状及び課題]
青森市のカシスは、昭和 50 年に導入され、平成 21
年産では 5.5ｔの生産量で、全国 1 位である。機能性
食品として評価が高く、ジャムやお茶、ゼリー、ビ
ールなどに商品化され、青森産のブランド品として
売れ筋となっている。
青森市が中心となり、｢あおもりカシスの会｣が組
織され、カシスの集・出荷やＰＲ活動に積極的に取
り組んでいるが、
・栽培本数が少なく趣味的な会員が多い。
・栽培技術が確立されておらず、単収が低い。
・収穫が手作業であり、1 時間当たり 1kg 程度し
か収穫できない。
・収穫期間が短く、収穫作業のボランティアが必
要である。
・生産者手取り単価が安く、採算割れの状況にあ
る。
等の問題点がある。
このため、食品製造業者等からの需要は大きいが、
生産が追いつかない状況にあり、産地の維持発展に
向け、早急な対策が求められている。
[事業概要]
青森市やＪＡ青森等関係機関や団体との連携強化
及び役割分担の明確化を進め、高度栽培技術や効率
的収穫作業確立に向けての実証・展示ほを設置。こ
れらを活用して栽培マニュアルを作成・配布すると
ともに研修会・検討会を通じて高度技術の普及を図
ることとしている。
また、地域ごとにカシスマイスター(先導的生産
者)を配置し、細かな生産指導体制の確立を図ること
としている。
収益性向上に向け、産地づくり協議会を設置して
出荷体制の強化、作付けほ場の集積等を協議すると
ともに、商品開発への支援等も行う。
平成 22 年は、
・実証ほ設置によるカシスの仕立て方や剪定方法
の検討
・スグリコスカシバ等病害虫防除方法の検討
・簡易農薬飛散防止ネットの設置
・カシスマイスターの育成
を重点に、関係機関・団体の役割分担の明確化を進
めた。
平成 23 年度は、引き続き実証・展示ほを設置し、
栽培技術の確立を図るとともに、2 カ年の実証ほのデ
ータや実態調査の結果を基に、栽培マニュアルを作
成し、これを活用しながら、生産者への基本技術の
普及を図る。
また、引き続き産地づくり協議会や売り込み戦略
会議を開催し、生産・販売体制の強化を図る。
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カシスの収穫作業

２．津軽の母の味 いがめんち
（弘前市 弘前いがめんち食べるべ会）

中南地域の取組状況
１．子どもを真ん中に、住みよい地域をつくる
（弘前市 ＮＰＯ法人弘前こどもコミュニ
ティ・ぴーぷる）
□活動概要
ＮＰＯ法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる
は、平成 17 年 8 月の発足以降、急速に活動のフィ
ールドを広げている。
「子どもを見守り、子どもの
育ちを喜びあえる、地域社会の構築」を目指し、
活動の中心である子育て支援のほか、弘南鉄道の
活性化を通じたまちづくりや、子育て支援活動者
に対する学習支援などの取組を推進している。
□活動に対する思い
子育て支援、まちづくりなど活動内容は多岐に
及ぶが、
「子どもを真ん中に」というテーマは一貫
している。代表理事の清野眞由美さんは「ＮＰＯ
の特性である柔軟さを生かし、いつでも新しい発
想で子どもたちの育ちをサポートしていきたい」
と活動のスタンスを語る。
特に今年度力を入れているのが「fathering（フ
ァザーリング）
」と「木育（もくいく）
」
。
「fathering」とは、父親であることを楽しみな
がら、ワーク・ライフ・バランスなどの考え方を
身につけ、積極的に家庭や地域に関わっていくこ
とをいう。地域の男性を対象に連続講座「パパカ
レッジ」を開催し、子どもとの遊びや家族の関わ
りについて、参加者とともに理解を深めている。
「木育」とは、木と五感で触れあい、手でつく
り、考える経験を通して、自然との関わりについ
て主体的に学ぶことをいう。平成 21 年 7 月には弘
前市百石町に「あおもり遊び体験広場」を開設し、
県産材を使った木製のおもちゃや、世界各地の良
質なおもちゃで遊べる空間を提供している。中心
商店街に子どもを呼び戻し、街のコミュニティと
して賑わいを創出する狙いもある。清野さんは「お
もちゃを介して人と人とがつながる場所。人の輪
が広がれば街は元気になるはず」と思いを膨らま
せる。
新たな取組にも意欲的だ。常務理事・事務局長
の八栁角弥さんは「より大きな規模の事業に取り
組み、スタッフ一人ひとりの資質を向上させると
同時に、雇用の増加という形で地域に貢献したい」
と今後のビジョンを語る。ノンストップで走り続
ける「ぴーぷる」のさらなる躍進が期待される。

「弘前おもちゃフォーラム」で興味津々の子供達
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□活動概要
「弘前いがめんち」は、戦前、現在のような流
通・保存技術が発達していなかった時代に津軽内
陸の家庭料理として生まれたもの。
「無駄なく、余
すところなく」をコンセプトとした、先人の知恵
と愛がつまった津軽独特の食文化である。
「弘前いがめんち食べるべ会」は、庶民に愛さ
れ家庭の味として受け継がれてきた「いがめんち」
を風化させたくないという熱い想いから発足され、
その普及活動を行っている。
□活動内容
その昔、津軽内陸では海の幸のイカが貴重品で
あった。このため、柔らかい身は刺身や酢寿司な
どで食べ、残った足（ゲソ）を包丁でたたき、野
菜と一緒に小麦粉に交ぜて平たくしたものを、油
も貴重なことから揚げずに鉄板で焼き、醤油など
をつけて食べていた。
しかし最近では、油はねや調理に手間がかかる
などの理由から家庭で作る人は減り、受け継がれ
た味が無くなろうとしているのも事実である。
こうした中、食べるべ会では試食会の開催や「か
わら版」の作成、イベント出店などの普及活動を
進めている。また、そうした活動がテレビ番組で
紹介され、地元はもとより、他県からの問合せも
増えている。
弘前市内でいがめんちを提供する飲食店 28 店
舗・惣菜店 10 店舗を対象に行った調査では、枝豆
やとうもろこし（嶽きみ）を使った鮮やかな彩り、
青じそなどによる香りづけ、更にはカレー粉やイ
カ墨を使った変り種など、地元の人も驚くほど豊
富なバリエーションの存在が判明した。更にパン
でサンドすれば「いがバーガー」に変身するなど、
今後の発展の可能性も高まっている。
食べるべ会では、これからもいがめんちの情報
収集・調査・普及に努め、地域ブランドとしての
確立を図る考えである。また、活動を通じて、地
元の人には固有の食文化として見直してもらう一
方、全国にもその魅力を発信していきたいと、強
い意欲を見せている。

大人気の「いがめんち」販売

３．若さあふれるアイデアで温泉郷に活気を！
（弘前市 嶽温泉旅館組合）
□活動概要
藩政時代からの歴史ある温泉地として知られる
嶽温泉郷。嶽温泉旅館組合は、この嶽温泉郷にあ
る 8 軒の旅館が名を連ねる組合である。
現在は、平成 20 年に同組合長に就任した赤石憲
和氏（
「山のホテル」常務取締役）と、氏と同年代
の小嶋庸平氏、中野政男氏の 3 人の若手メンバー
を中心に活動している。

４．
「お山のおもしえ学校」開校による観光地と
しての魅力向上の取組
（黒石市 株式会社ツガルサイコー）

□活動内容
これまで、重要無形民俗文化財に指定されてい
る岩木山「お山参詣」体験やブナ林散策など、岩
木山の歴史や自然を生かした体験型ツアーの造成
や、名物のマタギ飯に続くジビエ料理（猟で獲っ
た鹿や熊の肉を使った料理）のメニュー開発を地
元のフランス料理店シェフに依頼し、試食会を開
催するなど、新たな誘客の目玉づくりに取り組ん
でいる。
また、観光客が少なくなる冬期間の誘客を狙い、
「嶽豪雪まつり」と称した雪祭りを開催。温泉郷
に雪灯籠を灯したり嶽温泉郷周辺に馬そりを走ら
せるなどのイベントで、観光客の好評を得ている。
□活動に対する思い
かつては岩木山観光の拠点として賑わっていた
嶽温泉郷は、近年は客足が遠のき、利用が低迷し
ている。そんな中「毎日何かやって、人の目に触
れて記憶を残したい」と、雪でひな壇を作るなど
イベントを積極的に仕掛けているほか、日々の活
動や嶽温泉郷の風景をブログで発信している。
また、嶽地区の農園や、地区外の事業者とも連
携を図っている。
「嶽温泉郷は小さいが、小さいと
ころには小さいところなりのやり方がある。お互
いどういうことが出来るのか、組合以外の人達と
協力して、お互いに Win-Win の関係を作りたい」
と赤石氏は言う。

□活動概要
黒石温泉郷の一つである大川原地区は、黒石市
もみじ山から八甲田に通じる山間部にあり、豊富
な湯量を持つ大川原温泉のほか、お盆の時期には、
約 700 年の歴史を持つ「大川原の火流し」が執り
行われている地域である。
当地域の活性化に取り組む（株）ツガルサイコ
ーは、地域内の現在は廃校となった旧大川原小学
校を活用して、「お山のおもしえ学校」を開校し、
観光地としての魅力向上に取り組んでいる。
□活動内容
大川原小学校は、児童数減少のため、平成 19 年
3 月に廃校となったが、津軽伝承工芸館を運営して
いる（株）ツガルサイコー（福士収蔵代表取締役
社長）が校舎の有効活用を発案し、旧校舎と土地
を取得した。
同社は、旧校舎を「お山のおもしえ学校」と名
付け、昔の小学校のイメージを大切に残しながら、
1 階には、昭和時代の家電、生活雑貨や農具の展示、
2 階には、教室の一部をアトリエに活用している青
森市出身のクレヨン画家孫内あつし氏の作品を常
設展示している。
さらに、平成 22 年 7 月には、プールの跡地にビ
ニールハウスを設置し、大川原地域住民の協力を
得て温泉の廃湯を引き込み、温泉熱利用の観光山
草園「どだれ鉢」の運営にも着手した。
冬には、近隣の旅館等と連携して、山菜の早出
しによる一足早い旬の味覚を、観光客に体験して
もらうことを予定している。
これらの一連の取組を通じて、
「お山のおもしえ
学校を、黒石温泉郷の新たな魅力ある観光地にす
るんだ。
」と福士代表取締役社長の鼻息は荒い。

温泉熱利用の観光山草園「どだれ鉢」

「お山参詣」で賑わう岩木山神社
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中南地域県民局の重点事業紹介

