
　五所川原市（斜陽館、立佞武多の館 ほか）
　大鰐町（大鰐温泉もやし生産農家、大鰐観光りんご園 ほか）
　むつ市（コミュニティセントー脇野沢温泉 ほか）
　七戸町（七戸町観光交流センター、旧南部縦貫鉄道レールバス ほか）

　過疎地域自立活性化優良事例発表会、現地取組紹介

  ● パネルディスカッション
交流会／　青森国際ホテル

  ● 令和元年度　過疎地域自立活性化優良事例表彰式
  ● 基調講演    「地域創生 成功の方程式
                        －『五感六育』事業構想と実現－」

全体会／　リンクモア平安閣市民ホール 分科会

木村俊昭 氏（東京農業大学教授、一般社団法人日本事業構想研究所代表理事）

  現地取組紹介・現地視察先

農林水産省、国土交通省、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会、全国山村振興連盟、一般
財団法人地域活性化センター、青森県市長会、青森県市議会議長会、青森県町村会、青森県町村議会議長会、 公益財団法人青森県市町村振興協会、朝日新聞青森総局、
毎日新聞青森支局、読売新聞青森支局、産経新聞社青森支局、共同通信社青森支局、時事通信社青森支局、日刊工業新聞社、河北新報社、東奥日報社、デーリー
東北新聞社、陸奥新報社、NHK 青森放送局、青森放送、青森朝日放送、青森テレビ、フジテレビ報道局青森支局、 エフエム青森、青森ケーブルテレビ株式会社

後　援／

主　催 ／総務省、全国過疎問題シンポジウム実行委員会（青森県、全国過疎地域自立促進連盟、全国山村過疎地域振興連盟青森県支部）

金111/木3110/
開催期間：令和元年

田園と津軽鉄道
[ 五所川原市 ]

つつじと町の風景
[ 大鰐町 ]

天王神社
[ 七戸町 ]

陸奥湾のほたて
[ むつ市 ]

陸奥湾と鯛島

2019  in あおもり
全国過疎問題シンポジウム

～経済を回して維持・発展する仕組みづくり～
地域の食・文化・人を育む「農山漁村」を守る



「全国過疎問題シンポジウム2019inあおもり」開催のご案内

10月 31日 木 全体会・交流会（青森市）

17:30
18:00
19:30

交流会 (青森市） 青森国際ホテル

12:00
13:00

13:20

13:50
14:05

15:00
15:15

受付開始
開会式
• 開会宣言　 全国山村過疎地域振興連盟青森県支部支部長（大鰐町長）
• 主催者挨拶 総務大臣
• 歓迎挨拶　 青森県知事
令和元年度
過疎地域自立活性化優良事例表彰式
休　憩　※優良事例受賞者記念撮影
基調講演
「地域創生 成功の方程式

－『五感六育』事業構想と実現－」

講師 木村 俊昭 氏

情報提供
休　憩

全体会 (青森市）

交流会受付開始
交流会
閉会

リンクモア平安閣市民ホール

• 交流会参加費 お一人様 4,000円
　青森の食材を使用したお料理で
　皆様のご参加をお待ちしております。

　日本全体において人口が減少局面にある中、特に過疎地域では人口減少や少子高齢化の進展に
よる地域産業の衰退や生活基盤の弱体化、集落消滅の危機など、さまざまな課題に直面しています。
　一方で、これらの地域は豊かな自然や農地・森林などを有し、水源の涵養、食料の生産、自然災害
の防止などを通して、地域内のみならず、都市を含めた人々の生活や生産活動を支える公益的役割
を担っています。
　このことから、過疎地域のさまざまな取組について、更なる議論を深めるとともに、全国の優れた
取組にふれ、参加者相互の交流を図るなど、人と人とのつながりを通じて将来に向けた取組を考え
る契機とするため「全国過疎問題シンポジウム２０１９inあおもり」を開催します。　

《大会趣旨》

（東京農業大学教授、一般社団法人日本事業構想研究所代表理事）
1960 年北海道生まれ。
1984 年に小樽市入庁後、内閣官房や農林水産省に出向。
スーパー公務員として数々のテレビに出演する。
著書に『自分たちの力でできる「まちおこし」』など

■マグロ解体ショー実演予定!!

