
平成２７年５月２８日 

東北ＩＭ連携協議会会員各位 

                                     東北ＩＭ連携協議会 

                                      代表幹事 柿崎 博美 

「東北ＩＭ連携協議会ワークショップ兼JBIAシンポジウムｉｎ青森」開催のご案内 

会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、ＢＩ／ＩＭ活動に対し、敬意を表する次第です。 

さて、東北ＩＭ連携協議会では関係機関のご協力のもと標記事業を開催する運びとなりました。 

つきましては、日々お忙しいとは存じますが、皆様のご参加をお願い申し上げます。 

また、会員の皆様の周辺関係機関へご周知頂き、ご参加頂きます様、働きかけをあわせてお願申し上げます。 

記 

事 業 名    東北ＩＭ連携協議会ワークショップ兼JBIAシンポジウムｉｎ青森 

期    日   平成２７年７月７日（火）～８日（水） 

場    所    アラスカ（青森県青森市新町1-11-22） 

主   催      東北ＩＭ 連携協議会、日本ビジネス・インキュベーション協会（JBIA） 

共   催      東北経済産業局、全国イノベーション推進機関ネットワーク（イノベーションネット）、 

（一財）日本立地センター、（公財）21あおもり産業総合支援センター 

       青森県ＩＭネットワーク協議会 

後   援    青森県、青森市、（独）中小企業基盤整備機構 東北本部 

参 加 費     第１部 1,000円 

       第２部 無料 

       交流会 4,000円 

    ※詳細は別添、開催案内をご覧ください 

問い合わせ先  東北ＩＭ 連携協議会 

幹事(開催地) （公財）21あおもり産業総合支援センター 加藤 雅紹 

             TEL017-775-3234  Fax 017-721-2514



東北ＩＭ連携協議会ワークショップ兼JBIAシンポジウムｉｎ青森 

～ 今、地域に必要な仕組みづくりを創造！ ～ 

主   催：東北ＩＭ連携協議会、日本ビジネス・インキュベーション協会（JBIA） 

共   催：東北経済産業局、全国イノベーション推進機関ネットワーク（イノベーションネット）、  

（一財）日本立地センター、（公財）21あおもり産業総合支援センター 

青森県ＩＭネットワーク協議会  

後   援：青森県、青森市 

（独）中小企業基盤整備機構 東北本部   

日    時：平成２７年７月７日（火） 

受 付 １２：３０～  

総 会 １３：００～１３：４０（東北ＩＭ連携協議会総会） 

Ｗ Ｓ １３：４５～１７：３０ 

交流会  １８：００～ 

平成２７年７月８日（水） 

視察等  ９：３０～１１：００ 

解 散 １１：００

会  場：アラスカ（青森市新町1-11-22 TEL 017-723-2233） ４Ｆダイヤモンドの間 

 定  員：１００名 

＜詳細日程＞ 

平成２７年７月７日（火） 

１２：３０～ 受付 

         【第１部】 ＩＭ関係者（東北ＩＭ連携協議会会員等） 参加費：1,000円 

１３：００～１３：４０ 東北ＩＭ連携協議会総会 

         【第２部】 ＩＭ関係者、自治体、大学等  参加費：無料 

１３：４５～ 開会 主催者・共催者・開催地あいさつ 

      東北ＩＭ連携協議会 代表幹事 柿崎 博美 

      東北経済産業局 地域経済部 産業支援課 課長 遠藤 憲子 氏 

      青森市 市長 鹿内 博氏 

１４：００～ 開催地紹介（青森市概要）  

       青森市経済部 あおもり産品・企業支援課 課長 今 国弘 氏 

１４：１５～ 講演 「地域産業戦略と起業家育成」 

日本ビジネス・インキュベーション協会(JBIA) 会長 星野 敏 氏

１４：３５～ 情報提供 

東北経済産業局 地域経済部 産業支援課 

日本立地センター 地域イノベーション部 



～休 憩 (１４：５０～  １０分間) ～ 

１５：００～ ＢＩ／ＩＭワークショップ（３テーマ：会場移動） 

