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弘前城築城400年祭について

　弘前城は、藩祖為信公により計画され、二代藩主信枚公により慶長
16年（1611年）に完成しました。
　以来、弘前市は、先人達のたゆまぬ努力により津軽地域の政治・経
済・文化の中心都市として発展してまいりましたが、来る平成23年
（2011年）には築城400年の節目の年を迎えることとなります。
　弘前城の築城は、現在の弘前のまちなみ形成の礎であり、築城から

　弘前城は、「お城と桜とりんごのまち」弘前市のシンボルであり、市
民の憩いの場となっているほか、毎年、国内外から数多くの観光客が
訪れる名所です。
　津軽家2代藩主信枚の手により慶長16年（1611年）に弘前城は完成
しましたが、築城に当たっては、家臣団や商工業者、神社仏閣が城下

　弘前城が築城400年を迎えることを記念し、次の目的と実施方針に
基づいて、各種記念事業を行います。また、この各種記念事業全体を
「弘前城築城400年祭」といいます。

【目的】
ア.築城以後の先人の歩みを振り返りながら、市を挙げて築城400年
　 を祝う。
イ.築城400年を、地域活性化の好機、新たな未来へ踏み出す第一歩と
　 して捉え、幅広い事業展開を図る。

【実施方針】
ア.実施する事業は、弘前公園の整備改修、史跡・文化財の保存活用、文
 化活動の振興、中心市街地の活性化、都市計画、観光の振興など広
　 範囲にわたるものとする。
イ.事業の実施は、弘前城に限らず市全域を会場とするほか、対象とす
 る時代は、築城から現在までの期間とする。
ウ.事業期間は、平成22年12月に予定されている東北新幹線新青森駅
 　開業との連続性を考慮して、平成23年1月から12月までとする。な
　 お、平成22年4月から12月まではプレイベント期間とする。
エ.事業の企画・実施に当たっては、官民一体となった実行委員会方式
 　を採るほか、専門部会に公募委員を入れ、事業のアイディアを市民
　 からも募集する。

弘前城の現状と歴史

弘前城築城400年祭の目的と実施方針

に集められており、築城は大きなまちづくり事業でした。
　弘前城は築城以来、5層の天守の落雷焼失や本丸御殿の解体など、
幾多の変遷があったものの、今なお3重の濠や、天守を含む4つの櫓、
5つの城門などが現存する貴重な文化遺産であり、平成23年（2011年）
には、築城400年の節目を迎えます。

400年を迎えることは、歴史的にも、まちづくりの観点からも非常に
大きな意義があります。
　また、この機会を、先人の歩みを振り返りながら新たな未来へ踏み
出す第一歩と位置づけ、平成23年に、市民と共に全市を挙げて「弘前
城築城400年祭」を実施することといたします。

戦術 ー事業構成と各事業の位置づけ－

右記の戦略に基づいて実施する各事業単位を“戦術”と位置づけ、「弘前城築城400年祭  事業体系図」のとおり構成する。

●きものdeさくらウォーク  ●ゆかたdeねぷたウォーク  ●福富太郎コレクション「華麗なる美人画の世界～清方・深水・松園ら巨匠の系譜～」
●2010津軽三味線国際シンポジウム  ●2010岩木山山頂津軽三味線大合奏  ●津軽音楽団 第1回演奏会  ●400年記念「ひと足お先の映画祭」
●ドリームコンサート ・ドリームゼミナール  ●The津軽三味線2010  ●弘前城築城400年記念 「狂言弘前特別公演」  ●書の軌跡～津軽に生きて～
●第30回津軽三味線全国大会  ●弘前城薪能  ●筝、三絃、尺八の祭典  ●津軽の音コンサート  ●400年記念音楽祭  ●400年記念市民文化祭
●400年祭きものフェスタ  ●日本古武道弘前演武会  ●400年記念映画祭  ●The津軽三味線2011

●全国屋台村協議会  ●弘前城築城400年記念事業  ●世界遺産トーチランコンサート2010in弘前  ●津軽の食と産業まつり  ●築城400年記念「津軽塗展」
●築城400年記念「りんごシンポジウム」 ●りんご花まつり ●古津軽塗復元・展示 ●400年記念特別ライトアップ ●弘前城雪燈籠まつり「津軽錦絵大回廊」
●弘前さくらまつり（400年記念バージョン） ●弘前ねぷたまつり（400年記念バージョン）  ●弘前城菊と紅葉まつり（400年記念バージョン）

【歴史再発見プロジェクト】弘前の奥深い歴史を再発見し、未来に活かすため、多様な事業を展開します。

【ひとづくりプロジェクト】“まちづくり”は“ひとづくり”から始まります。偉大な先人たちの歩みをたどりながら、未来の弘前を
 支える“ひとづくりプロジェクト”に取り組みます。

●各戦術(プロジェクト)は、3つの戦略全てと密接に関連しますが、最も関連の強い戦略に位置付けて整理しています。 ●各プロジェクトを構成する事業は多様な性格を備えて
いるものも多く、複数のプロジェクトに関連する場合がありますが、最も関連の深いプロジェクトに位置付けて整理しています。●掲載している各事業は、プレ期間の事業を含
みます。 ●ここに掲載された各事業の名称等は平成22年11月2日現在のもので、変更があり得ることをあらかじめご了承ください。

【目的・実施方針を実現するための事業戦略】
実施方針に沿って目的を達成するため、次のとおり“戦略”を構築する。
※弘前城築城400年祭のプレイベント期間に突入してほぼ半年を経過し、当初予定し
ていた400年祭記念事業に加え、後援事業等も増加したことから、400年祭の意義・目
的を再確認するとともに、あらためて広く内外に周知するために、平成22年11月2日
弘前城築城400年祭実行委員会で「戦略」等を追加承認したもの。

【戦略1】  先人たちの教えに学ぶ
弘前は世界自然遺産白神山地の恩恵を受けた豊かな自然のもとに、
長い歴史を育んできました。この歴史の歩みは“先人の知恵rdquo;の
宝庫です。私達は、築城400年祭という歴史の節目を、先人たちの教え
に学ぶ契機として位置づけ、労苦を偲び、英知を伝承していきます。

【戦略2】  地域の資源を掘り起こし、磨き上げる
弘前は、藩政期の“和”の要素から、明治期以降の“洋”の要素、北東北の
学都を誇る知的資源や文化資源など、幅広い“地域資源の宝庫”です。
400年祭は、既に進めている弘前感交劇場の取り組みなどと連動させ
て、“地域資源を掘り起こし、磨き上げる契機”として位置づけます。

【戦略3】  新たな未来を築く
400年祭は常に“未来”を見据えて進めます。
私達は400年祭を単なる回顧の祝祭やイベントの場としてとらえるの
ではなく、新たな弘前を築く第一歩、“未来を指向する契機”として位置
づけ、弘前市内外の多くの人々が参画し、“未来へ向けた一里塚”として
継続的な事業展開が図れるような仕組みづくりをしていきます。
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●ラジオ番組「弘前城築城400年紀行」  ●高照神社奉納絵図展  ●築城400年記念「津軽に眠る名宝展」  ●築城400年記念「近衞家陽明文庫の名宝展」
●消防の歴史・文化展  ●400年祭記念時代絵巻  ●築城400年記念「弘前の文化財展」  ●400年祭寺子屋  ●「歴史的建造物・お宝」400年祭特別公開
●弘前城ぐるっとasaideおべさまクイズ  ●弘前藩よろずツアー  ●築城400年記念 「弘前ねぷた展」