15:25

16:55
17:00

パネルディスカッション
「地域の食・文化・人を育む『農山漁村』を守る

   ～経済を回して維持・発展する仕組みづくり～」

〔コーディネーター〕

• 図司 直也 氏（法政大学現代福祉学部 教授）
〔パネリスト〕

• 玉沖 仁美 氏（株式会社 紡 代表取締役）
• 小松 圭子 氏（有限会社 はたやま夢楽 代表取締役社長）
• 高橋 哲史 氏（株式会社 百姓堂本舗 代表取締役）
• 根市 大樹 氏（合同会社 南部どき 代表社員）
次期開催県紹介
閉　会



9:30

11:30

16:30

第2分科会 (大鰐町）

9:30

11:30

16:30

過疎地域自立活性化優良事例発表会
(総務大臣賞、全国過疎地域自立促進連盟会長賞)
コーディネーター
　図司 直也 氏
　（法政大学現代福祉学部　教授）
事例発表者
　総務大臣賞及び全国過疎地域
　自立促進連盟会長賞受賞団体
現地視察（希望者のみ）
　金木観光物産館マディニー
　（昼食：津軽郷土料理）

　太宰治記念館「斜陽館」
　立佞武多の館
解　散（青森駅）

第1分科会 (五所川原市）

※ 第１・第２分科会は、午前中に青森市内(青森国際ホテル)で過疎地域自立活性化優良事例発表会を行っ                       
    た後、無料貸切バスで現地視察を行います。
※ 現地視察は、各分科会ごとに約50名様先着順となります。申込書に第3希望までご記入ください。

過疎地域自立活性化優良事例発表会
(総務大臣賞、全国過疎地域自立促進連盟会長賞)
コーディネーター
　宮口 侗廸 氏
　（早稲田大学　名誉教授）
事例発表者
　総務大臣賞及び全国過疎地域
　自立促進連盟会長賞受賞団体
現地視察（希望者のみ）
　大鰐温泉もやし生産農家
　大鰐町地域交流センター 鰐come
　（昼食：大鰐温泉もやししゃぶしゃぶ鍋）

　旧スパガーデン「湯～とぴあ」等
　大鰐観光りんご園
解　散（青森駅）

■ 立佞武多

■ 大鰐温泉もやし

青森国際ホテル ２階 春秋の間

過疎地域自立活性化優良事例発表会

過疎地域自立活性化優良事例発表会

■ 斜陽館

■ 大鰐観光りんご園

※各文科会会場へは、国際ホテルから専用バスを運行します。
※現地視察に参加されない方についても、分科会終了後JR青森駅や新青森駅までお送りします。

　11月1日㊎　分科会・現地視察（五所川原市 / 大鰐町）



第4分科会 (七戸町）

8：00
9:20
10:40

12:00

17:00

出　発
むつ湾フェリー乗船 (注)（蟹田→脇野沢）
現地取組紹介・意見交換
　コミュニティセントー脇野沢温泉
　むつ市脇野沢地域交流センター
　・わきのさわ温泉湯好会