２．津軽地域観光満足度アップ事業
（平成 22～23 年度）

１．あっぷるジュースほっと普及事業
（平成 22 年度）

[現状及び課題]
東北新幹線全線開業や弘前城築城 400 年祭により、
津軽地域への観光客の大幅な増加が期待されている。
また、地域には優れた伝統工芸品や地域資源を活用
した魅力ある工芸品が多数ある。
しかしながら、これまでの工芸品は、手ごろな値
段で観光客を意識した商品が少なく、観光土産品（記
念品）として満足度を高めるアイテムになっていな
いものが多く、工芸品同士の連携も図られていない
状況である。
そのため、東北新幹線全線開業等の好機を捉え、
観光客の満足度を向上させるために、観光シーンと
連動した津軽地域における安価な工芸土産品の開発
及びセールスプロモーションの手法の研究を行う。
＜事業執行機関＞
青森県産業技術センター弘前地域研究所

[現状及び課題]
本県のりんご生産量は全国 1 位であるが、降ひょ
うや台風、生理障害によるクズ果などにより、毎年、
多くの加工用りんごが発生する。加工用りんごの約 9
割が果汁用であるが、安価な外国産果汁の輸入によ
る価格の低迷や果汁飲料自体の消費の伸び悩みなど
の課題があり、これらに対応する必要がある。
[事業概要]
「ホット」というりんごジュースの新たな飲み方
を提案し、地域イベントや観光施設等での提供・販
売を進めることにより、りんごジュースの消費拡大
を図る。これにより、農家・製造業者・サービス業
者など、第一次産業から第三次産業までの所得向上
を図る。
○普及推進に向けたワークショップ等の開催
農業（りんご生産・りんごジュース加工）
、物産販
売業、観光業、旅館・ホテル業、飲食業等の従事者
をメンバーとしたワークショップ等を開催し、普及
推進の具体的な方法、試飲による味・品質のあり方
等について検討を進める。また、地域の取組として
の機運を醸成する。
○サーバーの開発
観光施設やイベント会場において、
「ホットアップ
ルジュース」を手軽に提供・販売するためのサーバ
ーを地元企業の技術を活用して開発する。
また、ホットアップルジュース販売者等に対する
利用促進を図る。
○普及推進活動の展開
東北新幹線全線開業時における弘前駅でのウエル
カムドリンクの提供、その他イベントでの試飲ＰＲ
を行い、ホットという飲み方の普及を図る。

[事業概要]
○研究会開催
地場産業工芸者、デザイン関連業界、消費者等に
よる研究会を立ち上げ、下記について検討する。
＜検討内容＞
観光シーンの構想、コンセプト設計、商品化
構想、デザイン・設計、試作制作、発表、販路
構築等
○観光土産品開発
観光シーンの構想と津軽の食卓のシーンを想定し
たテーブルウェアを軸に安価で観光を意識した 1 万
円以下の商品開発を行う。
・漆工芸、木工芸、工芸（こぎん、裂織等）
○開発商品プロモーション研究
開発した商品を観光シーンと効果的に関連させる
ために、プロモーション方法を検討・確立する。

○普及推進活動に対する助成
中南地域の各団体等が実施する、ホットアップル
ジュースの普及推進活動の関係費用を助成する。
※ 補助率 1/2 補助額 300 千円×10 件

中間報告会の様子

ホットアップルジュースの試飲ＰＲ
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３．津軽まち歩き観光推進事業
（平成 22 年度）

４．
「津軽の心と技」デザイン創生・伝承事業
（平成 21～22 年度）

[現状及び課題]
近年、個人旅行や同一エリア泊の「ゆったりのん
びり旅」の人気が高まっており、平成 18 年に実施さ
れた長崎さるく博が一千万人以上を集めるなど、こ
うした動きに対応する「まち歩き観光」が、一つの
ムーブメントとなっている。
また、津軽のまちなか（駅から徒歩、レンタサイ
クル、100 円バス利用圏）には、歴史、文化、工芸、
食、祭りなど人々の暮らしが育んだ魅力ある観光資
源が多く、
「まちなか観光」を売り出せるポテンシャ
ルが高い。
これらの状況を踏まえ、中南地域の観光振興と、
地域住民が地域の優れた資源を再評価することによ
るまちづくり意識の高揚を目指す。

[現状及び課題]
中南地域には、古くから受け継がれてきた多くの
伝統工芸品がある。また、地域の資源を活用したク
ラフトも存在する。
しかし、生活環境の変化や消費者ニーズの多様化
などにより販売額は年々減少し、従事者の高齢化、
後継者不足などの課題に直面している。
こうした現状を打破するためには、まずは地元が
伝統工芸品やクラフトの価値を再評価した上で、新
たな商品デザインやコンセプトを確立していくこと
が急務となっている。伝統的な技法を生かしつつ、
市場の変化に対応した商品を開発することが求めら
れている。

[事業概要]
○「津軽・ひろさき街歩き推進実行委員会」運営
平成 22 年 4 月に県民局と観光関係団体、まち歩き
実施団体、地元自治体、商工会議所等がメンバーと
なって「津軽・ひろさき街歩き推進実行委員会」を
組織した。
委員会の全体決定の下、ふれ～ふれ～ファミリー
ひろさきエスコートガイド、弘前観光ボランティア
ガイドの会、弘前路地裏探偵団などの街歩きガイド
実施団体により、まち歩きコース案の作成、まち歩
きガイドの募集・育成が行われている。現在、まち
歩きコース商品については 27 本が商品化されており、
今後もコースを増やしていく予定である。
平成 22 年 7 月には、これまで手動で行っていた予
約管理を、パソコン上で管理出来るインターネット
予約システムを構築し運用を開始した。

[事業概要]
○新たなデザインによる新商品の開発支援
地域の伝統工芸品・クラフトに新たなデザインを
取り込み、魅力ある商品を開発するため、平成 21 年
度はデザインのアイデアを公募し、作り手、使い手、
売り手、デザイナー等で構成する審査会において、
142 点の応募の中から最優秀賞 1 点、優秀賞 6 点、佳
作 6 点を選出した。平成 22 年度は表彰式を開催し、
商品化に向けた試作を進めている。

○街歩きの実施環境の整備
コースマップを作成し、予約システム上からダウ
ンロード出来るようにした。その他、まち歩きを疑
似体験出来るヴァーチャル街歩きを展開している。
○専門家によるまちなか魅力発掘調査
地元が見逃しがちな魅力を外部の目で発掘するた
め、モニターツアーの受入れや雑誌の取材協力など
を実施した。

○津軽伝統工芸＋craft サマースクールの開催
次の世代に地域の伝統工芸品・クラフトの魅力を
伝え、後継者育成のきっかけとするため、高校生・
大学生等を対象とした製作体験を実施した。津軽焼、
こぎん刺し、津軽裂織、あけび蔓細工、津軽打刃物、
ブナコ、木工、りんご草木染、藍染、針金(ねぷた）
工芸の各分野で活躍する講師が、数日間にわたり製
作指導を行った。
○津軽伝統工芸＋craft 展示会の開催
地域の伝統工芸品・クラフトを一堂に集めた展示
会を開催し、上記の試作品やサマースクールの成果
品などを展示した。

クラフト「ブナコ」を活用したコンポ（試作品）
弘前市内まち歩きの模様
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それを盛り上げようとする熱心な方も多くいらっ
しゃる。それらを総合的にプロデュースしていく人
財を育てていきたい。幸いなことに多くの若い方が
参加してくれており、ノウハウと経験を積むための
場を数多く提供していきたい。
」と話していた。

三八地域の取組状況
１．まちの個性を誇りに思い、世界に向けて発
信できるまちづくりを目指して
（八戸市 ＮＰＯ法人ＡＣＴＹ）
□活動概要
ＮＰＯ法人ＡＣＴＹでは、八戸市が海から拓け
た街であることに着目し、
「みなと博ランカイ」な
どの様々なイベント開催、着地型観光ツアーの企
画・実証、新しいお土産品（八戸うみねこバクダ
ン）の開発など地域の個性を生かした街づくりの
取組を積極的に行っている。
平成 22 年 11 月には、市内中心部でみなとまち
八戸を体感できる”街カフェみなと”をオープン
し、新たな市民交流の場として賑わっている。

八戸うみねこバクダン
（うみねこのフンをモチーフにしたクッキー）

２．子どもたちが誇りに思える町をめざして
（三戸町 ＮＰＯ法人三戸地域資源発掘会議
おっほの会）

街カフェみなとの様子
□活動に対する思い
理事長の町田さんは、大阪市出身で、大手旅行
会社で海外旅行商品のマーケティングや商品企画
の仕事を行ってきたが、結婚後、八戸市で生活す
るようになった。
八戸居住後は、通訳などで行政に関わり、観光
イベントなどにも参加。
「この地域には、素晴らし
い素材がある」ことを知る一方、
「素材が十分に生
かされていないのでは？」と感じていた。
出産を機に、
「子供たちが、誇れる街づくりに取
り組みたい。そのために、街の個性を誇りに思い、
その思いを世界に発信していかなければならな
い。」との思いから賛同する仲間とともに平成 12
年に任意団体としてアクティを設立。国際交流の
ための講演会からスタートし、平成 16 年にＮＰＯ
法人ＡＣＴＹとして、郷土色を全面に出したイベ
ントの開催、グッズの企画販売へと活動の幅を広
げている。
その取組の評判は高く、
平成 22 年には、
青い森鉄道㈱から依頼され、青い森鉄道の利活用
促進のための事業を行うなど、ますます活動の幅
を広げている。
今後について、町田理事長は、「地域にある素材
は、世界のどこにも負けないくらい素晴らしいもの。
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□活動概要
ＮＰＯ法人三戸地域資源発掘会議おっほの会は、
全ての人が豊かに健やかに暮らせる地域社会の実
現を目指し、地域づくりの活性化に寄与することを
目的として、平成 21 年 11 月 20 日に設立された。
三戸町及びその周辺地域の環境保全、歴史・文化
を後世に残すための事業を行い、人財育成や雇用の
促進、更には青少年の健全育成に貢献している。
これまで、食文化を通じた地方と都市の交流を目
的に東京で「三戸郷土料理を食する会」を開催した
ほか、青い森鉄道利活用アクション事業「青い森鉄
道で探検～県境の奥州街道をゆく～」において、南
部藩の歴史を学びながら奥州街道を歩く教育旅行
コンテンツづくり等に取り組んだ。今後は、城山公
園の森林整備や池の清掃などの環境整備にも取り
組んで行きたいと考えている。