●まちをあそぶ！2010忍者修行大作戦～弘前城築城400年祭に向けて～  ●第10回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会
●第3回技能披露会「津軽の食と技」～次世代に残したい津軽の食と技～  ●ものづくり手仕事展「The職人の技」
●小・中学校「弘前の400年」究発表展示  ●まちをあそぶ！2011忍者修行大作戦～「築城400年！忍びの者たちよ、弘前城に集まれ」の巻～
●市民健康まつり  ●第11回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会

【文化振興プロジェクト】弘前は文化が薫るまちです。弘前の文化を守り、伝承・発 展させるためのプロジェクトを展開します。

【産業・観光振興プロジェクト】弘前感交劇場の取り組みなどと連動させて、地域資源を掘り起こし、磨き上げ、新たな産業・観
 光資源として位置づける取り組みを進めます。

●築城400年記念「弘前の町並み展」 ●全国伝統的建造物群保存地区協議会総会 ●全国城下町シンポジウム津軽弘前大会 ●景観・まちづくりフォーラム
●まちかどギャラリー ・都市景観フォーラム  ●築城400年記念ねぷたシンポジウム  ●築城400年記念 さくらフォーラム  ●全国城郭管理者協議会総会
●古絵図と航空写真でたどる弘前の変遷  ●弘前城築城400年祭「こめと水の旅」  ●上下水道展

【まちづくりプロジェクト】弘前城は弘前のシンボルであり、“まちづくり”の“核”です。弘前城や城下町の建設・発展の歴史を踏
 まえながら未来のまちづくりを考えていきます。

●お楽しみ抽選会in茂森町「葉月『茂森門前祭』」  ●弘前工芸協会展  ●古都ひろさき花火の集い  ●第11回よさこい津軽  ●ねぷた囃子でギネスに挑戦
●海からのおくりもの「浜辺のあかり」展  ●第19回演劇の夕べ「ボランティアの集い」  ●愛の広場レクリエーションの集い  ●第12回よさこい津軽  
●津軽路ロマンツーデーマーチ  ●カルチュアロード2011  ●400年記念弘前アップルマラソン  ●弘前城築城400年祭記念「友好都市交流事業」
●400年祭協賛事業  ●400年祭後援事業

 【市民参画プロジェクト】企画段階から400年祭に市 民が参画できるように工夫し、市民のまちづくりへの参画を押し進める
 契機としていきます。

●200日前イベント  ●100日前イベント  ●オープニングセレモニー   ●NHK公開番組「BSにほんのうた」  ●記念式典  ●ふるさと納税特別枠
●エンディングセレモニー  ●マスコットキャラクター「たか丸くん」を活用した県外でのPRキャラバン  ●公式パンフレットの発行・HPの活用

 【弘前発信プロジェクト】400年祭のあらゆる段階、あらゆる場面で全国へ情報発信することを意識し、全国での弘前の認知度
 が向上するようPR を工夫します。
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実行委員会・専門部会委員名簿  推進体制

弘前城築城400年祭実行委員会

❶メンバー構成／市、産業・観光系団体、地域系団体、まちづくり団体、大学など
　※顧問／津軽家当主・県など  ※アドバイザー／歴史専門家など
❷役割／400年祭の最高意志決定機関・主な事業の実施主体

❶メンバー構成／実行委員会の構成団体メンバーやその
　　　　　　　　他の団体、公募市民等で構成
❷役割／事業案づくりや事業実施時の実働部隊

実行委員会・専門部会
市の財政や法
制度等も踏ま
え、実行委員
会へ情報提供・
調整

検討素材
（事業案）
の提供

❶メンバー構成／副市長がトップ、市の各部長級で構成
❷役割／a.事務局と共に実行委員会を実務的に支える組織
 b.市の財政や法制度等も踏まえ、実行委員会へ
　　　　　情報提供・調整

弘前城築城400年祭推進会議

❶メンバー構成／市の課長級で構成
❷役割／弘前築城400年祭推進会議の下部組織・実働部隊

※いずれの組織も、事務局は弘前市商工観光部弘前城築城400年祭推進室が担当。

（必要に応じ、企画・広報等の専門部会を設置）

弘前城築城400年祭検討部会
（必要に応じ、企画・財政・広報等の検討部会を設置）

平成21年5月14日～
●名誉顧問
津　軽　　　晋 津軽家15代当主 
●顧　問 
藤　田　　　昭 弘前市議会議長（～H23.6）
田　中　　　元 弘前市議会議長（H23.6～）
木　村　文　丸 津軽厚志会 理事長
虎　谷　一　郎 津軽仰徳会 会長
●会　長 
相　馬　錩　一 弘前市長（～H22.4）
葛　西　憲　之 弘前市長（H22.4～）
●委　員 
遠　藤　正　彦 弘前大学 学長（～H24.1）
佐　藤　　　敬　 弘前大学 学長（H24.2～）
桜　庭　　　剛　 弘前市町会連合会 会長（～H22.5）
神　　　忠　男 弘前市町会連合会 会長（H22.6～）
新戸部　満　男 弘前商工会議所 会頭（～H22.10）
永　澤　弘　夫 弘前商工会議所 会頭（H22.11～）
清　藤　哲　夫 弘前観光コンベンション協会 会長
櫛　引　利　貞 弘前市物産協会 会長（H22.5～）
葛　西　憲　之 弘前市副市長（～H21.9）
小笠原　靖　介 弘前市副市長（H22.6～）
石　岡　　　徹　 弘前市教育委員会 教育長（～H22.5）
佐　藤　紘　昭 弘前市教育委員会 教育長（H22.6～）
一　戸　鐵　弘 岩木町商工会 会長 
熊　谷　栄　作 相馬村商工会 会長（～H21.6）
栗　形　昭　一 相馬村商工会 会長（H21.6～）
三　上　千　春 岩木山観光協会 会長（～H23.6）
齊　藤　　　爾　 岩木山観光協会 会長（H23.6～）
三　上　ナツエ 弘前市連合婦人会 会長（～H22.9）
成　田　志津子 弘前市連合婦人会 会長（H22.9～）
小山内　崇　雅 弘前青年会議所 理事長（～H21.1）
斎　藤　順　司 弘前青年会議所 理事長（Ｈ22.1～Ｈ23.1）
奈　良　第　司 弘前青年会議所 理事長（Ｈ23.2～12）
藤　田　あつ志 弘前青年会議所 理事長（H24.1～）
加　茂　義　尚 東日本旅客鉄道秋田支社 営業部長（～H22.6）
青　山　吉　和 東日本旅客鉄道秋田支社 営業部長（H22.7～）
阿　部　昌　孝 JTB東北 地域貢献推進部長（～H22.5）
鈴　木　雅　之 JTB東北 青森支店長（H22.5～）
馬　場　良　夫 青森県商工労働部観光国際戦略局長
佐　藤　　　修　 青森県中南地域県民局長（～H22.5）
深　澤　　　守　 青森県中南地域県民局長（H22.5～23.4）
川　村　昌　廣 青森県中南地域県民局長（H23.4～）
髙　橋　文　雄 弘前市企画部長（～H22.5）
蒔　苗　貴　嗣 弘前市企画部長（H22.5～）
野　呂　雅　仁 弘前市市民環境部長 
山　田　　　仁　 弘前市商工観光部長（H22.7～）
三　橋　孝　夫 弘前市都市整備部長（～H22.3）
髙　橋　文　雄 弘前市都市整備部長（H22.4～5）
山　田　　　仁　 弘前市都市整備部長（H22.5～6）
山　形　惠　昭 弘前市都市整備部長（H22.7～）
大　谷　雅　行 弘前市教育委員会 教育部長 
福　井　尚　二 青森銀行 執行役員弘前支店長（～H22.7）
成　田　　　晋　 青森銀行 執行役員弘前支店長（H22.7～23.4）
小山内　秀　喜 青森銀行 弘前支店長（H23.4～）
佐　藤　正　明 みちのく銀行 執行役員弘前営業部長
●アドバイザー 
長谷川　成　一 弘前大学 教授（弘前城整備計画策定委員会 委員長）
須　藤　弘　敏 弘前大学 教授（弘前市文化財審議委員）