現地視察
　サンマモルワイナリー
　北の防人大湊 安渡館
　（昼食：大湊海自カレー）

　下北名産センター
解　散（青森駅）

第3分科会 (むつ市）

9:20
10:30

11:20

 
16:00

出　発
現地取組紹介・意見交換
　七戸町観光交流センター
　・七戸町かだれ田舎体験協議会

　・移住サポーターの会・地域おこし協力隊暮らしコンシェルジュ

現地視察
　杉屋敷 奥山
　（昼食：オリジナル和食）

　旧南部縦貫鉄道レールバス
　ハッピーファーム（旧盛田牧場）
　道の駅しちのへ
解　散（青森駅）

現地取組紹介・意見交換

現地取組紹介・意見交換

(注) 外ヶ浜町蟹田港からご乗船いただき、航路約1時間でむつ市脇野沢港に到着します。
   （運賃として片道のみお1人様1,600円を事前に請求させていただきます。）
    なお、気象状況等により欠航となった場合は、会場及び行程を一部変更して開催します。

※各文科会会場へは、〇〇〇から専用バスを運行します。
※現地視察に参加されない方についても、分科会終了後JR青森駅や新青森駅までお送りします。
※JR青森駅から○○までは、別途無料シャトルバスが運行されています。

　11月1日㊎　分科会・現地視察（むつ市 / 七戸町）

※ 第３・第４分科会はJR青森駅周辺から無料貸切バスで分科会会場に移動し、分科会・現地視察を行います。
　 なお、分科会(現地取組紹介・意見交換)については、無料貸切バス以外でお越しいただくことも可能です。

なお、分科会（現地取組紹介・意見交換）については、無料貸切バス以外でお越しいただくことも可能です。

■ コミュニティセントー脇野沢温泉

　

■ 七戸町観光交流センター

・コミュニティセントー脇野沢温泉

・わきのさわ温泉湯好会

・七戸町かだれ田舎体験協議会
　「田舎は最高のエンターテイメント！」をキャッチフレーズに、田舎の良さを気軽に楽しめる様々な
体験メニューを用意しています。
　家族やカップル、また友達同士で里山でのスローライフを堪能できるよう演出します。

・移住サポーターの会・地域おこし協力隊暮らしコンシェルジュ
　移住者が来やすく、そして住みやすいと思える町にしたいと願う有志と、暮らしコンシェルジュとで
各種イベントを行っています。
　田舎暮らしに興味のある方には、新鮮な食材、温かい人柄、魅力的な伝統や文化などをご案内します。

≪現地取組紹介を行う団体について≫

　源泉の枯渇や設備故障等により休業状態が続いていた地域唯一の公衆浴場を平成28年度に地方創生拠点整
備交付金を活用し改修。市民協働で地域の元気を創り出す拠点として平成30年4月リニューアルオープン。

　地域住民自らが活動し住み慣れた地域で稼ぎ暮らし続けるため、平成29年3月から活動を開始。平成30
年4月以降は改修したコミュニティセントー脇野沢温泉を拠点に活動。
　現在は、施設の設計段階からワークショップに携わっていた住民たちによって「わきのさわ温泉湯好会」
が結成され、集落支援員と協力して、脇野沢を盛り上げる様々な取り組みにチャレンジしています。

≪現地取組紹介を行う施設及び団体について≫

バスを利用せず直接現地にて現地取組紹介・意見交換に参加することも可能ですが、その場合の昼食は各自でご用意下さい。



交流会の参加費は原則として返却いたしません。宿泊の取消料および変更につきましては、弊社よりご
連絡申し上げます。

参加申込のご案内
ご参加の皆様方の便宜を図るため、名鉄観光サービス株式会社青森支店よりご案内させていただきます。
つきましては、皆様が安心してご参加いただけますように下記をご確認の上、お早めにお申し込み下さい。
ご参加の皆様方の便宜を図るため、名鉄観光サービス株式会社青森支店よりご案内させていただきます。
つきましては、皆様が安心してご参加いただけますように下記をご確認の上、お早めにお申し込み下さい。