駅からハイキング（田園の散策）

□活動に対する思い
「行政に頼るだけでなく、町に活気を取り戻し、
子どもたちが誇れる町にするため、歴史や郷土料理、
そして人財といった地域資源を生かして住民自ら
行動しなくてはいけないし、そのためには新しい発
想でチャレンジする意欲をもち、お金を稼げる町に
したい。
」と語る理事長の西國さんと事務局長の西
山さん。今後とも、新たに加わった若いメンバーと
ともに、元気な三戸町、稼げる三戸町、そして、子
どもたちが誇りに思える三戸町を目指した取組が
続く。

□活動に対する思い
八戸市内で寿司店を営んでいる澤上会長は、八戸
商工会議所が取り組んだ「八戸前沖サバブランド化
推進委員会」に参加し、「サバなどの地元食材の魅
力を再認識」した。
平成 19 年には、八戸市内にサバ料理専門店をオ
ープンし、この地域の食材を取り入れた料理を提供
するようになった。その後、仲間とともに、平成
22 年 6 月に「青森県どんぶり研究会」を組織した。
「地元に根付かない料理には、誰も注目しない」
との思いから、「八戸産イカをサイコロ状に切り、
漬ダレにつけ、卵黄を乗せる」という、家庭でも簡
単に作ることができる、八戸ばくだんのレシピを考
案。また、
「若い人が食べないものは、根付かない」
と強く感じており、八戸大学の学生らと一緒になり、
イカやサバのバーガーの開発にも取り組んでいる。
「県内には、地元の食材を生かした『グルメ』の
創造に取り組んでいる人が数多くいる。取組を行っ
ている団体や企業、多くの料理人の方々、そして、
ご家庭の主婦の方々と連携し、ご当地料理をどんど
ん盛り上げ、青森県の食の魅力を全国に発信してい
きたい。
」と抱負を語る澤上会長であった。

駅からハイキング（りんご園）

３．地元食材を生かした料理で地域を元気に
（八戸市 青森県どんぶり研究会）
□活動概要
青森県どんぶり研究会は、平成 22 年 1 月に、東
京ドームで開催された「ご当地どんぶり選手権」で、
「八戸ばくだん」が第 2 位となったのを契機に、青
森県の豊富な水産物・農産物を生かした新たなグル
メの創造と発掘、そして青森の「食」ブランドを高
めることを目的に発足した。
「八戸ばくだん」のレシピの公開や研修会の実施
による普及活動を行っているほか、県内各地のグル
メ開発をすべく、サバやイカを使ったご当地バーガ
ーの開発や他の地域の取組と連携したイベントの
企画、平成 22 年 11 月には、八戸市で「青森県どん
ぶり選手権」を開催するなど、“地元ならではの料
理”をキーワードに様々な取組を行っている。

八戸ばくだん
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青森県どんぶり選手権の様子

三八地域県民局の重点事業紹介

２．三八地域環境・エネルギー関連技術等活用
促進事業
（平成 22～23 年度）

１．三八地域ものづくり産業発信事業
（平成 22～23 年度）

[現状及び課題]
三八地域は日照時間の長さ、豊富な畜産・森林資
源、マイクログリッドやゼロエミッションといった
先進的な取組事例など、環境・エネルギー分野の開
発可能性が高い地域であり、このポテンシャルを新
たな産業集積へと結びつけていくことが期待されて
いる。
しかし、この分野は直ちに商業ベースに乗ること
が困難な部分も多く、地域の関係者から成る「環境・
エネルギー産業振興会議」では、取組の視点として
地域への意識啓発活動の必要性や、地域企業の技術
力向上による環境・エネルギー分野への進出促進な
どがあげられたところである。

[現状及び課題]
三八地域は北東北地域の中核的産業拠点であるが、
製造業が低下傾向にあることから、地域が一体とな
ったものづくり産業の活性化を図るため、
「三八地域
ものづくりプログラム」を策定し、産学官金が一体
となって取組を進めている。
そのプログラムの一貫として、今後の受注拡大等
ものづくり産業の活性化を図るため、当地域の企業
等が持つ独自の技術の紹介やこれまで取り組んでき
た人財育成等の取組成果等の情報発信を行っている。
[事業概要]
○ものづくり産業技術フェア in 八戸の開催
三八地域ものづくり産業の更なる発展を期するた
め、県内のものづくりに積極的に取り組む元気な企
業や各地域で産学官金連携に取り組む人々が八戸市
に一堂に会し、自ら培った技術力・製品及び取組等
を域内外に広くアピールすることで、新たなビジネ
スチャンスの獲得につなげるとともに、域外も含め
た産学官金連携のネットワークづくりを進めること
を目的に、平成 22 年 11 月に開催した。
フェアでは、企業や大学等の出展による展示会、
講演会及び三八地域ものづくり産業振興に関する事
例発表が行われ、県内外から多くの来場者があり、
出展企業においては、取引の成立、取引に向けた具
体的交渉及び提携につながった事例もあった。また、
出展者同士の交流、異業種間の交流が活発に行われ、
貴重な意見により、自社製品・技術の改良のヒント
を得た企業もあることから、産学官金連携による、
新技術、新商品の開発に取り組む気運が生まれてい
る。
平成 23 年度は、22 年度の成果を生かし、より一層
の継続的な商談、開発・製造・販売における提携や
販路の拡大などを目指し、
「ものづくり産業技術フェ
ア」を開催するなどより一層の情報発信することと
している。

[事業概要]
当地域での環境・エネルギー分野の産業化に向け
た動きを導出するため、普及啓発と地域企業の技術
力向上の両面に取組んでいる。
○「環境・エネルギー親子体験フェスタ」の開催
地域住民の方々の環境・エネルギー分野への理解
を深めることを目的に、夏休み期間中に親子体験イ
ベントを実施するものである。
平成 22 年度はソーラーカー工作や電気自動車試乗、
自動車リサイクル現場の見学等を実施、3 回で延べ
84 名の参加を頂いた。アンケート結果では、参加児
童・保護者から「良く分かった」
「様々な企業の環境
への取り組みを知ることができた」などの評価を頂
いている。
○太陽光パネル施工関連研修の実施
余剰電力買取制度の実施などを背景に、大幅な増
加が見込まれる太陽光発電パネル設置市場への地域
企業の参入促進を目的として、参入意向を有する企
業を対象に研修会を行うものである。
平成 22 年度は、国による一般的な研修に加えて、
独自に積雪寒冷地における施工の留意点や、産業用
発電施設の施工等に関する研修会を実施した。

環境・エネルギー親子体験フェスタの様子
ものづくり産業技術フェア in 八戸の様子
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３．三八地域広域観光推進プロジェクト事業
（平成 20～23 年度）

４．三八地域農商工ネットワーク形成事業
（平成 21～22 年度）

[現状及び課題]
三八地域の観光客入込数は東北新幹線八戸駅開業
後に大幅に増えたものの、近年は伸び悩んでおり、
宿泊客数も開業前とあまり変わっていない。また、
面的な広がりを欠き、旅行客に魅力ある観光が提供
できていないという課題を有している。
一方、グリーン・ツーリズムや産業観光について
は、他の地域にはないポテンシャルを有している。
三八地域活性化協議会の平成 19 年度の提言におい
て、
「グリーン・ツーリズム、産業観光と他の観光資
源を組み合わせ、観光客が求める旅行商品が提供で
きるようなシステムづくりが必要」と提言されてお
り、この提言を踏まえ、平成 20 年度から実施してい
る。

[現状及び課題]
三八地域は、多種多様な農林水産物が存在してい
る地域であり、また、食品製造業が県内で最も集積
しているほか、県内で最も早く農産加工グループを
組織して、農産加工に取り組んだ地域であり、食品
製造に係る設備・知見が集積された地域である。
しかし、農・商・工が有する設備・知見が十分に
生かされているとは言えない状況にある。
そこで、当地域の農・商・工業者が持つ優れたポ
テンシャルを活かし、地域の農林水産資源の高付加
価値化を促進することを目的に、事業を実施した。

[事業概要]
平成 20 年 7 月に、市町村観光関係者で構成する八
戸広域観光推進協議会を設立し、ワンストップサー
ビスが可能となるよう受入窓口を設置（観光コーデ
ィネーターを配置）し、観光資源の掘り起こしや旅
行商品の企画、モニターツアーの実施などを行って
いる。
広域観光を推進することにより、(社)八戸観光コ
ンベンション協会と共同して、早朝から開いている
銭湯での朝風呂と八戸市内の朝市での買物・食事を
乗合タクシーで楽しむ「八戸あさぐる」の開発・提
供につながったほか、完熟フルーツ狩りとスイーツ
作りを組み合わせた観光メニュー「北のフルーツパ
ーラー」が生まれるなど、地域の観光資源を活用し
た観光メニューづくりが地域全体で行われている。
平成 23 年度は、引き続き、市町村をはじめとする
関係団体と協力して、観光資源の掘り起こし、ブラ
ッシュアップに取り組むほか、旅行業の登録を新た
に行った(社)八戸観光コンベンション協会の旅行商
品企画の支援等に取り組むこととしている。

[事業概要]
農商工連携による地域資源の高付加価値化の取組
を導出することを目的に事業を実施している。
○出荷団体と食品製造業者との情報交換の開催
新たな地域資源の掘り起こしと地域資源を活用し
た新製品開発の取組を導出するため、農業協同組合、
漁業協同組合等の出荷団体と食品加工業者間の情報
交換会を開催。
この情報交換会での意見交換をきっかけに、農商
工連携による新製品の開発が始まっている。
新製品例：学校給食用ガーリックチキン
サバリンゴ味噌煮
しゃくしな漬け物 など
○イカの街はちのへまちづくり研究会
当地域は、日本一のイカの水揚げを誇る地域であ
り、食品としての活用のほか、文化・料理など多方
面でイカが活用されているが、全国的な知名度が低
いことから、それらの業界や市民を結集し、日本一
のイカをアピールすることを目的に組織。
情報発信の契機の一つとして、イカの日（毎月 10
日）及び八戸イカの日（8 月 10 日）を決定。8 月 10
日には、他の団体と連携し、市内各地でイベントを
開催したほか、毎月 10 日のイカの日には、市内スー
パーのフェア、学校給食での提供等様々な場でイカ
を活用した取組が出始めてきた。
○積極的な情報発信
地元住民への周知のため、県民局まつりや水産加
工展示会などの展示会等の場を利用し、地域資源を
活用した製品等の紹介を行った。

北のフルーツパーラーの様子
イカの日のイベント（写真は“八高イカ踊り”
）
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り、到底私達の世代だけでは前に進めません。かな
ぎ元気倶楽部は、未来を担う世代とともに活動の場
を持ち、地域を愛する価値観や手段を共有したいと
船の舵を切りました。
」と語ってくれた。

