
PR・広報活動（たか丸くんおでかけ日記） たか丸くんが、全国のいろんなイベントへお出かけした時のことや感じたことを、
ホームページ上で日記形式で掲載したものを抜粋しました。

平成23年1月
1日／オープニングセレモニー
いよいよ、弘前城築城400年祭本
番の年のスタートだよ！弘前公
園本丸を会場に、来場者には、ホ
ットアップルジュースなどが無
料で振るまわれたよ！また、弘
前城の天守も7色に特別ライト
アップされたんだよ。

10日／東京ドームオンステージ
1月8日から10日まで東京ドーム
に行ってきたよ！全国からお祭
りやご当地丼が一堂に集結する
「ふるさと祭り東京」というイベ
ントが行われたんだ。青森県ブ
ースでは、クイズ大会や津軽三
味線の演奏が行われたんだよ！

4日／あっという間の3ヶ月
東北新幹線が開業してから3ヶ月
ということで、「TIC東京」のイベ
ントスペースで、400年祭をPR
してきたんだよ。津軽三味線や
りんご娘のステージに多くの人
が足を止めて聴いてくれたよ。

13日／東北6県大物産展
静岡松坂屋で開かれた｢東北6県
大物産展｣に行ってきたよ！ 静
岡の新聞に、東日本大震災で被
害にあった東北6県が物産展を
していると掲載されたので、沢
山の人が買い求めにきてくれた
よ！皆さんで一つになって協力
し合おうね！

3月

15日／新緑の津軽路を歩こう
津軽路ロマン国際ツーデーマー
チの出発式に参加してきたよ！
登山囃子に見送られた参加者た
ちは、新緑の津軽路を歩いたよ。
今年参加した人も、来年は違う
コースをまた元気よく歩いてほ
しいな！

28日／弘前城築城400年祭
　　　  記念式典
招待者や一般公募で選ばれた人
を招いて、弘前城築城400年祭の
記念式典が行われたんだ。次の
世代を担う子どもたちに、思い
が受け継がれた、忘れられない
一日となったよ！

5月

6月
12日／SL津軽路号運行
SL津軽路号が、13年ぶりに運行
するんだって！ ということで、
ぼくも興奮しながら弘前駅のイ
ベントにお出かけしたよ！りん
ご娘やオダギリユタカさんなど
のライブやミニSL運行などイベ
ントが沢山だったよ！

16日／宇都宮に上陸
『第7回 青森・秋田・山形物産展』
にお出かけしてきたよ！決め手
くんと一緒に青森県産品のPRを
したんだよ！物産展で食べるの
もいいけど、その土地に行って
人や自然に触れ合いながらのグ
ルメ散策なんかもいいよね。

23日／青森DC開幕
『青森DC（デスティネーションキ
ャンペーン）オープニングイベ
ント  がんばろう東北  元気再生
～支えるぞ津軽～』に行ってき
たよ。会場では、りんご娘のチャ
リティーマーケットや、ライブ
などが行われたよ！

29日／東北復興プロジェクト
　　　  in 弘前
東北新幹線が50日ぶりに復旧し、
青森県から東北を応援していこ
うとイベントが開催されたんだ。
青森県知事や葛西市長の挨拶で
は東北を復活させるぞ！という
強い思いが伝わってきたよ。

4月7月

7日／弘前ねぷたまつり
8月1日から7日の間、弘前ねぷた
まつりが開催されたよ。過去最
高となる参加84台のねぷたは、
2日間にかけ審査が行われ、勇壮
で華麗なるねぷた絵巻の競演に
観光客を始め、多くの市民の目
を楽しませたよ。

16日／黒石よされ
お盆の2日間は、黒石よされにや
ってきたよ！踊る人はもちろん、
沿道で応援している人も元気い
っぱい！ 黒石よされは、徳島の
阿波おどり・岐阜の郡上おどり
と並んで日本三大流し踊りとし
て知られているよんだよ。

8月

9日／東北復興博＠東京 for 
        2021
7月7日～9日まで、東京の汐留シ
オサイト地下歩道に行ってきた
よ！「東北復興博＠東京 for 20
21」が、ユネスコ協力のもとで開
催されたよ。イベントでは東北
6県の名産品がずらりと並び、ぼ
くも横笛でお出迎えしたよ！