実行委員会
【企画専門部会】平成21年5月15日～平成22年3月24日
●部会長
清　野　眞由美 弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる
●副部会長
坂　本　　　崇 弘前観光コンベション協会
●部会員
四　宮　俊　之 弘前大学 
藤　田　清　治 弘前市町会連合会
工　藤　茂　起 弘前商工会議所 
小山内　啓　城 岩木町商工会 
佐　藤　幸　弘 相馬村商工会 
成　田　志津子 弘前市連合婦人会 
清　藤　洋　介 弘前青年会議所 
岩　本　　　学 東日本旅客鉄道秋田支社 津軽地区センター
坂　口　純　子 JTB東北 
三　上　洋　輝 青森県商工労働部観光局 新幹線交流推進課
山　谷　良　文 青森県中南地域県民局地域連携部 地域支援室
相　沢　輝　典 弘前市物産協会 
館　山　繁　樹 岩木町物産協会 
冨　山　克　彦 つがる弘前農業協同組合 
三　浦　範　夫 津軽みらい農業協同組合 
小山内　欽　一 相馬村農業協同組合 
山　本　和　之 NHK文化センター弘前支社 
櫛　引　正　孝 日本旅行弘前旅行サービス 
齋　藤　秀　光 ひろさき環境パートナーシップ21
宮　川　克　己 TEKUTEKU編集部 
前　田　み　き 弘前市総合計画進行管理アドバイザー会議
安　田　俊　夫 一般公募（H21.6.19～）
中　谷　敏　右 一般公募（H21.6.19～）
木庭袋　靖　子 一般公募（H21.6.19～）
高　村　　　謙 一般公募（H21.6.19～）
油　川　佳　樹 一般公募（H21.6.19～）
高　木　伸　剛 弘前市企画課 
佐　藤　耕　一 弘前市観光物産課
加　藤　雅　通 弘前市公園緑地課
安　田　　　穣 弘前市都市計画課
櫻　田　　　靖 弘前市教育委員会 教育総務課

【広報専門部会】平成21年5月14日～平成22年3月24日
●部会長
福　士　圭　介 弘前市旅館ホテル組合 
●副部会長
小　山　伸　吉 岩木山観光協会 
●部会員
野　呂　和　宏 弘前商工会議所  
白　戸　大　吾 弘前観光コンベション協会
村　元　千鶴子 弘前市連合婦人会
長谷川　　　睦 弘前青年会議所 
関　根　達　人 弘前大学 
吉　本　　　仁 東日本旅客鉄道秋田支社 営業課
坂　口　純　子 JTB東北 
森　　　　　清 青森県商工労働部観光局 観光企画課
山　谷　良　文 青森県中南地域県民局地域連携部 地域支援室
山　本　和　之 NHK文化センター弘前支社 
櫛　引　正　孝 日本旅行弘前旅行サービス 
高　橋　克　彰 弘南バス
工　藤　　　司 弘南鉄道
板　垣　　　伸 青森タクシー協会弘前支部
平　山　幸　一 TEKUTEKU編集部
秋　田　穂　積 一般公募（H21.6.19～）
森　山　　　豊 一般公募（H21.6.19～）
葛　西　　　裕 一般公募（H21.6.19～）
鹿　内　　　葵 一般公募（H21.6.19～）
対　馬　昇　悟 弘前市広報広聴課
佐　藤　耕　一 弘前市観光物産課

専門部会委員
平成22年3月～
●部会長 
清　野　眞由美 弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる
●副部会長 
福　士　圭　介 弘前市旅館ホテル組合 
坂　本　　　崇 弘前観光コンベション協会 
小　山　伸　吉 岩木山観光協会 
●部会員
四　宮　俊　之 弘前大学  
関　根　達　人 弘前大学 
藤　田　清　治 弘前市町会連合会（～H22.5）
奥　寺　開　繁 弘前市町会連合会（H22.6～）
野　呂　和　宏 弘前商工会議所 
小山内　啓　城 岩木町商工会 
佐　藤　幸　弘 相馬村商工会 
成　田　志津子 弘前市連合婦人会（～H22.8）
小笠原　ツヨヱ 弘前市連合婦人会（H22.9～）
清　藤　洋　介 弘前青年会議所 
吉　本　　　仁 東日本旅客鉄道秋田支社 営業課（～H22.6）
進　藤　由利夫 東日本旅客鉄道秋田支社 営業課（H22.7～23.3）
佐々木　晃　久 東日本旅客鉄道秋田支社 営業課（H23.4～）
岩　本　　　学 東日本旅客鉄道秋田支社 津軽地区センター（～H22.5）
高　山　信　一 東日本旅客鉄道秋田支社 津軽地区センター（H22.5～）
坂　口　純　子 JTB東北（～H22.5）
高　瀬　幸　逸 JTB東北（H22.5～）
森　　　　　清 青森県商工労働部観光局 観光企画課（～H22.3）
鈴　木　耕　司 青森県商工労働部観光局 観光企画課（Ｈ22.4～23.3）
三　上　洋　輝 青森県商工労働部観光国際戦略局 観光企画課（H23.4～）
三　上　洋　輝 青森県商工労働部観光局 新幹線交流推進課（～H23.3）
奥　田　忠　雄 青森県商工労働部観光国際戦略局 観光交流推進課（H23.4～）
山　谷　良　文 青森県中南地域県民局地域連携部 地域支援室（～Ｈ23.3）
蝦　名　啓　次 青森県中南地域県民局地域連携部 地域支援室（Ｈ23.4～）
相　沢　輝　典 弘前市物産協会 
館　山　繁　樹 岩木町物産協会 
冨　山　克　彦 つがる弘前農業協同組合 
三　浦　範　夫 津軽みらい農業協同組合（～H22.5）
三　浦　　　智 津軽みらい農業協同組合（H22.5～）
小山内　欽　一 相馬村農業協同組合 
山　本　和　之 NHK文化センター弘前支社
櫛　引　正　孝 日本旅行弘前旅行サービス（～H22.9）
鳴　海　貞　直 日本旅行弘前旅行サービス（H22.10～23.3）
高　橋　克　彰 弘南バス 
工　藤　　　司 弘南鉄道 
板　垣　　　伸 青森タクシー協会弘前支部 
齋　藤　秀　光 ひろさき環境パートナーシップ21
宮　川　克　己 TEKUTEKU編集部 
前　田　み　き 弘前市総合計画進行管理アドバイザー会議
安　田　俊　夫 一般公募
中　谷　敏　右 一般公募
木庭袋　靖　子 一般公募
高　村　　　謙 一般公募
油　川　佳　樹 一般公募
秋　田　穂　積 一般公募
森　山　　　豊 一般公募
葛　西　　　裕 一般公募
鹿　内　　　葵 一般公募 
高　木　伸　剛 弘前市企画課 
対　馬　昇　悟 弘前市広報広聴課（～H23.3）
五十嵐　雅　幸 弘前市広報広聴課（Ｈ23.4～）
佐　藤　耕　一 弘前市観光物産課（～H23.3）
櫻　庭　　　淳 弘前市観光物産課（H23.4～）
加　藤　雅　通 弘前市公園緑地課（～H23.6）
三　上　哲　也 弘前市公園緑地課（H23.7～）
安　田　　　穣 弘前市都市計画課（～H23.3）
對　馬　憲　人 弘前市都市計画課（H23.4～）
櫻　田　　　靖 弘前市教育委員会 教育総務課（～H23.3）
安　田　　　穣 弘前市教育委員会 教育総務課（H23.4～）