西北地域の取組状況
１．
「年中どこかで何かが面白いまち」
を目指して
（五所川原市 ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部）
□活動概要
ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部は、五所川原市金木
地区において、地域の伝統文化、伝統芸能を生かし
た観光による経済活性化を目指し、様々な取組を行
っている。
五所川原市指定管理者として地域の象徴である
太宰治記念館「斜陽館」と「津軽三味線会館」の運
営を行っているほか、小説「津軽」に登場する津軽
鉄道旧芦野公園駅舎を活用した喫茶店「駅舎」、太
宰の恩師であり、生家津島家の縁戚である旧傍島家
を再生した「かなぎ元気村」の運営や、地場産品に
よるオリジナル商品開発、奥津軽と太宰情報を網羅
したポータルサイトの運営、オリジナル旅企画の提
供などその活動は多岐にわたる。
また、平成 21 年度より、地域全体の魅力を詰め
込んだフィールドテーマパーク「太宰ミュージア
ム」を西北地域県民局とともに提唱し、地域の魅力
あるコンテンツの発掘と情報発信や誘客活動を展
開している。

かなぎ元気村「かだるべぇ」
（農作業体験やひば細工体験などが楽しむことができる）

２．津軽鉄道でお待ちしています
（五所川原市 津軽鉄道(株)
奥津軽トレインアテンダント）

観光ガイド「太宰治ゆかりの地かなぎ文学散歩」の様子

□活動に対する思い
「私達は、太宰ミュージアム構想を究極の地域づ
くりテーマと捉え、『年中どこかで何かが面白いま
ち』を形にしようとしています。」と専務理事を務
める伊藤一弘さん。「多くの人々を安定してこの地
に呼び込むことで地域全体へのビジネス環境を提
供し、雇用と定住の促進によって地域の活性化を図
りたいと考えています。ただ一過性の話題づくりや
ボランティア活動だけでは決して地域経済にまで
波及しません。人と人が心をつなぐことで成り立つ
コミュニティビジネスの手法が活性化の糸口にな
ると考えています。」伊藤さんの言葉からは地域経
済を元気にしたいという熱い思いが伝わってくる。
「地域づくりというテーマは終わりのないもの。方
向付けは容易ではありません。目の前の現実にベス
トを尽くしていますが、ビジョンはまだまだ先にあ
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□活動概要
奥津軽トレインアテンダントは、国の「ふるさと
雇用再生特別交付金制度」の活用により、平成 21
年度から津軽鉄道に配属されている 7 名の客車乗
務員であり、沿線を含む西北地域の観光ＰＲや地域
の特産品等の紹介を行っている。
観光ＰＲの手段として大きな役割を担っている
のが毎日のブログ更新であり、新鮮で生きた情報を
伝えるため、積極的に取材に出掛けている。
また、年間を通じ、季節感のあるものを中心に、
手作りにこだわった、様々なイベント列車を企画・
運行し、お客さまに喜ばれている。
車内での観光案内の際は、お客様の目的や滞在時
間等を踏まえた対応を心掛けており、県外のお客様
はもちろんのこと、地元のお客様との交流も大切に
している。乗降時のお手伝いやお客様との何気ない
日常会話が楽しみであり、業務に携わる上での励み
にもなっている。

列車乗務での案内の様子

□活動に対する思い
「活動が始まってから 1 年半、私たちはたくさん
の『奥津軽の魅力』に触れてきましたが、いつも感
謝しているのが人の温かさです。ある日突然現れた
私たちを嫌な顔をせず受け入れ、『ご苦労さま、頑
張れ』と応援してくれたり、地元の人しか知らない
情報を提供してくれたり、ある時は津軽弁の先生に
なってくれたりと、地域の人の温かさに支えられこ
こまでやってくることができました。人の温かさだ
けでなく、方言のぬくもり、自然の豊かさ、また四
季の美しさなど本当にたくさんのことを教わりま
した。
」と話すアテンダントの皆さん。
「私たちが乗務する列車には、これらの魅力に出
会っていない人たちがまだまだたくさんいると思
います。一人でも多くの方に、私たちが感動した『奥
津軽の魅力』を伝え、またここに来たい、と思って
いただけるよう、この奥津軽の中で成長した私たち
だからこそできる『ぬくもりあるおもてなし』でお
客さまをお迎えしたい。」と素敵な笑顔で今後に向
けた抱負を語ってくれた。

りに力を注ぎ、気象変動に左右されない品質・収量
を確保している。
また、大型で高性能な農業機械を効率的に稼働さ
せるため、自力で 30ａ区画を 90ａ程度まで拡大し、
10ａ当たりの労働時間を本県の指標と比較すると、
水稲・小麦では約 37％、大豆では 54％まで削減し
ている。
一方、管内で問題となっている有人ヘリコプター
防除による農薬飛散や、わら焼きによる健康被害等
に対処するため、集落の仲間で、無人ヘリコプター
による防除組織や大型ロールベーラーによる稲わ
ら収集組織を設立して地域の問題解消に貢献して
いる。

無人ヘリコプターによる

大型ロールベーラーによる

病害虫防除作業

稲わら収集作業

□活動に対する思い
境谷さんは「農業一筋でメシを食う」ことを目標
に就農したが、「地域と共に歩む」をモットーに、
近隣集落の転作組合等と協調しながら規模拡大を
進めている。

奥津軽トレインアテンダントのみなさん

３．地域と共に歩む！ 農作業受託や借地を主
体とした水田大規模経営
～平成 22 年度農林水産祭天皇杯受賞～
（五所川原市 ㈲豊心ファーム
代表取締役 境谷 博顯）
□活動概要
境谷博顯さんは、高校卒業と同時に就農し、昭和
50 年、24 歳の若さで父から水田 7.4ha の規模で経
営移譲され、水田単作地帯での経営規模拡大を進め
てきた。
昭和 62 年に、水稲と同じ機械体系で栽培可能な
小麦を本作化するため、乾燥・調製施設を新築して、
集落内外からの収穫・乾燥・調製作業を受託し、ま
た、平成 12 年に大豆栽培を開始したことにより、
水稲・小麦・大豆の 3 本の基幹作目が揃い、現在の
水田農業の経営基盤が固まった。
平成 21 年の受託を含む作業規模は、水稲 59ha、
小麦 90ha、大豆 96ha、合計 245ha で、県内屈指の
大規模経営となっており、栽培面では、特に土づく
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境谷博顯さん（前列中央）とご家族、社員のみなさん

境谷氏に今後の目標を尋ねると、
「水稲・小麦・
大豆ともに 100ha、合計 300ha を作付し、消費者・
実需者に自信を持って販売・提供したい。そのため
にも、水稲乾田直播栽培の拡大等により一層の省力
やほ場の効率利用を達成し、法人経営の安定化と今
後も地域に信頼される経営体を目指したい。また、
西北地域の 2 万 ha の水田は本県の 4 割を占める穀
倉地帯であるが、老齢化が著しく新規就農者も少な
いため、五農高生等に農業の魅力を伝え、担い手育
成に積極的に関わって行く。
”義務を果たし、憂いは先に、喜びは後に”を社
訓に、これからも地域と共に歩んで行きたい」と語
ってくれた。

西北地域県民局の重点事業紹介
１．西北地域「軽トラ市」まちおこし事業
（平成 22～23 年度）
[現状及び課題]
西北地域の農林水産物は、各地の産地直売所にお
いて販売額が伸びているが、更に地産地消を推進す
る必要がある。
一方、旧来の商店街は郊外型量販店の進出により
シャッター街化が進んでいる。
このことから、街区が持つ潜在的集客力と新鮮さ
や工夫された加工が魅力の地域農林水産物の販売を
コラボレーションすることによって、地元の商品や
農林水産物の流通に活力をもたらし、地域経済の振
興につなげる必要がある。
[事業概要]
西北地域産直団体と五所川原市商店街等の連携に
より、定期的に歩行者天国を開催し、この会場内に
設営が簡単で、販売店舗として利用できる軽トラッ
クでの「市」を商店街活動の中心イベントとして位
置づけ、商品流通の新たな場を形成する。
また、市に参加する団体の交流を通じて新たなビ
ジネスづくり等に発展させる機会を作り、地域経済
の振興を図るものである。
平成 22 年度は、大町商店街振興組合、西北津軽産
直ネットワーク、五所川原商工会議所などの関係団
体が連携して軽トラ市を主催する「ヤッテマレ軽ト
ラ市まちおこし実行委員会」の設立を支援し、6 月か
ら 10 月までの毎月 1 回(年 5 回)、五所川原市大町 2
丁目通り（通称：立佞武多通り）の約 220ｍを歩行者
天国にして、9 時から 13 時まで「ヤッテマレ軽トラ
市」を開催した。

多くの買い物客で賑わう軽トラ市
軽トラ市では、西北地域内外から参加した出店者
の軽トラックが会場内に約 50 台並び、地域で取れた
新鮮な農林水産物や加工品、特産品などを多数販売
するとともに、大町商店街でも販売や集客イベント
等を行い、毎回多くの買い物客で賑わった。
実行委員会では、来場者アンケートなどの結果を

踏まえ、定期的に検討会議を開催して、販売商品の
充実や来場者サービスの向上などの改善に努め、軽
トラ市が活気と集客力のある地域イベントとして大
きく育つことを目指している。
このほか、軽トラ市参加団体の育成と交流を図る
ため、参加団体を集めた研修会や意見交換会を開催
している。
平成 23 年度は、軽トラ市の運営・ＰＲなどを支援
しながら、実行委員会の自主運営により軽トラ市を
継続開催できるよう誘導していくこととしている。

会場内に整列した軽トラック

２．元気な農山漁村新生業づくり推進事業
（平成 21～22 年度）
[現状及び課題]
西北地域の人口は、昭和 35 年の 23 万 5 千人をピ
ークに減少が続いており、昭和 55～60 年にかけて人
口のピークを迎えた県内他地域よりも早くから人口
減少及び高齢化が進行している。この傾向は、特に
農山漁村地域において著しい状況にあるが、その背
景には、地域内で十分な所得を確保できないことが
大きな要因と考えられる。
このような状況から脱却するためには、これまで
の行政主体の支援ではなく、地域の住民が自らの視
点で、地域の資源を活用し、地域に根ざした新たな
生業づくりを進め、農山漁村地域の活性化を図って
いく必要がある。
[事業概要]
東北新幹線全線開業と連動し、ＪＲ五能線と津軽
鉄道沿線への誘客と観光客の増加を図るため、古民
家を活用した体験・宿泊等のグリーン・ツーリズム
や、西北地域の農林水産物を活用した加工品や土産
品の開発など、西北地域ならではのビジネスモデル
プランを作成し、地域において実証を行い、新たな
生業づくりと起業の促進を図る。
平成 21 年度は、有識者、市町及び生産者のリーダ
ー等で構成する「新生業づくり検討委員会」を設置
し、
「生業の種」を発掘するための検討を行い、その
結果をもとに以下の 5 つのビジネスモデルプランを
作成した。
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①「漬物の里づくり事業」
②「奥津軽のふるまいレストラン事業」
③「奥津軽 民話と小説のふるさとづくり事業」
④「津軽日本海の海の幸商品づくり事業」
⑤「お米の里づくり事業」
平成 22 年度においては、農山漁村女性や地域のグ
ループ、ＮＰＯ法人等の 6 団体が、検討委員会の委
員からのアドバイス等を参考に、商品の開発・改良
や伝統料理・文化の保存・伝承、体験メニューの検
討など、ビジネスモデルプランの試行に取り組み、
この結果を踏まえた成果や課題等を取りまとめ、新
たな生業づくりの推進による農山漁村地域の暮らし
の維持・向上につなげていくものである。