23日／知床に響けねぷたの魂
友好都市・北海道斜里町に行っ
て「しれとこ斜里ねぷた」を応援
してきたよ！斜里の皆さんも笛
や太鼓の音色を大きく響かせて
いたから、ぼくも負けじと特技
の笛を披露したよ！

8日／日本橋で東北を応援
東京の日本橋高島屋で東北6県
の秋の味覚が大集合する「大東
北展」が開催されたよ。津軽の特
産品を買い求める人で賑わって、
ステージではりんご娘によるミ
ニライブがあったよ。ぼくも「だ
びょん」で共演したんだよ！

24日／過去、現在、そして未来へ
9月23日、24日と「ひろさき卍フ
ェスティバル」が行われたよ！
今回の目玉は街道行列。総勢1,3
00名の参加者が様々な衣裳でパ
レードして歩いたよ！イベント
を通して、風土に根付くお祭り
を継承していけたらいいね！

9月12月

3日／パワーアップる！
東京の新宿アルタ前、ステーショ
ンスクエアで行われた「パワーア
ップる！弘前産りんごPRキャラ
バン」におでかけしたよ。市長と
りんご娘と一緒に、弘前産りんご
の安全・安心やりんごが持つ効
用などをアピールしてきたんだ！

27日／ゆるキャラの祭典
埼玉県羽生市で行われた、「第2回
ゆるキャラさみっとin羽生」に参
加してきたよ！ステージでは各
キャラクターのPRタイムや写真
撮影も行われたよ！また、ゆるキ
ャラグランプリでは北海道・東北
ブロックでは第1位になったよ！

11月

4日／東北新幹線新青森駅開業
　　  1周年
弘前駅の中で行われた「東北新
幹線全線開業1周年記念イベン
ト in 弘前」におでかけしたよ！
駅中ミニコンサートやよさこい
演舞などの他に、改札口でりん
ごや、ホットアップルジュース
の振る舞いが行われたよ！

23日／400年祭フィナーレ！
弘前城築城400年祭の最後をし
めくくる「エンディングセレモ
ニー」が、行われたよ！ 400年の
歴史や文化を、未来の弘前につ
なげていけるように、これから
も皆さんと一緒にがんばるぞ！

7日／近い異国、函館
北海道のJR函館駅にやってきた
よ！10月21日から開催される「弘
前城菊と紅葉まつり」のPRをし
たんだ。津軽三味線の演奏でお
出迎えしたり、観光パンフレッ
トを配ってきたよ。またマスコ
ミの取材も受けて弘前の魅力に
ついて語ってきたよ（字幕で）！

30日／青森まるごとお届け
池袋サンシャインシティ、ワー
ルドインポートマートに行って
きたよ！復興支援大物産展とい
うことで、青森人の祭典が行われ
たんだ。県内の祭囃子が披露され
ぼくは横笛を吹いてきたんだよ。

10月

13日／弘前城雪燈籠まつり
弘前城雪燈籠まつりでは、ぼく
はステージイベントでじゃんけ
ん大会をしたよ！今年は400年
祭の特別イベントとして、弘前
ねぷたまつりで使用された見送
り絵などを大回廊にした、津軽錦
絵大回廊が開催されたよ！

20日／岡山出張
2月18日から3日間、岡山にある
天満屋ハピータウン岡南店でPR
イベントを行ったよ。19日には
葛西市長もきてくれたよ！天満
屋は、買い物客で溢れていて、弘
前のりんごと物産を買いにきて
くれたお客さまでいっぱい！

2月
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「弘前城築城400年祭シンボル
マーク・キャラクター決定」
●平成21年10月16日（東奥日報）

「弘前城築城400年祭題字発表」
●平成21年7月30日（朝日新聞）

「羽田空港で本県観光をPR」●平成22年9月10日（東奥日報）

「たか丸くんパリでも人気」
●平成22年9月30日（陸奥新報）

「弘前城築城400年新聞」（全8回）●平成20年7月30日・平成21年4月26日
平成21年7月30日・平成21年10月31日・平成21年12月3日・平成22年4月28日
平成22年10月29日・平成23年5月27日（陸奥新報）