※（　）内は在籍期間、敬称略
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実行委員会会則
第1章 総　則

（名称）
第1条 この会則によって定める組織の名称は、弘前城築城400年祭実行委員
 会（以下「実行委員会」という。）という。

（目的）
第2条 実行委員会は、弘前城が築城400年の節目を迎えるに当たり、弘前城
 の素晴らしさと弘前市の魅力を全国に発信するとともに、築城400年
 を機に自然と共に生きる豊かな産業・文化都市を目指す弘前市の発展
 に資するため、弘前城築城400年祭事業（以下「400年祭事業」という。）
 を企画・実施することを目的とする。

（事業）                      　
第1条 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う
 ものとする。
 （1）400年祭事業の計画の作成及び実施に関すること。
 （2）400年祭事業への各種団体等の協力・参加促進に関すること。
 （3）前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事
 　  業に関すること。　

第2章 組　織

（組織）
第4条 実行委員会は会長及び委員をもって組織する。
 2.会長は、弘前市長をもって充てる。
 3.委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
 （1）公共的団体等の役員及び職員
 （2）学識経験を有する者
 （3）関係行政機関の職員
 （4）その他市長が必要と認める者
 4.実行委員会に副会長及び監事を置き、会長が委員のうちから指名する。

（会長等の職務）
第5条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた
    ときは、会長が定める順序により、その職務を代行する。
 3.監事は、実行委員会の会計を監査する。

（報酬）
第6条 委員は、無報酬とする。（名誉顧問、顧問及びアドバイザー）
第7条 実行委員会に名誉顧問、顧問及びアドバイザーを置くことができる。
 2.名誉顧問は弘前藩の現当主、顧問は弘前市議会議長及び津軽家関係
    団体代表をもって充てる。
 3.アドバイザーは、専門的な知識を有する者をもって充てる。

（任期）
第8条 委員の任期は、実行委員会の目的が達成されるまでとする。ただし、委
 員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 会　議

（審議事項）
第9条 実行委員会の会議（以下「会議」という。）は、次の事項を審議し決定する。
　 （1）400年祭事業の計画の作成及び企画運営に関する事項
　 （2）予算及び決算に関する事項
 （3）会則の制定及び改廃に関する事項
　 （4）その他会長が必要と認める事項

実行委員会事務局規程
（趣旨）
第1条 この規程は、弘前城築城400年祭実行委員会会則（以下「会則」という。）
 第14条第2項の規定に基づき、事務局の組織及び運営に関して必要な
 事項を定めるものとする。

（分掌事務）
第2条 事務局は、別表第1に掲げる事務を行う。

（職員）
第3条 事務局に次の職員を置く。
　 （1）事務局長
 （2）事務局次長
　 （3）事務局員
 2.事務局長は、弘前市商工観光部観光局長をもって充てる。
 3.事務局次長は、弘前市商工観光部観光局弘前城築城400年祭推進室
 長をもって充てる。

（職務）
第4条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を総轄し、所属職員を指
 揮監督する。
 2.事務局次長は、上司の命を受け事務局長を補佐し、事務局長に事故
    があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。

（専決）
第5条 事務局長及び事務局次長は、会長の権限に属する事務のうち、別表第
 2に掲げる事項を専決することができる。

（代決）
第6条 事務局長が不在のときは、専決事項については事務局次長が代決する
 ことができる。
 2.代決した事項については速やかに後閲を受けるものとする。

（文書の取扱い）
第7条 施行する文書に付する収発記号は、「築城400年」とし、収発番号は、毎
 年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
 2.文書の発信者名は、会長名を用いる。ただし、簡易な文書については、
    事務局長名を用いることができる。

（公印）
第8条 事務局で使用する公印の名称、字句、形状及び寸法等は別表第3のとお
 りとする。
 2.前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、弘前市の取扱
    いの例による。

（服務）
第9条 事務局職員の服務については、特別な場合を除くほか、弘前市職員の
 例による。

（旅費）
第10条 事務局職員の旅費の額及び支給方法については、弘前市職員の例による。

（財務）
第11条 財務に関する事項は、弘前市の取扱いの例による。

（委任）
第12条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関して必要な事項は、
 事務局長が別に定める。

附　則
この規程は、平成22年7月1日から施行する。

推進会議設置要綱
（名称）
第1条  この要綱によって定める組織の名称は、弘前城築城400年祭推進会議
 （以下「推進会議」という。）という。

（目的）
第2条 推進会議は、弘前城築城400年祭事業（以下「400年祭事業」という。）の
 実施に資することを目的とする。

（所掌事務）
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を行うも
 のとする。
 （1）400年祭事業の企画推進に当たり、その計画作成及び庁内外の情
 　  報収集に関すること。
 （2）400年祭事業の実施に当たり、庁内外の協力・参加促進及び連絡調
 　  整に関すること。
 （3）前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事
 　  務に関すること。

（組織）
第4条 推進会議は、議長、参与及び委員をもって組織する。
 2.議長は、副市長をもって充てる。
 3.参与は、教育長をもって充てる。
 4.委員は、弘前市の部長級職員のうちから市長が指名する。
 5.委員に事故があるとき又は委員が不在のときは、あらかじめ委員の
 指名する職員がその職務を代理する。

（議長）
第5条 議長は、会務を総理する。
 2.議長に事故があるとき又は議長が不在のときは、あらかじめ議長が
 指名する委員がその職務を代理する。

（参与）
第6条 参与は、第3条に規定する事務の実施に当たり、専門的事項について意
 見を述べる。

（会議）
第7条 推進会議の会議は、必要に応じて議長が招集する。

（部会の設置）
第8条 推進会議に、400年祭事業に係る情報収集や計画案の作成等を行わせ
 るため、検討部会を置くことができる。
 2.検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
 3.部会長及び部会員は、弘前市の課長級職員のうちから議長が指名する。
 4.部会長に事故があるとき又は部会長が不在のときは、あらかじめ部
    会長が指名する部会員がその職務を代理する。
 5.部会員に事故があるとき又は部会員が不在のときは、あらかじめ部
    会員が指名する職員がその職務を代理する。
 6.部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

（庶務）
第9条 推進会議の庶務は、弘前市商工観光部弘前城築城400年祭推進室にお
 いて処理する。

（委任）
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、
 議長が定める。

附 則
この要綱は、平成21年4月22日から施行する。

（招集）
第10条 会議は、会長が招集する。
 2.会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただ
    し、特別の事情があるときは、代理者が出席することができる。
 3.会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求める
    ことができる。

（議長）
第11条 会議の議長は、会長がこれに当たる。

（議決）
第12条 会議の議決は、出席委員（代理者を含む。）の過半数の同意をもって決
 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 専門部会

（専門部会）
第13条 実行委員会に、400年祭事業の計画案の検討等を行わせるため、専門
 部会を置くことができる。
 2.専門部会は、会長が指名する部会員をもって組織する。
 3.前2項に定めるもののほか、専門部会に関して必要な事項は、会長が
    別に定める。

第5章 事務局

（事務局）
第14条 実行委員会の事務を処理するため、弘前市商工観光部（弘前城築城40
 0年祭推進室内）に事務局を置く。
 2.前項に定めるもののほか、事務局に関して必要な事項は、会長が別
    に定める。