新生業づくり検討委員会の様子

ど、西北地域の歴史遺産が注目されており、東北新
幹線の全線開業と相まって、この絶好のタイミング
を逃すことなく取組を進める必要がある。
[事業概要]
従来、歴史的学術的観点からの評価は非常に高い
ものの観光面での取組が十分とは言えなかった、西
北地域の重要かつ多様な歴史資源（亀ヶ岡、十三湊、
北前船等）に着目し、観光面からの磨き上げや観光
ガイドの育成による観光客受入態勢の強化を図り、
奥津軽の歴史観光を広く全国にＰＲしていく。
（平成 22 年度の取組実績）
関係自治体や観光団体等による検討委員会を設置
して、歴史資源の魅力アップや関連の食・土産等情
報の収集、おすすめモデルコース等を検討し、歴史
観光ガイドブック「奥津軽歴史探訪」を作成した。
また、首都圏や県内観光拠点等に幅広くガイドブ
ックを配布してのＰＲや、地元においても地域の歴
史資源の素晴らしさ、観光資源としての魅力を再認
識してもらうためのフォーラムを開催した。
（平成 23 年度の取組予定）
歴史観光コンテンツ「奥津軽歴史探訪」の更なる
磨き上げを図るため、前年度に引き続いて検討を行
い、ガイドブックの更新・増刷やホームページによ
る情報発信など、より効果的なＰＲ方法を検討する。
また、訪れる観光客の受入態勢の向上を図るため、
歴史資源に興味を持つガイド希望者等を対象とし
て、歴史好きの旅行者からの質問にも対応出来る専
門的な知識や、歴史にまつわる食など幅広い知識・
情報を有する奥津軽歴史探訪ガイドを育成するため
の研修を行う。
奥津軽地域全体の知識を併せ持つ広域的ガイドの
育成を通じて、市町村単位に留まらない「奥津軽歴
史探訪」へと誘導し、広域・滞在型観光へつなげて
いくことを目指す。

「漬物の里づくり事業」
（新商品：プルーンとりんごのしそ巻（右下）
）

３．奥津軽の歴史探訪推進事業
（平成 22～23 年度）
[現状及び課題]
西北地域は、十二湖、白神山地や立佞武多など、
自然や祭りの分野では、既に観光資源として高い評
価と集客力を備えている一方で、通年・滞在型観光
へと結び付けていく取組が十分とは言えない状況に
あることから、旅行志向の強いシニア層に訴求力の
ある文化的な観光コンテンツの育成が必要な状況に
ある。
現在、つがる市の亀ヶ岡石器時代遺跡をはじめと
する「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」の
世界文化遺産登録に向けた取組が進められているな
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歴史観光ガイドブック「奥津軽歴史探訪」

上北地域の取組状況
１．東北新幹線七戸十和田駅開業を契機とした
若者たちによる地域おこし
(七戸町 疾風組・七戸はやぶさＰＲ隊
・しちのへ若駒商人隊)
□活動概要
東北新幹線七戸十和田駅が開業した七戸町では、
若者たちが結成した複数の団体により、地域おこ
しに向けた取組が活発に行われている。
「疾風（はやて）組」は、七戸町立七戸中学校
昭和 63 年度卒業生有志により結成。町内の飲食店
や温泉などが記載された「ぐるめ温泉マップ」は、
旧七戸町のエリアで初版（1 万部）
、旧天間林村を
含めて全町エリアを網羅した第 2 版（3 万部）が制
作され、町を訪れた人々にも好評だ。
「七戸はやぶさＰＲ隊」は、テレビ番組の出演
を機に、商工会青年部のメンバーが中心となって
結成。最新型新幹線車両の「はやぶさ」をモチー
フにした「かぶりもの」をして、各種イベントで
も存在感のあるパフォーマンスを行い、マスコミ
などにも多数取り上げられている。
「しちのへ若駒商人隊」は、中心商店街活性化
を目的に、
若手後継者により結成。
平成 21 年には、
ハロウィンやクリスマスなどの時期に「ラストフ
ライデーナイト」を開催したほか、清掃活動、40
店舗での店頭幕設置など、中心商店街を軸にした
ユニークな活動を行っている。
□活動に対する思い
「自分たちを育ててくれた町に恩返しがしたか
った」という思いが強いという「疾風組」のメン
バーは、
「ぐるめ温泉マップ」制作の協力を得るた
め、飲食店などに何度も足を運んだという。代表
の田中清一さんは「以前からマップ制作の話題は
出ていたが、具体的な動きがなかなか出てこない
中で『やろうという気持ちがあればできる』とい
うことを示したかった」と制作当時を振り返った。
「このマップを片手に、町内のお店へ 1 人でも多
く足を運んでもらいたい」ということで、今後は
掲載店舗であることがわかるよう、店頭などに「目
印」を設置することも考えているという。

さらに、田中代表は「七戸はやぶさＰＲ隊」の
代表代行兼広報でもある。
「開業時点から、七戸十
和田駅はターミナルではなく『通過駅』であり、
さらに 5 年後には北海道まで延びる。駅を利用し
てもらうには、多くの人に『駅を知ってもらう』
必要がある」という思いがＰＲ隊の活動の根源。
他の商工会青年部などに協力を依頼し、周辺地域
の人に「地元の駅である」という意識付けもした
かったという。その結果、今では各地域のお祭り
などでの相互協力といった広域的な連携が生まれ
た。今後も、町内外のイベントでの積極的なＰＲ
や、駅でのお出迎えも行いたいと意気込んでいる。

中心商店街での駅開業イベント：はやぶさ「連結」！
「しちのへ若駒商人隊」は、駅やその周辺だけ
でなく、中心商店街も元気にしたいという思いが
ある。駅から商店街までは約 3 キロという物理的
な距離があるが「その距離感覚を縮めるためにも、
商店街には面白いものがあるという仕掛けづくり
や、
『商店街は元気だ！』という発信が必要」と語
るのは、隊長の田中忠則さん。駅開業時には、七
戸はやぶさＰＲ隊や農業関係の青年部員などを巻
き込んで、商店街での開業イベントも行った（前
出写真）。今後は、駅の利用者に「絵馬」を渡し、
商店街に奉納するスペースを作って観光客を呼び
込むことや、休憩所・休憩ベンチの設置など、ハ
ード・ソフト両面での「仕掛け」を模索中だ。

中心商店街自慢の店頭幕を
ぜひ見に来てください！

「ぐるめ温泉マップ」片手に七戸町へいらっしゃい！
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七戸町の 3 団体をご紹介したが、特筆すべきな
のは、3 団体同士や他の団体・組織などが柔軟に連
携しながら活動しているということ。地域づくり
を進める上で、非常に重要なことであり、若者た
ちの活躍が今後も期待される。

２．安全安心なまちづくり
（十和田市 「セーフコミュニティとわだ
をすすめる会」
）

３．日本初の日本短角種による有機牛肉生産・
販売への取組 （七戸町 七戸畜産農協）

□活動概要
病気以外の事故やけがは、運が悪いとか偶然の
結果ではなく、予防できるというＷＨＯ（世界保
健機関）の理念に賛同し、十和田市がセーフコミ
ュニティとして認証されるよう支援するボランテ
ィア組織として、2007 年(平成 19 年)1 月に「セー
フコミュニティとわだを実現させる会※」として発
足した。
2009 年（平成 21 年）8 月に十和田市が「セーフ
コミュニティ」として認証取得をするまでの間、
一般・介護・福祉・保健・建築・教育・行政分野
の会員 35 名で活動、高齢者の転倒の原因を探る
1,000 人アンケート調査や、市内全小中学生標語コ
ンクール、秋祭りなどでの啓発パレード、国内外
での研究学会での発表など、数々の取組で十和田
市のセーフコミュニティを支えてきた。
□活動に対する思い
病気や外傷（事故やけが）の予防は個人の努力
しだいであると誰もが考えているが、個人の努力
は継続が難しいものである。
そのため、発生の多い事故やけがに対して、生
活環境などを改善することで予防できないか知恵
を絞ることが大事になっており、交通事故や自殺、
転倒など多くは予防可能とされている。
性別・年代・職業を問わず様々な人達が知恵を
出し合い、取り組むことで改善を図り、周りの人
達にも進めていく手法がセーフティプロモーショ
ン。
しかし、この英語に市民がなじまず普及が遅れ
る一因になっている。
セーフコミュニティの推進は、まさしく現在、
地域の関係性の希薄化や少子・高齢化が進んでい
る地域の安全・安心を守る鍵になると確信し、誰
でもが住みたくなるまち、誰もが訪れたくなる十
和田市を目指して根気よく活動を続けることが会
員全員の思いとなっている。

秋まつりパレードに参加したメンバー
※平成 22 年 1 月より現
「セーフコミュニティ―とわだをす
すめる会」に名称変更。
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□活動概要
日本短角種は、青森県、岩手県、秋田県の北東
北三県が原産の和牛で、頑健で泌乳量が多く、放
牧に適した品種であるが、肉は脂肪交雑（サシ）
が入りにくいため、輸入牛肉等との競合により飼
養頭数が激減してきている。しかし、七戸畜産農
業協同組合では、この品種の存続に熱い思いをか
け、牧草主体で牛肉を生産する優れた特徴を生か
しながら自家産飼料のみを給与する有機牛肉の生
産に取り組み、平成 21 年 12 月には「有機畜産物
ＪＡＳ」の認定を受け、安全・安心な牛肉を求め
る消費者を対象として販売している。