「たか丸くんコロッケ登場！」
●平成22年9月1日（陸奥新報）

「イラストで復興応援」
●平成23年4月6日（東奥日報）

「たか丸くん弘前市民に」
●平成22年11月27日
（東奥日報）

PR・広報活動（新聞報道） 新聞各社で紹介された、弘前城築城400年祭に関係する記事の一部を掲載しました。

「弘前城築城400年祭記念式典」
●平成23年5月29日（東奥日報）

「たか丸くん石像、刀剣部分が破損」●平成23年8月6日（陸奥新報）
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弘前市の歴史的・文化的シンボルとしての魅力の向上のために、
段階的に弘前城の整備・改修を進めます。

整備の基本理念と基本方針
平成17年度に策定した『史跡津軽氏城跡保存管理計画』の基本理念に
基づきながら、弘前城跡の特色をさらに引き出し、現状の問題点を解
消するために、以下の基本理念と基本方針を策定しました。

基本理念
●関連文化財を含めた総合的な保存と活用 
●弘前城跡の保存と継承   
●弘前市の歴史的・文化的シンボルとしての魅力の向上
●調査研究の推進と体制の強化 

基本方針
●弘前城跡の遺構および歴史的環境の保存と整備
●城の魅力を高めるための環境整備 
●城下町の歴史的環境の保全と整備
●調査研究の推進と体制および情報発信の強化 
●まちづくりにおける保存整備と活用
●城内施設の移転

整備方針と事業計画
本計画で定めた整備方針の対象期間（目標年度）は、平成21年度から
平成35年度までの15年間とし、平成21年度～平成25年度を短期計画、
平成26年度～平成35年度を中期計画とします。計画期間内の実施が
困難でかつ、保存整備上必要と考えられる事業については、長期計画
として定めることとしました。

短期・中期計画の主な整備内容（平成21年度～平成35年度）
●本丸石垣の修理 
●外濠護岸整備と濠水確保のための導水施設工事
●三の丸追手門周辺の修景・環境整備 
●本丸および二の丸の休憩施設（四阿等）の整備　
●二の丸利活用施設の整備 
●本丸御殿の調査と遺構表示
●二の丸・三の丸西側の土塁の調査と復元 
●二の丸御広敷の調査と遺構表示 
●天守および櫓・城門の保存修理 
●本丸南馬出しの整備および本丸多聞・塀等の復元整備　

長期計画
●指定地外の遺構・曲輪の整備
●曲輪内の施設移転とこれに関わる整備

弘前城跡整備計画鳥瞰図（本丸・二の丸部分）※短期・中期計画

二の丸・三の丸西側の
土塁の整備

櫓・城門の
保存修理

本丸御殿の遺構表示

本丸石垣の修理

天守の保存修理、本丸多聞・塀の復元整備

利活用施設の整備

二の丸御広敷の
遺構表示

本丸南馬出しの整備

PR・広報活動（新聞報道）弘前城跡整備計画概要

第19回あおぎん賞
青森県の地域活性化に大きく貢献
した団体の活動を讃えるものです。

弘前城築城400年祭は、各方面から高い評価をいただき、受賞や認定を受けました。

第11回弘前商工会議所街づくり大賞 
弘前城築城400年祭記念特別賞
弘前城築城400年祭の記念すべき年に
あたることから、元気ある街づくりに
貢献した功績を讃えるものです。

「東北新幹線全線開業1周年」
●平成23年12月5日（東奥日報）

「弘前城流鏑馬国際大会に歓声」
●平成23年9月25日（陸奥新報）

「ひろさき卍フェスティバル開幕」
●平成23年9月24日（東奥日報）

「本会議でポロシ
ャツ着ます」
●平成23年6月9日
（東奥日報）

あおもり観光ベストチャレンジャー認定
青森県内で日頃より観光活性化に寄与し、
さらには新しい青森県の観光活動に積極
的に取り組む団体及び個人を讃えるもの
です。
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