※３班に分かれ、各市の創業支援事業計画について各市の担当者及び関

係ＩＭが、地域の取組状況・成果・課題等について発表し、課題につ

いては解決等について参加者にて考察する 

①青森市 

②弘前市 

③八戸市 

１６：２０  会場移動（ダイヤモンドの間に集合） 

１６：２５～ ワークショップ報告（各１５分程度×３） 

            １７：２０～ その他（次回開催地紹介、事務連絡等） 

            １７：３０  閉会 

            １８：００～ 交流会（アラスカ）参加費：4,000円 

平成２７年７月８日（水） 

     ９：３０～ ねぶたの家ワ・ラッセ（青森市文化観光交流施設）交流学習室集合 

            （青森市安方1-1-1 TEL 017-752-1311） 

           ２班に分かれて、 

             ①パサージュ広場視察 

             ②創業・起業相談ルーム視察 

１０：３０～ 視察後、ねぶたの家ワ・ラッセ（青森市文化観光交流施設） 

交流学習室集合 

                      視察先補足説明、前日のワークショップの補足説明 

１１：００  解散  

昼食、周辺施設見学等各自自由 

※１３：００まで交流学習室を荷物置き場として利用できます 



【開催県事務局】 

（公財）21あおもり産業総合支援センター 行き 

 （FAX ０１７－７２１－２５１４） 

 （E-Mail aomori@taim.jp ） 

平成27年度  

東北ＩＭ連携協議会ワークショップ兼JBIAシンポジウムｉｎ青森 

開催日：平成２７年７月７日（火）～８日（水）

参加申込書 

１ 機関等名称                                 

２ 参加者 

１）氏名：  

所属・役職： メール：                

   １部：   2部：   交流会：   視察：    

   ※参加の有無として、〇×をご記入ください。 

１部参加者は1,000円、交流会参加費は4,000円を、会場受付にて徴収いたします。 

２）氏名：  

所属・役職：             メール：                

   １部：   2部：   交流会：   視察：    

３）氏名：  

所属・役職： メール：                   

   １部：   2部：   交流会：   視察：    

 ※申込期限 平成２７年７月３日（金） 

３ 連絡担当者 

氏 名 所属・役職 TEL FAX 



【宿泊先情報】 

  以下の宿泊先が開催会場より徒歩約1分となりますので、参考にしていただき各自にて手配を

お願い致します。 

１  ハイパーホテルズパサージュ（JR青森駅から徒歩１分）

    青森市新町１－８－６ TEL 017-721-5656 

２  ホテルサンルート青森（JR青森駅から徒歩約4分）

    青森市新町１－９－８ TEL 017-775-2321 

３  アパホテル青森（JR青森駅から徒歩約4分）

青森市安方１－１１－２ TEL 017-722-1100 

 ４  ホテルアベスト青森 ※今回のワークショップ会場と同じ建物となります

     青森市新町１－１１－２２ TEL 017-723-2001 

【交通のご案内】  

７月７日（火）  

秋田方面からお越しの方  

秋田駅発 ８：５４ ⇒ 青森駅着 １１：４１（特急） 

福島方面からお越しの方 

新幹線各駅発 ⇒ 新青森駅着 １１：１９ ⇒ 乗継１１：３０（特急） ⇒ 青森駅着１１：３７ 

※新青森駅から青森駅までは特急料金は不要  

７月８日（水）  

秋田方面行き 

青森駅発 １３：３７ ⇒ 秋田着 １６：２０（特急） 

福島方面行き 

青森駅発 １３：３７ ⇒ 新青森駅着 １３：４３ ⇒ 乗継１３：５２（新幹線 各駅へ） 

※新青森駅から青森駅までは特急料金は不要 

【会場周辺地図】 

ハイパーホテルズパサージュ

アパホテル青森 

・アラスカ  

ホテルアベスト青森