第6章 会　計

（経費）
第15条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。

（会計年度）
第16条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもっ
 て終了する。

（決算）
第17条 実行委員会の決算は、会計年度終了後又は事業完了後、速やかに監査
 を経て、実行委員会の承認を得なければならない。

第７章 解　散

（解散）
第18条 実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
 2.実行委員会が解散したときに有する残余財産は、弘前市に帰属する
    ものとする。

第8章 委　任

（委任）
第19条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項
 は、会長が別に定める。

附　則
 1.この会則は、平成21年5月4日から施行する。
 2.第10条第１項の規定にかかわらず、最初の会議は弘前市長が招集する。
 3.第16条の規定にかかわらず、実行委員会の設立に係る会計年度につ
    いては、設立の日から翌年の3月31日までとする。

実行委員会会則・実行委員会事務局規程・推進会議設置要綱
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築城400年祭記念事業一覧

■平成22年

弘前の町並み 平成22年4月3日～5月30日 弘前市立博物館  5,091 後援 

きものdeさくらウォーク 平成22年4月29日 民族衣裳文化普及協会東北支部 50 後援  

弘前市中学生「わたしたちの弘前城」
絵はがき作成配布 平成22年4月～平成23年3月 弘前市教育研究所  39 後援

 平成22年（作成）古津軽塗復元・展示 平成23年4月16日～5月8日（展示） 弘前市文化財保護課  ─ 後援

弘前藩の名宝映像化 平成22年4月～平成23年3月 弘前市文化財保護課  ─ 後援

弘前城築城400年新聞 ～平成23年5月 陸奥新報社  63,500 後援

建造物・宝物特別拝観 平成22年4月～平成23年12月 弘前市文化財保護課  8,231 後援

北の城下のまちあかり 平成22年4月～平成23年12月 弘前市観光物産課  ─ 後援

400年記念年表作製・公開 平成22年4月～平成23年12月 弘前市立博物館、弘前市立弘前図書館 24,030 後援

農業・農村に関するパネル等作製 平成22年4月～平成23年12月 弘前市農業委員会  ─ 後援

  第32回全国伝統的建造物群保存全国伝統的建造物群保存地区協議会総会 平成22年5月12日～5月14日 地区協議会総会弘前実行委員会 448 後援 

全国屋台村協議会 平成22年5月21日～5月22日 津軽弘前屋台村協議会  400 後援 

全国城下町シンポジウム津軽弘前大会 平成22年6月11日～6月13日 全国城下町青年会議所連絡協議会 2,235 共催 

弘前工芸協会展 平成22年6月11日～6月14日 弘前工芸協会  828 後援

福富太郎コレクション華麗なる美人画の世界  東奥日報社、青森放送 
～清方・深水・松園ら巨匠の系譜～ 平成22年6月12日～7月19日 弘前市立博物館  7,640 後援

200日前イベント 平成22年6月15日 弘前城築城400年祭実行委員会 100 主催

第5回古都ひろさき花火の集い 平成22年6月19日 ひろさき市民花火の集い実行委員会 50,000 後援

第11回よさこい津軽 平成22年6月27日 よさこい津軽実行委員会・弘前商業連合会 1,050 後援

ラジオ番組「弘前城400年紀行」 平成22年7月～平成23年3月 アップルウェーブ  一般市民 協賛

まちをあそぶ！2010忍者修行大作戦  弘前こどもコミュニティ・
～弘前城築城400年祭へ向けて～ 平成22年7月11日 ぴーぷる  164  協賛 

なかどてまちかどギャラリー 平成22年7月30日～平成23年3月31日 中土手町商店街振興組合  24,000 後援

四百年よろず寺子屋 平成22年7月～平成23年12月 弘前市立中央公民館  118 後援

お楽しみ抽選会in茂森町「葉月『茂森門前祭』」 平成22年8月1日～29日 弘前市茂森町町会  1,190 後援 

たか丸くんねぷたコンテスト2010 平成22年8月1日～2日 弘前城築城400年祭実行委員会 560,000 主催 

ゆかたdeねぷたウォーク 平成22年8月4日 民族衣裳文化普及協会東北支部 40 後援 

  高照神社文化財維持保存会後援会高照神社奉納絵図展 平成22年8月8日～10日 信政公御神忌300年祭奉賛会  600 後援

第10回全国高等学校ファッションデザイン
選手権大会（ファッション甲子園2010） 平成22年8月22日 ファッション甲子園実行委員会 1,100 後援

第3回技能披露会「津軽の食と技」  日本料理研究会弘前支部
～次世代に残したい津軽の食と技～ 平成22年9月8日 弘前四條会  2,000 後援

 項　目 予算額 決算額 説　明

■平成21年度

 負　担　額 3,000,000 3,000,000 弘前市負担金
 雑　収　入 0 492 預金利息
 計 3,000,000 3,000,492 

収入合計  3,000,000  －  支出合計  2,969,112  ＝  31,380を次年度へ繰越

■平成22年度
 項　目 予算額 決算額 説　明
 負　担　額 42,000,000 42,000,000 弘前市負担金
 寄附・協賛 0 150,943 寄附・協賛金等 
 雑　収　入 0 4,878 預金利息
 繰　　　越 31,380 31,380 平成21年度より繰越
 計 42,031,380 42,187,201

 企　画　費 640,000 329,610 築城400年祭先行実施都市視察等
 広報事業費 1,915,000 2,410,892 広告用品製作、キャラクター公募・制作等
 総　務　費 445,000 228,610 一般事務費
 計 3,000,000 2,969,112  

 事業名 実施日 主催者 参加人数（人） 備考

弘前城築城４００年祭実行委員会予算

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

■寄附者芳名一覧  
三照堂・弘前桜まつり協賛会・大湯石材店・神刀剣桜流剣詩舞 剣桜館・弘前公園白雪会・青森県電業協会弘前支部・東奥信用金庫
さくらまつり鷹揚会・ゼスプリインターナショナルジャパン・弘前建設業協会・津軽地区建物管理事業協同組合・弘前工業高等学校放送部
弘前市幹部職員会・みちのくコカ・コーラボトリング（順不同・敬称略）

収
　
入

支
　
出

 項　目 予算額 支出額 説　明
 事業開催費 127,570,000 117,476,724 主催事業、共催・後援事業費等 
 広報事業費 13,044,000 8,209,643 広告用品製作、公式パンフレット・ポスター・チラシ印刷等
 総　務　費 1,310,000 527,884 一般事務費
 予　備　費 77,133 378,748 義援金
 計 142,001,133 126,592,999

 項　目 予算額 収入額 説　明
 負　担　額 130,000,000 130,000,000 弘前市負担金
 事 業 収 入 8,400,000 13,041,000 弘前城薪能チケット収入等
 寄附・協賛 19,000 758,121 寄附・協賛金等
 雑　収　入 5,000 1,006,072 預金利息
 繰　　　越 3,577,133 3,577,133 平成22年度より繰越
 計 142,001,133 148,382,326

収入決算額合計 － 支出決算額合計 ＝ を弘前市へ

 項　目 予算額 決算額 説　明
 事業開催費 21,306,000 20,567,859 主催事業、共催・後援事業費等
 広報事業費 19,739,000 17,127,838 広告用品製作、プロモーションビデオ作成、公式パンフレット・ポスター・チラシ印刷等
 総　務　費 986,380 914,371 一般事務費
 計 42,031,380 38,610,068 

収入合計  42,187,201  －  支出合計  38,610,068  ＝  3,577,133を次年度へ繰越

■平成23年度※平成24年1月末現在

収
入

支
　
出

 項　目 予算額 決算額 説　明

収
　
入

支
　
出

※記念事業全体の事業費ではありません
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築城400年祭記念事業一覧 築城400年祭記念事業一覧

