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青 森 商 工 会 議 所
東日本旅客鉄道(株)盛岡支社

青森駅周辺の賑わい創出に向けた四者連携の取組について
○青森県・青森市・青森商工会議所・東日本旅客鉄道株式会社は、昨年の 6 月に「青森駅周辺のまちづくり
に関する連携協定」を締結しております。
〇四者連携によるまちづくりの取組を推し進めるため、統一したプロジェクトタイトル、コピー、ロゴを
用いた情報発信を開始します。その第一弾として、今年 10 月に行われる複数のイベントを「つなぐ」こと
により青森駅周辺の賑わいを創出することとし、あわせて四者連携ロゴの除幕式と連携イベントのオー
プニングセレモニーを開催します。
〇海と陸、駅とまち、地域と人、過去と未来を「つなぐ」をコンセプトとしたプロジェクトタイトル
「AOMORI CONNECTION ～アオモリ コネクション～ つなぐアオモリのミライ」をテーマとして、さらなる
青森駅周辺の賑わい創出に向けた取組を推進して参ります。
1. プロジェクトタイトル・キャッチコピー
（1）

プロジェクトタイトル

アオモリ

コネクション

AOMORI CONNECTION
（2）

プロジェクトキャッチコピー

つなぐアオモリのミライ
（3）

「AOMORI CONNECTION」の由来・ロゴデザイン
由来・ロゴデザイン等については除幕式当日発表します。

2. 四者連携ロゴ除幕式・連携イベントのオープニングセレモニー概要
青森駅周辺のまちづくりの取組を推し進めるため、統一したプロジェクトタイトル、コピー、ロゴを用いた
情報発信を開始します。ロゴの除幕式と連携イベントのオープニングセレモニーを下記のとおり開催します。
（1） 日

時

2019 年 10 月 12 日（土）11：00～11：30

（2） 場

所

駅前公園
※雨天時 青森商工会議所 1 階 AOMORI STARTUP CENTER

（3） 出席予定者

（4） 内

容

青森県

副知事

柏木 司

青森市

市長

小野寺 晃彦

青森商工会議所
会頭
若井 敬一郎
東日本旅客鉄道株式会社 執行役員 盛岡支社長 石田 亨
四者連携ロゴデザインの発表等

3. 連携イベントの概要
（1）

10 月 12 日（土）
・13 日（日）の取組

① 各イベント概要
イベント名

概

【新規イベント】
駅前公園イベント
「IN THE PARK」

青森駅まつり

県産肉・野菜の販売や
PR と合わせて、ネコ車
をバーベキューコンロ
として貸し出し、手ぶ
らでバーベキューを楽
しめます。

駅長室の開放、N ゲー
ジの展示、コーヒー豆
アート作り体験のほ
か、自由通路の工事現
場をご覧いただけま
す。

仮装パレードのほか参
加店めぐりでお菓子の
プレゼントがもらえま
す。また、同会場では
青森公立大学生による
地域 PR イベント「青森
まるっとよいどころ祭
り」も開催されます。

青森県内外のクラフト
作家が多数集まり、ワ
ークショップやステー
ジイベントも行われ、
大人も子供も楽しめる
イベントです。

【イメージ】

【イメージ】

【イメージ】

11：00～20：00

10：00～16：00

10：00～15：00

10：00～16：00

※12 日・13 日開催

※12 日・13 日開催

※13 日のみ開催

※13 日のみ開催

駅前公園

青森駅

新町商店街

青森マリーナ

要

【イメージ】

開催時間
場

主

所

催

主催：駅前公園イベント
「IN THE PARK」実行委員
会（青森商工会議所等）
協力：青森県・青森市・
東日本旅客鉄道株式会社

しんまちハロウィン
ストリート

にしぐちフェス

しんまちハロウィンストリート

東日本旅客鉄道株式会社

青森市新町商店街振興組合
にしぐちフェス実行委員会
青森まるっとよいどころ祭り

青森公立大学

② 青森駅東口・西口間の通り抜け（東日本旅客鉄道株式会社）
青森駅改札口（東口・西口）にて、当日限定の駅構内通行証をお渡しいたします。
10 時～16 時の間で通行証をお持ちになれば、東口・西口間の通り抜けが可能です。
③ 青森駅自由通路整備工事見学（13 日のみ）（青森市・東日本旅客鉄道株式会社）
令和 2 年（2020 年）度末の供用開始に向け、青森市が整備を進めている「青森駅自由通路」の工事現場
をご覧いただけます。
④ その他の取組
イベント会場にフォトスポットを設置するほか、イベントスタッフ等がハロウィンに合わせた仮装で
皆さんをおもてなしします。

【イメージ】

（2）

10 月 27 日（日）の取組

① イベント概要
イベント名：AOMORI COFFEE FESTIVAL 2019
概

要：「コーヒー消費量を日本一にしよう」を合言葉に、コーヒーで街を元気にするイベント。
青森県内外から約 50 店舗のコーヒーショップ、ロースター、コーヒーに合うパンや焼き
菓子店等が集まります。

開 催 時 間：10：00～16：00
場

所：昭和通り

主

催：AOMORI COFFEE FESTIVAL 実行委員会
【イメージ】

② その他の取組
イベント会場にフォトスポットを設置します。また、青森駅でコーヒー豆を使った手作り作品を展示し
イベントの賑わいを創出します。

【イメージ】

4．その他イベントのお知らせ
イベント名：ABA 番組祭 2019
日

時：2019 年 10 月 12 日（土）～13 日（日） 10：00～16：00

場

所：ねぶたの家ワ・ラッセ＆西の広場

主

催：青森朝日放送株式会社

5．会場のご案内
駅構内通行証配布による東口・西口の通り抜け可能

しんまちハロウィンストリート

（10 月 12 日（土）～13 日（日））

青森まるっとよいどころ祭り

駅構内にコーヒー豆を使った作品展示

10 月 13 日(日)
10：00～15：00

（10 月 14 日（月）～27 日（日））

ABA 番組祭 2019

にしぐちフェス

10 月 12 日（土）～13 日(日)
10：00～16：00

10 月 13 日(日)
10：00～16：00

青森駅まつり
駅前公園イベント

10 月 12 日（土）～13 日（日）
10：00～16：00

「IN THE PARK」
10 月 12 日（土）～13 日（日）
11：00～20：00

※各イベントの詳細は、主催者にお問い合わせください。

AOMORI COFFEE FESTIVAL 2019
10 月 27 日（日）
10：00～16：00