参加費用のご案内

全体会：　無料
交流会：　4,000円
分科会：　無料　※第３分科会（むつ市）に参加される場合、フェリー代 1,600円を請求させていただきます。

交通

 「交通・会場のご案内」より、アクセスをご参考ください。

宿泊

宿泊が必要な方は「宿泊のご案内」を参照の上、ご希望宿泊先の施設番号を申込書に記入しお申し込
みください。申込は先着順となっております。ご希望のホテルが満室の際は、代案のホテルをご案内
させていただきますので、予めご了承下さるようお願い申し上げます。

現地視察昼食費用(お一人様)
　第1分科会 1,100円　第2分科会 1,580円　第3分科会 1,200 円　第4分科会 1,200円
　※各現地視察先の飲食店で、その土地ならではのお食事をご提供します。

昼食

お申込み方法

お申し込み後の取消・変更について
７P下に持っていく

ごめんうまく調整できなかった上に詰めて下さい

別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申し込みください。
郵送の場合は、必ずお手元にコピーを残してください。
参加申込はWebによる受付も可能です。URLかQRコードからお申し込みください。

URL：http://kaso-simposium2019.info

申込締切日は、令和元年9月27日（金）です。
お申込み受付後、弊社より受信確認書をFAX・郵送・E-mailにてさせていただきます。
申込締切日以降、宿泊等の調整をさせていただいた後に、申込代表者宛に「予約回答兼請求書」、参加
証、チケット類（宿泊券・昼食引換券）、宿泊パンフレットなどを郵送いたしますので、10月9日まで
に「請求書」に記載の指定口座にご入金をお願いしたします。
（お振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。）



宿泊のご案内

宿泊日は2019年 10月 31日 (木 ) の宿泊です。
全て部屋タイプはシングル・朝食付きの料金となります。シングル以外の部屋をご希
望の方及び、前後日も宿泊希望の方（同料金でご宿泊いただけます）は下記旅行代理
店までお電話ください。
当シンポジウムの宿泊は申込用紙に上記のランクを第1希望・第2希望までご選択
ください。宿泊施設の予約は先着順となっております。また部屋数に限りがあり、
ご希望に沿えない場合がございますのでご了承ください。
宿泊予約の取消につきましては、下記の取消料を申し受けます。
宿泊の4日前まで無料、宿泊の3日前～前日 20％、宿泊の当日50％、旅行開始及
び無連絡不参加 100％

宿泊日は2019年 10月 31日 (木 ) の宿泊です。
全て部屋タイプはシングル・朝食付きの料金となります。シングル以外の部屋をご希
望の方及び、前後日も宿泊希望の方（同料金でご宿泊いただけます）は下記旅行代理
店までお電話ください。
当シンポジウムの宿泊は申込用紙に上記のランクを第1希望・第2希望までご選択
ください。宿泊施設の予約は先着順となっております。また部屋数に限りがあり、
ご希望に沿えない場合がございますのでご了承ください。
宿泊予約の取消につきましては、下記の取消料を申し受けます。
宿泊の4日前まで無料、宿泊の3日前～前日 20％、宿泊の当日50％、旅行開始及
び無連絡不参加 100％

※
※

※

※

青森駅から約徒歩4分

ホテルパサージュⅡ

４
青森市新町1丁目8-2

017-752-6670

施設番号

４

先に確保された宿舎のハイパーホテル２を除外し、新たにアートホテルとアップルパレスの２館加えて４種類の金額では如何でしょうか。
A9000 国際 B8500 アップルパレス、アートホテルC 7500ルートイン青森駅前、ハイパーホテル D7000 アベスト、東横イン全て朝食付きです。