 事業名 実施日 主催者 参加人数（人） 備考

■平成23年

小・中学生「弘前の400年」研究発表展示 平成23年1月29日～30日 弘前市教育研究所  ─ 後援 

横笛博覧会 平成23年2月2日 オフィス・ブンダー  300 後援 

弘前城雪燈籠まつり 津軽錦絵大回廊 平成23年2月10日～13日 弘前城雪燈籠まつり運営委員会 390,000 後援 

岩木山南麓豪雪まつり 平成23年2月10日～13日 岩木山観光協会  2,000 後援  

XUXU（しゅしゅ）with木村将之
ウインターコンサート 平成23年2月13日 岩木文化センター自主事業実行委員会 250 後援  

第10回食を考える集い 平成23年2月17日 弘前市農村活性化推進協議会  150 後援  

弘前公園さくらフォーラム 平成23年2月22日～23日 弘前市公園緑地課  256 後援 

第19回津軽弁の国建国祭り 平成23年2月27日 津軽弁の国  100 後援 

剣舞・詩舞初心者向け啓蒙 平成23年3月18日～4月21日　　 神刀剣桜流・剣詩舞剣桜館  71 後援

「新・弘前人物誌」発刊 平成23年3月31日 弘前市教育研修所  市内小・中学生 後援

「農業ひろさき」特集号発行 平成23年3月28日～29日　 弘前市農業委員会事務局  13,000 後援

アマチュア無線「弘前城築城400年特別局」運用 平成23年4月1日～平成23年8月31日 日本アマチュア無線連盟  6,417 後援  

映画「津軽百年食堂」 平成23年4月2日（公開） エム・ケイ・ツー  60,000 後援

特別企画展「津軽塗～温故創新～」 平成23年4月16日～5月8日 弘前市立博物館  3,396 後援 

  弘前市、弘前商工会議所弘前さくらまつり 平成23年4月23日～5月8日 弘前観光コンベンション協会  1,720,000 後援 

津軽塗体験 平成23年4月23日～5月8日 弘前市みどりの協会  116 後援 

LED照明でひろさきの桜ライトアップ 平成23年4月23日～5月8日 ECOリパブリック白神  市民・観光客 後援

｢弘前藩城下を歩く｣ガイドブック作成 平成23年4月23日～ 弘前市みどりの協会  1,100 後援

第60回青森県観桜俳句大会 平成23年4月24日 陸奥新報社  460 後援

2011津軽弁の国「むがしのかんごう会」 平成23年4月29日 津軽弁の国  76 後援 

第29回観桜県下短歌大会 平成23年4月29日 弘前市歌人連盟  120 後援

弘前公園Memorial Wedding 平成23年4月29日 イマジン弘前パークホテル  40 共催

書にたくそう！築城400年への想い 平成23年4月30日～5月5日 harappa  4,096 共催

津軽の人物かるたの作成 平成23年4月～12月 弘前青年会議所  幼児・児童・生徒等 協賛 

きものdeさくらウォーク 平成23年5月1日 民族衣裳文化普及協会東北支部 44 共催

津軽手踊り第8回弘前やまぶき会発表会 平成23年5月1日 弘前やまぶき会  1,000 後援

春の篠笛演奏会 平成23年5月1日 山口流汐花会  9 後援

小・中学生「弘前の400年」研究発表展示
弘前市中学生「わたしたちの弘前城」絵はがき展示 平成23年5月2日～9日 弘前市教育研究所  ─ 後援 

平成23年度 すり鉢山植栽業務 平成23年5月2日～12月 弘前市りんご課  96,491 後援

2011津軽三味線全国大会 平成23年5月3日～4日 21津軽三味線ネットワークジャパン 1,000 後援

400年記念市勢要覧発行 平成23年5月 弘前市広報広聴課  4,500 後援

 事業名 実施日 主催者 参加人数（人） 備考

   世界遺産トーチランコンサート世界遺産トーチランコンサート2010 in 弘前 Japan  平成22年9月11日～12日 実行委員会  1,300 共催

2010津軽三味線国際シンポジウム 平成22年9月19日 21津軽三味線ネットワークジャパン 200 後援 

2010岩木山頂津軽三味線大合奏 平成22年9月20日 21津軽三味線ネットワークジャパン 100 後援 

100日前イベント 平成22年9月23日 弘前城築城400年祭実行委員会 1,000 主催 

津軽音楽団第1回演奏会 平成22年9月26日 津軽音楽団  180 後援  

津軽の食と産業まつり 平成22年10月15日～17日 津軽の食と産業まつり運営協議会 62,352 後援 

feel弘前感交劇場ものづくり・手仕事展「The職人の技」 平成22年10月15日～17日 弘前商工会議所  60,000 協賛 

体験入門！さむらい塾 平成22年10月30日・11月13日 卜傳流剣術保存会  20 後援 

ねぷた囃子でギネスに挑戦 平成22年10月31日 津軽横笛ギネス実行委員会  590 協賛 

海からのおくりもの「浜辺のあかり」展 平成22年11月2日～6日 弘前「海のガラス」の会  200 後援  

ひろさきお寺の日 平成22年11月3日 ひろさき環境パートナーシップ21 480 後援 

第20回弘前市都市景観フォーラム 平成22年11月6日 弘前市都市計画課  130 後援 

文化財建造物保存修理公開・展示
～長勝寺庫裏・本堂～ 平成22年11月13日～14日 弘前観光コンベンション協会  1,000 後援 

きものウォーク「きものde和カフェ」 平成22年11月20日 民族衣裳文化普及協会東北支部 24 後援 

津軽に眠る名宝展 平成22年11月27日～平成23年1月30日 弘前市立博物館  2,704 後援 

たか丸くんお誕生日会 平成22年11月27日 弘前城築城400年祭実行委員会 250 主催  

東京タワー弘前りんごまつり 平成22年11月28日 セミナー・ハンサムウーマン  3,000 後援  

ひと足お先の映画祭「列車の到着！」 平成22年12月3日～5日 ひと足お先の映画祭実行委員会 255 共催 

NHK交響楽団メンバーによる弦楽の響き
「ドリームコンサート」・「ドリームゼミナール」 平成22年12月3日～5日 弘前交響楽団  414 後援  

The津軽三味線2010 平成22年12月11日 The津軽三味線実行委員会  3,000 後援  

弘前城築城400年記念「狂言弘前特別公演」 平成22年12月12日 東奥日報社  1,400 後援  

nor thmall lab presents live event "cau" 平成22年12月15日 nor  thmall  lab  25 後援 

弘前城築城400年祭オープニングセレモニー 平成22年12月31日～平成23年1月1日 弘前城築城400年祭実行委員会 13,000 主催  

津軽藩御本膳普及 平成22年12月4日～平成23年12月31日 日本料理研究会弘前支部 弘前四條会 1,200 協賛

■平成23年

鷹揚旗中学校選抜剣道大会’11 平成23年1月4日～6日 護国館、陸奥新報社  3,600 後援

「スタンプラリーで新しい味発見」   
城下町弘前のお菓子屋さんへGO！！ 平成23年1月15日～平成23年2月28日 弘前菓業青年会  1,800 後援 

ねぷたシンポジウム  弘前市、弘前観光コンベンション協会
 平成23年1月16日 弘前商工会議所、弘前ねぷた保存会 200 後援

たか丸くん meets sweet ! 平成23年1月22日～3月31日 青森県洋菓子協会弘前支部  弘前市民 後援

NHK公開番組「BS日本のうた」収録 平成23年1月27日 NHK青森放送局、弘前市  1,233 後援
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築城400年祭記念事業一覧 築城400年祭記念事業一覧