夏は広い牧場で過ごす
□活動に対する思い
七戸畜産農協では、平成 4 年当時から、うま味
成分を多く含む赤身肉主体のヘルシーな短角牛肉
に理解を示す首都圏のこだわり消費者をターゲッ
トに、産直販売を行ってきた。
平成 15 年からは一歩踏み込んで、雑草と闘いな
がらの「無農薬・無化学肥料による国産飼料の生
産と給与」、増体量確保の工夫を重ねながらの「放
牧とゆとりある牛舎での飼養」に取り組み、「青
い森の元気牛」のネーミングで都内の高級百貨店
において冬期間限定で店頭販売を続けてきた。
その後、
「安全・安心」な食材としての評価の高
まりや、健康を意識した良質な赤身肉に対する需
要の増加から、これまで生産してきた牛肉に比べ
より付加価値の高い「有機畜産物ＪＡＳ」認定を
受けるため、関係者によるプロジェクトチームを
立上げ、活動を展開した結果、「生産行程管理者」
の認定を受けるに至った。
また、食肉処理から流通販売までの関係者の理
解が得られ、各団体が有機畜産物ＪＡＳ認定を取
得したことにより、平成 22 年 3 月から「あおもり
有機短角牛」のネーミングで、有機認定牛肉とし
て全国初の販売を開始した。
今後、日本一健康な牛肉としてＰＲ活動等を重
ねながら、より多くの消費者に安全・安心な牛肉
を届けたいと意気込んでいる。

２．上北地域温泉ネットワーク推進事業
（平成 22～23 年度）

上北地域県民局の重点事業紹介
１．東北新幹線七戸十和田駅開業キャンペーン
推進事業
（平成 22～23 年度）
[現状及び課題]
東北新幹線七戸十和田駅は、平成 22 年 12 月 4 日
に開業し、十和田湖・奥入瀬渓流、東八甲田、下北
半島等の観光拠点駅としての期待が高いが、八戸駅
と新青森駅の中間に位置する新駅であり、認知度の
一層の向上を図る必要がある。
[事業概要]
上北及び下北地域の観光事業者や地域住民等が七
戸十和田駅と周辺エリアの観光資源の魅力を認知し、
これらをＰＲすることにより、駅及び周辺エリアの
観光資源の認知度アップを図るとともに、東北新幹
線全線開業に係る地域一体となった受入体制づくり
や情報発信等の取組を強化する。また、日帰りも含
めた小旅行が可能となる仙台・盛岡周辺からの観光
客の誘致による交流人口の拡大を図る。
なお、本事業は、東北新幹線七戸十和田駅開業事
業実行委員会（事務局：七戸町新幹線建設対策課）、
上北地域県民局及び下北地域県民局の共催で実施す
るものである。
平成 22 年度は、
七戸十和田駅開業イベントとして、
しちのへ産直七彩館オープニングイベント（4 月 24
日～25 日）
、七戸町観光交流センターオープニングイ
ベント（11 月 6 日～7 日）及び七戸十和田駅開業記
念イベント（12 月 3 日～5 日）を開催し、上北及び
下北地域の物産販売・郷土芸能アトラクション等を
行うとともに、上北乗馬の里形成事業と連携して、
馬車運行や馬とのふれあい等を行った。また、タウ
ン情報全国ネットワーク東日本ブロック 9 誌共同誌
面企画を活用し、東北新幹線沿線の主要タウン情報
誌において、上北及び下北エリアの情報発信を行っ
た。
平成 23 年度は、七戸十和田駅開業 1 周年イベント
の開催、タウン情報誌及び旅行雑誌による情報発信、
旅のエッセイストによるモニターツアーの実施を予
定している。

[現状及び課題]
県内約 300 箇所の温泉施設のうち、上北地域には
約 80 箇所もの温泉施設があるものの、これまで温泉
施設の統一的な情報を網羅した情報発信ツールが整
備されていなかったこと等により、地域の活性化に
活用しきれていなかった。
また、観光資源としての温泉の価値を高め、その
活用の促進を図ることや、上北地域全域に点在する
温泉施設と道の駅をはじめとする産直施設や主要観
光スポット等とのコンビネーションによる域内周遊
観光を促進することにより、交流人口の拡大と地域
活性化を図る必要がある。
[事業概要]
平成 22 年度は、上北地域の温泉施設のネットワー
ク化による「上北地域温泉ガイドマップ」を活用し
た一体的な情報発信、温泉をメインテーマとした観
光モデルコースのタウン情報誌掲載、温泉施設関係
者を対象に温泉資源の再認識を図るための「上北地
域温泉セミナー」を開催するとともに、一般県民も
巻き込んでの温泉を活用した地域振興をテーマとし
た「温泉フォーラム」を開催した。

上北地域温泉ガイドマップ
平成 23 年度については、域内温泉施設のより一層
の周遊型観光の促進とそれによる交流人口の拡大及
び地域活性化を図るため、温泉スタンプラリーを実
施するとともに、域内温泉施設関係者の人財育成を
目的とした取組を行う予定である。
これらの取組により、県民を中心とした温泉巡り
など域内周遊型観光旅行による交流人口の拡大のほ
か、産直施設をはじめとした立寄り施設等への入込
客数の増加、さらに、上北地域の温泉資源の再認識
と温泉ファン、口コミ効果による県内外からの観光
客数の増加等が期待される。

七戸十和田駅開業記念イベントの様子
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３．「農業とともに住み続けていける地域づく
り」実践事業
（平成 22～23 年度）

４．上北農業を担う次世代経営モデル育成事業
（平成 22～23 年度）

[現状及び課題］
人口減少社会への対応について、県農林水産部が
取りまとめた「人口減少社会における農村集落の法
人化モデル」（平成 21 年 4 月 13 日）では、農業人
口の大幅減少と高齢化、耕作放棄地の増加、コミュ
ニティや農村文化の伝承など集落機能の弱体化を指
摘し、これからの展開方向として、集落営農組織の
法人化、販売力の向上、他分野への参入などの取組
強化を提言している。
このことを受けて、上北地域における人口減少社
会に対応できる地域づくりを推進するため、営農組
織の法人化や販売力の向上、加工の導入などによる
「生業づくり」を推進する地域モデルづくりが必要
となっている。

[現状及び課題］
上北地域は、耕地面積が広く、1 戸当たりの経営規
模が県平均の約 1.5 倍と大きいものの、担い手農家
の減少に伴い、耕作放棄地が県内の 41％を占め、県
内 6 地域で最も多い。これを解消するためには、大
規模経営を実現する担い手の確保が重要な課題とな
っている。
担い手の動きとして、建設業からの農業参入や参
入希望があり、今後地域農業を支える中核的な担い
手として期待されているものの、生産技術の向上や
販売力の強化が課題となっている。
また、農業者の中には、加工や販売の工夫に取り
組む大規模法人が出現しているほか、このような大
規模法人を目標とする若手農業者がみられることか
ら、これらの育成が必要となっている。

[事業概要］
農業を主産業とする三沢市の北三沢地区を対象地
域とし、地域特性に応じた取組を総合的に展開する
ことで、農業とともに住み続けていける地域づくり
の実践モデルとして構築し、人口減少社会における
持続可能な新たな社会システムの構築手法を検証す
るとともに、他地域への波及を図る。
具体的には、
① 農事組合法人「フラップあぐり北三沢」（仮称）
の設立や営農開始に向けた準備及び組織運営への
支援
② 耕作放棄されている水田を耕作可能な状態に回
復し、水稲、野菜などの地域に適した栽培技術の
実証
③ 有識者及び地元関係者等で構成する「北三沢地
区コミュニティ活性化協議会」の設立や活性化プ
ログラム（計画）の策定及び具体的な地域活性化
施策の実施への支援
を実施する。

[事業概要］
農業参入している建設業や大規模化等を志向する
若手農業者を対象とし、大規模経営の実現に必要な
経営目標の明確化や先進的な技術、経営ノウハウな
どの習得をすすめ、経営目標の実現に向けた取組を
開始するモデル経営体の育成を目指す。
具体的には、
① 大規模化に向けた人的ネットワークを構築する
ため、農業に参入した建設業者や大規模化等志向
農業者と、県内外の大規模法人経営者、加工・流
通関係者、農業経営士などとの交流を促進するフ
ォーラムの開催
② 大規模化に向けた経営力の向上を図るため、講
演会、個別相談会、県内外先進事例研修、地区農
業経営士による個別指導、大規模化に向けたビジ
ネスプラン作成研修会の開催
を実施する。

現地実証ほ検討会の様子

講演会後の意見交換の様子

- 133 -

実践できるよう、更なるスキルアップを図ることに
しており、「地元の人と触れ合う機会を提供できる
ガイドとして、本物のおもてなしができるガイドを
目指して頑張っていきたい」と意気込んでいる。

下北地域の取組状況
１．本物のおもてなしで迎えられるガイドを目
指して
（むつ市 下北を知る会）
□活動概要
「下北を知る会」は、下北の歴史や文化、自然
などについて学習することや観光ボランティアガ
イドの育成を目的として、下北検定合格者の有志に
よって、平成 21 年 12 月に結成された組織である。
平成 22 年度は、検定で身につけた知識を生かし、
更にガイドの実践演習や救命講習などを重ねてい
くことにより、同会会員の中から約 10 名が、東北
新幹線全線開業に合わせて運行された「ぐるりんし
もきたＷｉｎｔｅｒ号」でのボランティアガイドと
して、デビューを果たした。

ガイドを行う中川会長

２．大湊海軍コロッケで下北を元気にしたい
（むつ市 大湊海軍コロッケ普及会）
□活動概要
大湊海軍コロッケは、平成20年から取組が始ま
り、いまでは下北地域を代表するご当地グルメとな
っている。
平成22年3月に認定事業者が「大湊海軍コロッケ
普及会」を結成し、大湊海軍コロッケによる下北地
域の活性化を目的に、普及・情報発信・認定などの
活動を行っている。

ぐるりんしもきたＷｉｎｔｅｒ号
□活動に対する思い
会長の中川さんは、同会の中でも飛び抜けて若
く、会長に選ばれた時には、やや気後れもしたが、
「自分の好きな下北のためにできることを見つけ
たい」との思いで快諾。責任を痛感するとともに、
「ガイドの活動を通して、
『下北を元気にしたい』
という同じ目標を持った人たちと交流することに
よって、地域を越えた人と人の輪が広がっていくこ
とが一番の楽しみでもあり、やりがいでもある。
」
と語る。そんな風にして交流の輪を広げ、常に個々
のスキルアップを図っていくことが、自身の人生を
も豊かにしていくことになるのだと強く感じてい
る。
東北新幹線全線開業は、下北の観光にとっても
「最大で最後のチャンス」と捉え、美しい自然と豊
かな海や山の幸にガイドの魅力が加われば、観光面
でもプラスになるものと信じ、
「地元の言葉で、地
元の目線で、ありのままの下北を紹介した」と話す
中川会長。
平成 23 年度も、専門の講師を招いて分かりやす
い話し方やガイドに必要な「おもてなしの心」を学
んだり、県内の先進的なボランティアガイドの取組
について学ぶことによって、より魅力的なガイドが
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□活動に対する思い
大湊海軍コロッケ普及会の菊池光弘会長は、「こ
の2年間の活動でかなり認知されたと手応えを感じ
ている。今後は、もっと地元でのファンづくりが必
要」と話す。