青森駅から徒歩約14分

アートホテル青森

４ ￥9,000
青森市本町2丁目1-26

017-775-7111

施設番号

２
ランクB

青森駅から徒歩約19分

アップルパレス青森

４ ￥9,000
青森市本町5丁目1-5

017-723-5600

施設番号

３
ランクB

青森駅から徒歩約2分

ホテルルートイン青森駅前

￥8,000
青森市新町1丁目1-24

017-731-3611

施設番号

４
ランクC

青森駅から徒歩約4分

ホテルマイステイズ青森駅前

￥8,000
青森市新町1丁目8-6

017-721-5656

施設番号

５
ランクC

青森駅から徒歩約6分

ホテルアベスト青森

￥7,000
青森市新町1丁目11-22

017-723-2001

施設番号

６
ランクD

青森駅から徒歩約6分

青森国際ホテル

￥9,500
青森市新町1丁目6-18

 017-722-4321

施設番号

１
ランクA

「全国過疎問題シンポジウム2019 in あおもり」参加申込係 http://kaso-simposium2019.info

TEL 017-776-5291 
FAX 017-776-5232

お問い合わせ・お申込み先

〒030-0802 青森市本町1-2-15（青森本町第一生命ビル7F）



飛行機
青森空港までの所要時間

新幹線・在来線
▶ 東京 06:32発 09:49着 3時間17分 はやぶさ  1号

▶ 東京 07:36発 11:00着 3時間24分 はやぶさ  3号

▶ 東京 08:20発 11:19着 2時間59分 はやぶさ  5号

　 ※時間は変更になる可能性があります。

東京からの発車時刻

宿泊施設地図 分科会集合場所  及び  宿泊施設一覧

全体会・交流会~会場地図

在来線
新青森仙台郡山 盛岡 青森東京

約6分約6分約47分約47分約40分約40分約39分約39分約1時間4分約1時間4分
東京－青森間 約3時間20分東京－青森間 約3時間20分

● 青森空港バス乗り場（青森駅前行き）

▶ 札幌 (新千歳)
▶ 東京 (羽田)
▶ 名古屋 (小牧)
▶ 大阪（関西・伊丹）

約50分
約1時間15分
約1時間20分
約1時間45分

約50分
約1時間15分
約1時間20分
約1時間45分

全体会

交流会

リンクモア平安閣市民ホール

青森国際ホテル

青森市柳川 1丁目 2-14
TEL： 017-722-3770

青森市新町 1丁目 6-18
TEL： 017-722-4321

分科会集合場所　第 1・第 2分科会 :青森国際ホテル　第 3・第 4分科会 :青森駅
青森魚菜センター
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アスパム

青森国際ホテル青森国際ホテル

ホテルアベスト青森ホテルアベスト青森

ホテルマイステイズ青森駅前ホテルマイステイズ青森駅前

ルートイン青森駅前ルートイン青森駅前

アートホテル青森アートホテル青森

アップルパレス青森アップルパレス青森

青森駅
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交通・会場のご案内



後　援／農林水産省、国土交通省、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会、全国
山村振興連盟、一般財団法人地域活性化センター、青森県市長会、青森県市議会議長会、青森県町村会、青森県町村議会議長会、 公益財団法
人青森県市町村振興協会、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、産経新聞社、共同通信社、時事通信社、日刊工業新聞社、河北新報社、東
奥日報社、デーリー東北新聞社、陸奥新報社、NHK 青森放送局、青森放送、青森朝日放送、青森テレビ、フジテレビ青森支局、 エフエム青森、
青森ケーブルテレビ

主　催 ／総務省、全国過疎問題シンポジウム実行委員会（青森県、全国過疎地域自立促進連盟、全国山村過疎地域振興連盟青森県支部）

〒030-8570　青森県青森市長島１丁目１番１号　青森県総務部市町村課内　TEL : 017-734-9073   FAX : 017-734-8009

奥入瀬渓流
津軽地域の祭り風景
（ねぷたまつり）

仏ヶ浦りんごと岩木山

〒030-8570　青森県青森市長島１丁目１番１号　青森県総務部市町村課内　TEL : 017-734-9073   FAX : 017-734-8009

http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/shichoson/kasosymposium.html

全国過疎問題シンポジウム実行委員会事務局

三沢空港青森空港
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（現地視察）
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第１・第２分科会
（優良事例発表）
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