 事業名 実施日 主催者 参加人数（人） 備考

■平成23年

第12回よさこい津軽 平成23年6月26日 よさこい津軽実行委員会、弘前商業連合会 972 後援

第19回演劇の夕べ ボランティアの集い 平成23年7月1日 弘前市ボランティア連絡協議会 350 後援

親子のつどい 平成23年7月3日 弘前市親子のつどい実行委員会 500 後援

小渡恵利子声楽研究会コンサート 平成23年7月3日 小渡恵利子声楽コンサート実行委員会 400 後援

  小林豊子きもの学院田園教室400年祭きものフェスタ「ゆかたを楽しむ会」 平成23年7月3日 「わごころの会」  26 共催

第53回日本公園緑地全国大会 平成23年7月7日～8日 日本公園緑地協会  400 後援

まちをあそぶ！2011忍者修行大作戦～「築城400  弘前市教育委員会、弘前こどもコ  
年!忍びの者たちよ、弘前城に集まれ」の巻～ 平成23年7月10日 ミュニティ・ぴーぷる  406 後援

「25年前の“弘前を読む”」長部誠写真展 平成23年7月15日～18日 harappa  1,169 後援

弘前ねぷた展 平成23年7月16日～8月28日 弘前市立博物館  3,991 後援

第42回弘前市民文化祭 平成23年7月17日～平成24年1月1日 弘前市民文化祭実行委員会  23,536 後援

消防の歴史・文化展 平成23年7月22日～24日 弘前市消防団、弘前地区消防事務組合 2,974 後援

奈良岡朋子と語る弘前と文化 平成23年7月24日 演劇鑑賞会 弘前市民劇場  1,100 協賛

 児童作品展示／平成23年7月28日～30日    鐡心書道 築城400年展～新たな未来へ～ 一般作品展示／平成23年7月29日～31日 鐡心書道会  500 後援

吉澤秀香 書の軌跡 ～津軽に生きて～ 平成23年7月29日～31日 鐵心書道会  500 後援

ねぷた囃子でギネスに挑戦 平成23年7月31日 津軽横笛ギネス実行委員会  10,200 共催

東日本大震災復興活動支援チャリティ
「甲野善紀の古武術」弘前稽古会 平成23年7月31日 武術研究稽古会修武堂  37 後援

「為信戦跡」ガイドブック作成 平成23年7月下旬～ 弘前市みどりの協会  ─ 後援

  弘前市、弘前観光コンベンション弘前ねぷたまつり 平成23年8月1日～7日 協会、弘前商工会議所  1,610,000 後援
なぬか日スペシャル 平成23年8月7日 弘前市

たか丸くんねぷたコンテスト2011 平成23年8月1日～2日 弘前城築城400年祭実行委員会 580,000 主催

ゆかたdeねぷたウォーク 平成23年8月4日 民族衣裳文化普及協会東北支部 63 共催

津軽弁落語ライブinひろさき 平成23年8月21日 津軽弁落語開催実行委員会  500 協賛

太田市・弘前市友好都市親善交流演奏会 平成23年8月21日 弘前市、太田市  1,100 後援

  NHK青森放送局、NHK交響楽団、弘前市NHK交響楽団演奏会弘前公演 平成23年8月25日 弘前城築城400年祭実行委員会  1,250 後援

第47回全国城郭管理者協議会総会 平成23年8月25日～26日 全国城郭管理者協議会  43 後援 

レッツウォークお山参詣 平成23年8月27日～29日 レッツウォークお山参詣実行委員会 300 後援

第11回全国高等学校ファッションデザイン
選手権大会（ファッション甲子園2011） 平成23年8月28日 ファッション甲子園実行委員会 1,100 後援

第1回弘前市長杯G・G大会 平成23年8月29日 弘前つがるグラウンド・ゴルフ愛好会 336 後援

津軽の音コンサート 平成23年9月4日 津軽の音コンサート実行委員会 336 後援

 事業名 実施日 主催者 参加人数（人） 備考

第23回青森県弘前市岩木全国凧揚げ大会 平成23年5月3日～4日 岩木凧の会事務局  600 後援

2011津軽五大民謡全国大会 平成23年5月5日 陸奥新報社  979 後援 

りんご花まつり 平成23年5月6日～5月15日 弘前市りんご課  22,500 後援

第31回天ざくら「貴方も私も唄いまショー」 平成23年5月7日 居酒屋天ざくら  1,000 後援

「地球交響曲第七番」上映会と
森のイスキア主宰『佐藤初女』講演会 平成23年5月8日 弘前ガイアネットワーク  200 後援

  津軽ロマン国際ツーデーマーチ津軽路ロマン国際ツーデーマーチ 平成23年5月14日～15日 実行委員会  2,100 後援

 平成23年5月14日さむらい塾 ～12月24日（毎月隔週土曜日） 卜傳流剣術保存会  336 後援

津軽凧揚げたい会 平成23年5月15日 津軽凧揚げたい会実行委員会  83 共催

第20回弘前観世流同好会大会 平成23年5月15日 弘前観世流謡曲同好会  40 後援

第69期将棋名人戦第4局 平成23年5月17日～18日 毎日新聞社、朝日新聞社、日本将棋連盟 1,271 後援

  全日本リンゴ追分コンクールを第19回全日本リンゴ追分コンクール 平成23年5月21日 推進する会  1,300 後援

近衞家陽明文庫名宝展  弘前市、弘前教育委員会
～王朝文化1000年の至宝～ 平成23年5月22日～7月3日 弘前市立博物館、陽明文庫  13,745 後援

音祭－otomatsuri－ 平成23年5月22日 オトマツリ実行委員会  300 協賛

岩木山植樹会 平成23年5月22日 岩木山桜会議  290 後援

絵図と航空写真でたどる、城下町弘前の変遷 平成23年5月28日～29日 弘前市立弘前図書館  250 後援

弘前城築城400年祭記念式典・市民交流会 平成23年5月28日 弘前城築城400年祭実行委員会 3,300 主催

  東京佼成ウインドオーケストラ東京佼成ウインドオーケストラ弘前公演 平成23年6月2日 弘前演奏会実行委員会  1,300 後援

 平成23年6月5日・8月24日親子400組観劇ご招待 10月16日・12月8日 演劇鑑賞会 弘前市民劇場  140 後援

陸上自衛隊中央音楽隊弘前公演 平成23年6月7日 陸上自衛隊中央音楽隊弘前公演実行委員会 1,253 後援

「けの汁発祥の地 和徳城」
和徳城主 小山内讃岐守没後440年祭 平成23年6月9日 和徳歴史探偵団  950 後援

放送大学青森学習センター面接授業 平成23年6月11日～12日 放送大学青森学習センター  40 後援

津維人の会 presents  Special Live ｢結とあなたと
つながる つがる♪｣～結 featuring 鈴木健治～ vol.1・2 平成23年6月15日・11月21日 津維人の会  340 協賛

  青森県物産振興協会、秋田県物産第7回青森・秋田・山形物産展 平成23年6月15日～21日 振興会、紅花の山形路物産振興会 30,000 後援

第6回古都ひろさき花火の集い 平成23年6月18日 ひろさき市民花火の集い実行委員会 52,000 共催

こめと水の旅 平成23年6月18日 弘前市農村整備課  70 後援

第14回全国高等学校俳句選手権大会弘前大会 平成23年6月19日～20日 俳句甲子園実行委員会、弘前市 60 後援

弘前城薪能 平成23年6月25日 弘前城築城400年祭実行委員会 1,300 主催

■平成23年
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築城400年祭記念事業一覧 築城400年祭記念事業一覧