大湊海軍コロッケ感謝祭～ＰＲソングライブ～
このため、大湊海軍コロッケ普及会では、むつ市
内で平成22年9月25日に大湊海軍コロッケ感謝祭を
開催した。各店舗によるコロッケ即売会のほか、Ｐ

Ｒソングライブや保育園・幼稚園児による海軍コロ
ちゃん似顔絵展示などが行われた。中でも、感謝祭
でお披露目された海軍コロちゃんの着ぐるみは、子
供だけでなく大人にも好評を博し、感謝祭以降のイ
ベントで大活躍をしている。
この他にも、より美味しく手頃な価格での提供
を目指して、食材の共同購入の検討やイベント用コ
ロッケの試作を行っている。
会員は「多くの人に下北地域に来て欲しい」との
思いを胸に、大湊海軍コロッケの普及ＰＲ活動を行
っている。

ば懐石」を定番メニューに加え、常時 14 種類のメ
ニューや「そばかりんとう」などの加工品を提供し
ており、更なる販売額のアップに向け常に前進して
いる。
また、店員のそば打ちや茹で技術、接客マナーの
レベルアップに力を入れて育成している一方で、小
中学生や若手女性のそば打ち体験の受入を行うな
ど後継者育成にも力を入れており、平成 20 年には
地域住民を募りそばの種まきからそば打ちまでを
体験できる「東通田屋のそばを楽しむ会」を立ち上
げ、地域一体となったそば文化の継承活動の牽引役
を担っている。
今後は、3 年後に販売額を現在の 1.5 倍に伸ばす
こと、老朽化した店舗を景観が楽しめる場所に移転
して「下北の憩いの場所」として集客力を高めるこ
と、管内の女性起業家と連携して下北の魅力を全国
に情報発信していくことなどを目標に取り組みた
いと語っている。

３．下北の女性起業をリードする取組
（東通村 そば処田や）
□活動概要
地域女性リーダー（ＶｉＣ・ウーマン）である嶋
田涼子さんは、平成 11 年に結成された「東通村そ
ば活用むらづくり協議会」で研鑽を積み平成 14 年
に村の支援や補助事業を活用し、「そば処田や」を
開店した。
店舗営業と並行して、県内外のイベント販売に積
極的に取り組み知名度アップに努めてきたほか、常
に新メニューや加工品開発に取り組んでおり、その
評判が口コミで広がり来客数が右肩上がりに増え、
今では県内外から年間 12,000 人を数えるまでとな
った。
管内には、起業を目指す女性が徐々に増えつつあ
り、嶋田さんはその先駆者として取組の輪の中心的
存在であり活動の手本となっている。

「そば処田や」売上№１の「そば定食」
□活動に対する思い
そばは、地域の生産組合からの仕入れ、野菜など
も地域の農漁家から買い上げるなど、原材料は全て
地元産を使用し、平成 20 年に新メニューとして開
発した「そばけいらん鶏喰のこっこ」を類似商品と
の差別化を図るために店舗名「そば処田や」ととも
に商標登録するなど、商品に対する強いこだわりを
持って取り組んでいる。
平成 22 年からは、かねてから要望されていた「そ

下北地域県民局の重点事業紹介
１．下北半島観光コンテンツ開発事業
（平成 21～22 年度）
[現状及び課題]
下北地域における観光客入込数は、年間約 230 万
人（平成 21 年青森県観光統計概要）となっており、
このうち、観光の柱である下北半島国定公園への冬
季（11 月～4 月）観光客入込数は、恐山などの代表
的な観光地が休止期間に入ることなどから、夏季（5
～10 月）と比較して著しい減少が見受けられる。下
北地域の冬季観光については、これまで「寒立馬」
などを活用した旅行商品が造成されているが、それ
以外の観光資源を発掘できていないことやニーズに
合った見直しができていないことなどからヒット商
品に結びついておらず、冬季間の交流人口が停滞し
ている。
このことから、冬季観光を見据え、既存の観光資
源の見直しや新たな観光資源の発掘を図っている。
[事業概要]
平成 21 年度は、地域観光関係者、住民の意見をで
きるだけ深く吸い上げることを目的にヒアリングを
行い、観光コンテンツの掘り起こし、磨き上げを図
るとともに、冬季観光・二次交通モデルルートの構
築等を行ってきた。
平成 22 年度は、前年度の成果を踏まえ、地域観光
関係者、住民の議論をさらに深めていくためのワー
クショップを実施し、また、首長まで着地型観光に
対する認識の一致を図るべく「下北観光連携シンポ
ジウム」を開催した。
さらに、着地型旅行商品などに特化したパンフレ
ットを作成し、首都圏旅行エージェントなどに対す
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るセールス及び一般観光客に対するＰＲ等に活用し
た。

告掲載等を実施した。
平成 23 年度も前年度と同様に近隣県等でのイベン
ト開催などを進めていき、下北地域への観光客入込
数を増加させるべくＰＲに努める。

下北観光連携シンポジウムの様子
北東北エリアマガジン「rakra」9・10 月号
「特別企画 北の聖地、下北半島へ。
」

２．近場を攻める下北半島観光推進事業
（平成 22～23 年度）
[現状及び課題]
下北地域は青森県の他地域と比較し、人口減少が
著しい状況にあり、こうした課題に対応していくた
め、観光をツールとした交流人口の拡大を図ってい
る。

下北をしっかりＰＲ（勾当台公園）
下北地域への観光客の入込状況は、秋田県、岩手
県、宮城県の近隣県からが全体の約 3 割を占めてい
ることから、観光客入込数の増加が高く見込まれる
これらの近隣県をターゲットとし、観光と物産を組
み合わせたイベント開催により下北地域の認知度向
上を図る。また、これらの近隣県で下北地域にゆか
りのある飲食店などでの観光パンフレットの配置や
下北産食材の利用を働きかけ、ミニ観光案内所とし
て、恒常的な情報発信を図り、下北地域の観光客入
込数の増加を目指す。
[事業概要]
平成 22 年度は、近隣県でのイベント開催、ミニ観
光案内所などの機能を担うゲリラ・アンテナショッ
プの開拓及び北東北エリアマガジン「rakra」への広

３．一球入魂かぼちゃブランド力強化事業
（平成 21～22 年度）
[現状及び課題]
下北地域では、夏季冷涼で温度差の大きい自然条
件を生かした「下北ならでは」の商品づくりを目指
し、これまで「一球入魂かぼちゃ」の作付に取り組
んできた。
しかし、作付者が少なく、栽培面積は 2ha に止ま
り、また、かぼちゃを使った新しい商品等の開発が
少なく、知名度も不十分であったことから、新規作
付者の確保等による生産拡大、加工品開発等による
高付加価値化を図るために、
「一球入魂かぼちゃ」ブ
ランド戦略協議会が中心となって、積極的な展開を
図ることが必要とされている。
[事業概要]
一株一果どり栽培の「一球入魂かぼちゃ」の生産
拡大、加工品開発等による高付加価値化を図ること
によって、ブランド力を強化し、下北農業を元気に
する。
活動としては「一球入魂かぼちゃ」ブランド戦略
協議会が主体となって、十和田おいらせ農業協同組
合むつ支店「一球入魂かぼちゃ生産部会」と連携し、
平成 22 年 1 月に商標登録された「一球入魂」の使用
範囲の検討を行い、ブランド農産物として適切な管
理を行うことを目的に、出荷を農協に一元化した。
また、
「一球入魂かぼちゃ」の生産拡大を図るため、
栽培農家の拡大に向けた現地研修会を開催したほか、
産業技術センター野菜研究所へ長期貯蔵試験、下北
ブランド研究所へ一次加工技術開発を依頼した。
さらに、高付加価値化を図るため、一球入魂かぼ
ちゃスイーツの試作品づくりを地元菓子店（5 業者）
や生活改善グループ（2 グループ）に協力依頼した結
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果、11 種類の商品が試作された。平成 22 年 9 月 18
日に開催した「一球入魂かぼちゃ」丸ごとまつりで
は、
「一球入魂かぼちゃ」の試食・即売会のほか、一
球入魂かぼちゃスイーツの試食・テスト販売等を行
い、
「一球入魂かぼちゃ」のＰＲ及び消費者へのアン
ケートを実施した。その結果、一球入魂かぼちゃス
イーツの商品化に向けての意欲が高まった。
また、むつ来さまい館の主催で平成 22 年 10 月 31
日に開催されたハロウィンパーティでは、一球入魂
かぼちゃ生産部会の取組や 3 年間実施した料理コン
クール入賞作品パネル展示、
「一球入魂かぼちゃ」の
ぼりを持った決め手くんによる仮装パレード参加や
地元菓子店によるスイーツの販売などを実施してＰ
Ｒを行った。

新しい手法を開発、確立していく。
また、
「風間浦村キアンコウ資源管理協議会」では、
小型個体の放流による資源管理を実施している。
② トップブランド化のための取組
平成 22 年 6 月 29 日、下北地域の賑わい創出、地
域資源の付加価値向上を目的に「ゆかい村鮟鱇ブラ
ンド化戦略会議」が発足し、ブランド基準やロゴマ
ークの策定、
「下北ゆかい村海鮮鮟鱇まつり」の運営
の他、鮮魚流通調査等を計画しており、
「生きたまま
水揚げされる、刺身で食べることもできる」という
特徴を生かした、津軽海峡産キアンコウのトップブ
ランド化を推し進めている。
また、下北ブランド研究所はキアンコウの生化学
的特性を解明し、流通技術の高度化や新規加工品の
開発に大きく寄与している。
特に「風間浦あんこう」は東京都神田の和食の老
舗「いせ源」の食材としても使用されるなど、大間
マグロに次ぐ下北地域のブランド産品として注目を
集めている。

一球入魂かぼちゃ丸ごとまつり

４．津軽海峡きあんこうブランド化推進事業
（平成 22～23 年度）
[現状及び課題]
本県産キアンコウの水揚量は毎年約 1,000ｔで推
移しており、全国でもトップクラスであるが、その
知名度は低い状況にある。中でも、下北地域は全県
のキアンコウの水揚量の約 4 割を占め、そのほとん
どが生きたまま水揚げされるという特長を持つが、
その優位性が生かされておらず、また、生態に謎が
多く資源管理が困難であるほか、品質・需給バラン
スを欠くために産地価格が低迷する等の課題を抱え
ていた。
[事業概要]
① 持続的な資源利用の体制づくり
平成 22 年 6 月 4～14 日、風間浦村蛇浦沖でデータ
ロガーを装着したキアンコウ 60 個体を放流した。そ
の結果、同年 11 月 2 日に北海道室蘭市沖で 1 個体、
同月 30 日に風間浦村蛇浦沖で 1 個体が再捕された。
このデータを解析した結果、非常に高い遊泳能力を
持つことがわかった。さらに、大きく移動する時間
帯は深夜であることから、夜行性であると考えられ
た。これらを踏まえて、さらなる資源管理に向けて
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ゆかい村海鮮鮟鱇まつりフルコース
(お刺身を中心に鮟鱇づくし)

コラム 地方自治法施行 60 周年記念貨幣
【記念貨幣の発行】
地方自治法が昭和22年（1947年）に施行されてからちょうど60年目にあたる平成19年、国は新たな地方自治
の時代における地域活性化の願いを込めて、都道府県ごとに千円と五百円の記念貨幣を発行することを決めた。
平成20年度の北海道を皮切りに9年かけて順次発行されるが、本県については、東北新幹線の全線開業に合わ
せて平成22年度後半の発行となった。
千円記念貨幣は、純銀を素材とし、貨幣をより美しくするため表面を鏡のように磨くなど特別丁寧に製造さ
れたプルーフ仕上げとなっている。この銀貨幣の直径は40mm。一方、五百円記念貨幣は、表面が2色で、中心
部は異なる金属を間に挟み込んで接合した3層構造となっている。直径は26.5mm。これら千円、五百円それぞ
れの径の中に、都道府県がそれぞれメッセージを刻む。
【千円記念貨幣（青森県） 『ねぶた・ねぷたとりんご』
】

[表面]

[裏面]

[裏面]
日本の四季の代表的な自然美である「雪」
「月」
「花」
を、環状に循環するよう構成し、地方公共団体の行政、
経済、文化などが好循環により、健全に発展すること
を表現。全都道府県共通のデザイン。

[表面]
※青森ねぶた（図柄中央）
、
弘前ねぷた（図柄下）
ねぶた・ねぷたは、県を代表する文
化・観光資源であり、古くから夏祭りと
して県内各地で行われている。その代表
格の青森ねぶたは豪華絢爛な人形型の
山車が、弘前ねぷたは色鮮やかな扇形等
の山車が市内を練り歩く。いずれも国の
重要無形民俗文化財であり、平成 22 年
に指定 30 周年。
※りんご（図柄上）
青森県を代表する農産物。生産量日本
一。主力品種である「ふじ」は平成 22
年に生誕 70 周年。

【五百円記念貨幣（青森県） 『三内丸山遺跡と土偶』
】

[表面]

[裏面]

[表面]
※三内丸山遺跡に復元された大型掘立柱
建物（図柄左）
青森市に所在する日本最大級の縄文
集落跡。当時の人々の生活を具体的に知
ることのできる貴重な遺跡として国の
特別史跡に指定され、平成 22 年に指定
10 周年。

※遮光器土偶（図柄中央）
、合掌土偶（図柄右）
遮光器土偶は、縄文時代晩期の亀ヶ岡石器時代遺跡（つがる市）から出土。遮光器土偶の名は、目の表
情が、極北の民族が雪の反射光を遮るために使用する遮光器（雪メガネ）に似ていることに由来する。昭
和 32 年に国の重要文化財に指定（東京国立博物館所蔵）
。また、合掌土偶は、縄文時代後期の風張１遺跡
（八戸市）から出土し、平成 21 年に国宝に指定（八戸市所有）
。
[裏面]
日本の代表的な貨幣である「和同開珎」が、最初に鋳造されて、平成20年で1300 年となることから、
古銭のイメージを図案化し、中央部に「地方自治」の4文字を力強く配している。全都道府県共通のデザ
イン。
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【記念貨幣の図柄決定】
記念貨幣の図柄は政令により決定されるが、その基となる図案は、各都道府県から示されたその地域の美し
い風景やイベントなどが盛り込まれたモチーフを基に造幣局のデザイナーが複数制作する。そして、その中か
ら各都道府県が選択した図案を、デザインの専門家や都道府県などの関係者で構成する「記念貨幣のデザイン
等に関する検討会」
（座長：宮田東京藝術大学学長、造幣局主催）において検討され、完成していく。
本県では、デザインの素材等について検討するため、有識者など 8 名で構成する「地方自治法施行 60 周年
記念貨幣等に関する検討会」を設置し、本県が全国に誇りうる「安全・安心で良質な食材」
、
「文化観光」をコ
ンセプトに、その代表格であるりんごとねぶた（ねぷた）
、三内丸山遺跡等をテーマとした貨幣の図案を入念
に検討してきた。その結果、造幣局における検討会において、本県の提案に沿ったデザインが了承された。
【記念貨幣の製造過程】
貨幣は同じものを大量に造るため、金型を製作し、その金型を地金と呼ばれる貨幣の材料金属にプレスして
浮き彫りを写し、完成となる。カラーコインは、その浮き彫りの上に、さらにカラー印刷を行う。
金型造りの最初の工程は、造幣局のデザイナーが制作した図柄をもとに、彫刻家が大型の石膏原型を制作す
る。貨幣の浮き彫りの高さは、貨幣を重ねることが出来るように縁より低くする必要がある。最初の石膏原型
の段階で浮き彫りの高さは 1mm 程度という厳しい制約がある。立体感や奥行き、さらにカラー印刷の出具合へ
の配慮。デザイナーの意図を受けた彫刻家の腕の見せ所となっている。
石膏原型が完成すると、この模様を貨幣の大きさにまで縮小して忠実に金型に彫り込む。金型は、明治初期
には、造幣局の技師が手彫りで製作していた。大正期にフランスから縮彫機が輸入され、金型の多くの部分を
機械彫りできるようになったが、仕上げ部分は人の手によらなければならない。現在、
「修正」と呼ばれる金
型の技術は、明治の造幣局創業期から連綿と受け継がれ、デザイナー・彫刻家の意図が生きるよう、精魂を込
めて仕上げられている。このようにして造られた金型は種印と呼ばれ、プレスして貨幣を直接生み出す多数の
金型（極印）の元となる。
この金型から生み出される記念貨幣からは、青森ねぶたの「ラッセラーラッセラー」や弘前ねぷたの「ヤー
ヤドー」という掛け声が聞こえくるようである。そして、美味しいりんごそのものも再現され、縄文時代の本
県、北のまほろばに思いを馳せることもできる。東北新幹線が全線開業したこの時期に、本県の魅力を強力に
発信する新たな財産がまた一つ生まれた。
※ 郵便事業株式会社では、平成 22 年 11 月 15 日、ふるさと切手「地方自治法施行 60 周年記念シリーズ 青
森県」を発行しました。
地方自治法施行 60 周年記念貨幣及びふるさと切手（青森県分）の発行については、青森県ホームページ
（http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/bunken_kinenkahei.html）をご覧ください。
（備考）造幣局ＨＰ、造幣局資料を参考に作成。
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コラム 青森県一大きな湖は？
昨年、「首都圏の方々に青森県一大きな湖は？」と質問したとこ
ろ、ほとんどの方から十和田湖と答えがありました。
残念ながら不正解です。青森県で一番面積が大きな湖は小川原湖
で全国では 11 番目の大きさです。（小川原湖 62.16 ㎡、十和田湖
61.02 ㎡「国土地理院 平成 21 年全国都道府県市区町村別面積調」）
小川原湖は海跡湖とよばれる湖で、3 千年前頃（縄文時代後期）
からの海面低下などにより、徐々に現在の姿を形成したと考えられ
ています。
小川原湖周辺では縄文土器も数多く出土していることから、縄文
時代から人々の生活に恩恵を与えてくれていた湖であると推測さ
れます。
小川原湖は、海水が淡水と混じり合う汽水湖で栄養分が豊富であ
り、水産資源が豊富です。シラウオ、ワカサギ、天然ウナギなどが
全国の湖沼で第 1 位の漁獲量、シジミは全国第 3 位の漁獲量となっ
ています。
（平成 18 年度漁業・養殖業生産統計年報より）このため、
古くから宝沼や宝湖と呼ばれていました。
また、小川原湖には湖としては珍しく、「上北郡東北町大字大浦
字小川原湖 191 番地」という番地が定められています。

十三湖

小川原湖
十和田湖

【シラウオ（白魚）とシロウオ（素魚）
】
名前がよく似ているので混同されることも多いのですが、2 つは違う種類
の魚です。小川原湖で漁獲されるシラウオはサケ目シラウオ科。シロウオ
はスズキ目ハゼ科です。どちらも小さな魚ですが、一般的に踊り食いが可
能な魚はシロウオで青森県内でも漁獲されます。それに対し、シラウオは、
体が傷つくとすぐに死んでしまうことから踊り食いができないと考えられ
ていました。しかし、地元の飲食店主さんが長年の研究の末、シラウオの
踊り食いを可能にしました。シラウオはかつて隅田川にも生息し、将軍家
にも献上されていたそうです。
【モクズガニ】
小川原湖ではモクズガニも漁獲されます。小川原湖周辺にはガニ
汁という郷土料理があります。モクズガニをまるごと棒でたたいて
すりつぶしてから漉して汁にする豪快な料理です。モクズガニの濃
厚なカニミソは一度食べると癖になります。モクズガニは上海蟹の
同属異種にあたり、上海蟹同様に、カニミソが非常に美味しいこと
が特徴です。上海蟹のように蒸して食べるとカニミソの美味しさが
よくわかります。
【しじみ】
しじみの湖沼別漁獲量全国第 1 位は宍道湖（島根県）なのですが、
2 位と 3 位は青森県の湖です。2 位は十三湖、3 位が小川原湖です。小川原湖では 3L サイズなどの巨大なしじ
みが獲れることでも有名です。地元では、しじみにジャガイモを入れたジャガイモしじみ汁がよく食べられて
おり、ジャガイモとしじみが非常によく合います。
今年度、地域の方々が中心となり、小川原湖の水産資源に着目し地域を活性化させようという取組がスター
トしました。
地元の食材を地元で料理として提供し、
地元の方にも、域外から訪れる方にも味わっていただく。
まさに青森県基本計画未来への挑戦が掲げている生業づくりの取組です。
周辺には銭湯よりも安く魅力的な温泉もたくさんあります。宝の湖小川原湖、全国的な知名度を得る日も遠
くないかもしれません。
取材協力：小川原湖漁業協同組合
写真：筆者撮影
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