 事業名 実施日 主催者 参加人数（人） 備考

宝探しイベント
「弘前城財宝絵巻～弘前城を守る伝説の珠玉～」 平成23年10月21日～11月13日 弘前城菊と紅葉まつり運営委員会 3,230 共催 

第5回弘前音楽祭 平成23年10月23日・30日・11月27日 音楽ネットワーク弘前  840 後援

NHK公開番組「民謡をたずねて」 平成23年10月23日 NHK青森放送局、弘前市  620 後援

大学連携知の拠点形成プロモーション 平成23年10月26日 弘前大学、弘前市、日本経済新聞社 267 後援

第62回全日本弓道遠的選手権大会 平成23年10月29日～30日 全日本弓道連盟  300 後援

第51回津軽錦絵展 平成23年10月28日～30日 津軽錦絵作家協会  1,200 後援

世界と津軽の笛芸術祭　 平成23年10月30日 津軽横笛ギネス実行委員会  330 共催 

藤田記念庭園20周年記念イベント 平成23年10月30日 弘前市みどりの協会  1,521 後援

きものde秋満喫ウォーク 平成23年10月30日 民族衣裳文化普及協会東北支部 15 後援

古文書で見る「弘前城あれこれ」 平成23年11月3日～13日 弘前市立図書館後援会  508  後援

弘前ストリートダンス＆パフォーマンスフェスティバル 平成23年11月3日 FUNKY  STADIUM  40,000 後援

築城400年歴史ミステリーツアー 平成23年11月3日・5日 弘前市文化財保護課  49 後援

2011弘前景観まちづくりシンポジウム 平成23年11月4日～5日 弘前市、自治総合センター  359 後援

第35回日本古武道演武大会弘前大会 平成23年11月6日 日本武道館、日本古武道協会  800 後援

沼田面松斎顕彰会 平成23年11月6日 沼田面松斎顕彰会実行委員会  135 後援

D-K（デジタル掛け軸）LIVE～天空に描く鎮魂と未来～ 平成23年11月9日～12日 弘前城菊と紅葉まつり運営委員会 30,000 共催 

「津軽の食と技」－次世代に残したい  日本料理研究会弘前支部
津軽の食文化－第4回技能披露会 平成23年11月10日 弘前四條会  2,000 後援

岩木あそべーるのクリスマス＆  弘前こどもコミュニティ・
たか丸くんお誕生日会＋おもちゃの広場 平成23年11月26日～27日 ぴーぷる  1,750 共催

弘前城＆土手町再発見！
アドベンチャーカード 平成23年11月26日～12月31日 土手町商店街振興組合連合会  50,000 後援

NHK交響楽団メンバーによる弦楽の響き
「ドリームコンサート」・「ドリームゼミナール」 平成23年12月2日～3日 弘前交響楽団  419 後援

ホームムービーの日　
2011「今年の一本」上映会in弘前 平成23年12月3日 HMD弘前  75 協賛

弘前城築城400年映画祭「映画は、夢の祭り」 平成23年12月9日～11日 弘前城築城400年映画祭実行委員会 255 共催

The津軽三味線2011 平成23年12月10日 The津軽三味線実行委員会  2,054 後援

上野チャルメーラ弘前公演 平成23年12月10日 上野チャルメーラ弘前公演実行委員会 32 後援

企画展「弘前の文化財」 平成23年12月10日～平成24年1月15日 弘前市立博物館  866 後援 

第16回ねむのクリスマスコンサート 平成23年12月18日 弘前ねむの会ファミリーコーラス 321 協賛 

第11回東日本高等学校弓道大会 平成23年12月23日～25日 青森県高等学校体育連盟弓道専門部 1,000 後援 

弘前城築城400年祭エンディングセレモニー 
「希望の光。未来への誓い。」 平成23年12月23日 弘前城築城400年祭実行委員会 15,000 主催

 事業名 実施日 主催者 参加人数（人） 備考

  弘前観光コンベンション協会弘前城ぐるっとasaideおべさまクイズ 平成23年9月4日 弘前市教育委員会  54 後援

偕行社Bar・弘前カクテルコンペティション 平成23年9月4日 弘前感交劇場カクテルの街推進委員会 267 後援

2011年度弘前大学シニアサマーカレッジ 平成23年9月9日～13日 弘前大学、弘前観光コンベンション協会 114 後援

企画展「津軽のほとけ」 平成23年9月10日～10月16日 弘前市立博物館  3,487 後援

「たか丸くん＋Rosette虹をつくる傘」展示会 平成23年9月11日～10月2日 Rosette  5,000 後援

農＋料＝∞（無限大）Vol.2 平成23年9月15日 弘前フランス料理研究会  155 後援

藤田記念庭園 秋の名月会 平成23年9月17日～18日 弘前市みどりの協会  138 後援

  小林豊子きもの学院田園教室「わごこ400年祭きものフェスタ「きものショー」 平成23年9月17日 ろの会」、民族衣裳文化普及協会  
543 共催

  小林豊子きもの学院田園教室400年祭きものフェスタ「きものファッションショー」 平成23年9月25日 「わごころの会」

第36期囲碁名人戦第3局 平成23年9月21日～22日 朝日新聞社、日本棋院、関西棋院 510 後援

ひろさき卍フェスティバル 平成23年9月23日～24日 弘前城築城400年祭実行委員会 118,000 主催

ひろさき卍バル 平成23年9月23日～24日 弘前バル街実行委員会  チケット1,325 共催

第20回全日本実年ソフトボール大会 平成23年9月23日～25日 日本ソフトボール協会  1,200 後援

カルチュアロード2011 平成23年9月25日 カルチュアロード実行委員会  50,000 後援

高校生書道パフォーマンス 平成23年9月25日 土手町商店街振興組合連合会  50,000 後援

上下水道展 平成23年9月25日 弘前市上下水道部総務課  2,000 後援

筝、三絃、尺八の祭典 平成23年9月25日 青森県三曲協会  527 後援 

第5回ひろさきウォークラリー大会 平成23年9月25日 ひろさきレクリエーション協会 86 後援 

第29回東北川柳連盟弘前大会 平成23年9月25日 東北川柳連盟、青森県川柳連盟 123 協賛

西舘孤清墓前祭 平成23年9月25日 西舘孤清墓前祭実行委員会  50 後援

弘前藩よろずツアー 平成23年10月1日・22日・11月5日 弘前観光コンベンション協会  132 後援

第9回弘前・白神アップルマラソン 平成23年10月2日 アップルマラソン組織委員会  5,541 後援

友好都市交流事業（ウォーキング） 平成23年10月9日 弘前市企画課  137 後援

第571回建設技術講習会 平成23年10月12日～14日 全日本建設技術協会  308 後援

2011津軽の食と産業まつり 平成23年10月14日～16日 津軽の食と産業まつり運営協議会 73,100 後援

  弘前大学、弘前大学付属りんご振国際リンゴ・フォーラム in 弘前 平成23年10月15日～16日 興研究センター  180 後援

第9回ホームムービーの日 平成23年10月15日 HMD弘前  75 協賛

日本古典舞踊・長唄合同公演 平成23年10月15日 長唄青声会  350 後援

ボランティアフェスティバル 平成23年10月16日 弘前市ボランティア連絡協議会 95 後援

弘前城菊と紅葉まつり 平成23年10月21日～11月13日 弘前城菊と紅葉まつり運営委員会 500,000 後援
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先人が築いた歴史を、次代に紡ぐ。
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