
２０１２年８月10日版 

第１９回全国市民オンブズマン弘前大会 

原発と市民オンブズマン～まいね（ダメ）！非公開 

全国の市民オンブズマンの皆さま 
今年の「全国市民オンブズマン大会」の開催地は 桜とりんごとお城の町 弘前です。 
「物は乏しいが空は青く雪は白く、林檎は赤く、女達は美しい国、それが津軽だ。」(石坂洋次郎) 

「弘前さ 来いへ（来て）～ 恋いへ（恋して）！」 
実行委員一同、心をこめて皆さまをお迎えする準備を進めています。 
全国大会のご案内などの書類をお送りします。 
① 参加申込書等は弘前に郵送・ＦＡＸ・メール (８/１８（土）〆切) 。 

② 宿泊申込は直接ホテルにお願い致します。 

・と き  ２０１２年８月２５日(土)～２６日(日) 
・ところ  弘前文化センター（〒036－8356 弘前市下白銀町１９－４ 弘前公園向かい） 

                 電話 ０１７２－３３－６５７１ 

スケジュール（案） 

８月２５日（土）  13:30～    開会 

           13:30～13:40 実行委員会挨拶＋歓迎挨拶（弘前市長:予定） 

          13:40～13:45 基調報告 

          13:45～14:25 全体報告/弘前報告（原発と情報公開） 

14:25～15:45  記念講演 植田和弘氏 

  京都大学大学院経済研究科･地球環境大学院教授  

専攻：環境経済学、財政学 

テーマ「 福島原発事故とエネルギー政策 」 

          15:45～16:00 包括外部監査 表彰 

               【 休憩･会場移動  】 

          16:15～18:15  分科会 （１）原発 （２）政務調査費 

                      （３）なんでも活動交流             

          18:30～20:00 懇親会       

８月２６日（日）    9:30～10:20 各種調査報告 

                                  談合、電力購入･売却、政務調査費、情報公開度調査、 

予算編成過程への住民参加、情報公開市民センター報告 

10:20～10:50 分科会報告  （１）原発 （２）政務調査費 

                                         （３）なんでも活動交流 

           10:50～12:10 各地活動報告                   

 復興予算（仙台･岩手、北海道・東北ネットワーク） 
 議会ウオッチング活動について  
 訴訟費用請求問題（木津川、安曇野、松本、弘前）          

                     12:10～12:30 大会宣言、決議                       

 

「第１９回全国市民オンブズマン弘前大会実行委員会」 http://www.ombudsman.jp/taikai/ 

〒０３６－８０２１ 弘前市和徳町９５－１ 

Tel 090-4632-6931  Fax 0172-39-1566  メール phtkmt@jomon.ne.jp 



【別紙 1】 

【全国大会参加申込】 

第１９ 回全国市民オンブズマン 弘前 大会  2012.8.25 ( 土 )13 ：30 ～ 8.26 ( 日 )12 ：30 

（１）参加申込書 ⇒ Fax で、弘前大会実行委員会に   申込〆切  8 月 1 8 日 

FAX   0172 ‒ 39 - 1566        （ 申込日 ２０１２ 年     月   日 ） 

団体名 都道府県名

TEL

FAX

施設名 宿泊数

（　　　）泊

（　　　）泊

（　　　）泊

（　　　）泊

（　　　）泊

（　　　）泊

（　　　）泊

（　　　）泊

（　　　）泊

（　　　）泊

参加人数計 0 参加人数 0 お振込金額　⇒ 円0

-　　-

-　　-

備考

連絡先

参加者のお名前
宿泊

〒　　　-

懇親会参加

 
■   個人参加の場合は、「団体名なし、連絡先はご自宅」をご記入ください。  

参加者のお名前は名札を作成する都合上、楷書で丁寧にお書き下さい。 

■ 県外からのご参加の方々の延べ宿泊数がコンベンション協会からの補助金の対象になります。青森県

内の宿泊施設名と宿泊数をご記入下さいますようお願い致します。 

（２）参加費・懇親会費払い込み ⇒ 下記の郵便口座に 払込〆切 ８ 月 １8 日（土 ） 
■  大会参加費（資料代込み）５０００円と懇親会費４０００円は、事前に下記郵貯口座に払い込み下さい。  

 

 

   （参加証、領収書は当日お渡しします。当日参加や、直前のお申し込みの場合は、当日お支払いください。）           
■ 上表はエクセルデータです。パソコン入力の場合、表のどこかを左ダブルクリックすると入力できます。最下

欄「参加人数」のところに人数の数字を入力するとお振り込み頂く金額が自動計算されます。 

■   懇親会では津軽三味線の生演奏があります。 

■  全国各地の銘酒を大募集。持参、または、下記現地事務局へ８月１７日までに送ってください。 

■  取得した個人情報は、市民オンブズマン全国大会のお知らせ以外に利用することはありません。また、

この情報は第三者には提供しません。 

■    お問合せ先  「第１９回全国市民オンブズマン弘前大会実行委員会」 申込担当 髙松利昌 

              〒０３６－８０２1 弘前市和徳町９５－１ 

              Tel 090-4632-6931  Fax 0172-39-1566  メール phtkmt@jomon.ne.jp 

ゆうちょ銀行 【店番】 ８４８(はちよんはち) 【口座番号】 （普）１２３９５８４ 

加 入 者 名   弘前市民オンブズパーソン



【別紙 2】 【宿泊先のご案内】 
 

 

第 19 回 全国市民オンブズマン 弘前大会 参加者の皆様さまへ 

今回も前回に引き続き、旅行代理店を通さず直接ホテル申込み方式をとります。 

実行委員会ではホテルは 確保していません。各自ホテルに直接ご予約ください。「別紙１

参加申込書」に記載しても当方で宿泊先の手配は致しませんのでご注意下さい。 

■一般の旅行社が、交通費とホテル込みのパックツアーを企画している場合があります。

各自調査してお申し込みいただいたほうが安上がりです 。 

宿泊についてのお問い合せは、各ホテルに直接お願いします。 

■大会会場の「弘前文化センター」は弘前駅からバスで１５分、タクシーで１０分くらいです。

弘前公園東門のすぐ近く、NHK弘前支局前です。 

ホテル・旅館名 住　　所（弘前市） 電話番号 シングル ツイン

弘前プリンスホテル 駅前１丁目３－４ 0172-33-5000 4,800 9,000

ベストウェスタンホテル

ニューシティ弘前
大町１－１－２ 0172-37-0700 8,000 14,000

ブロッサムホテル弘前 駅前町７－３ 0172-32-4151 7,500 14,200

駅前ホテルニューレスト 駅前町１４－２ 0172-33-5300 5,400

弘前プラザホテル 代官町１０１－１ 0172-35-0345 7,875 12,600

タウンホテル浜長 駅前２丁目４－２０ 0172-32-5128 5,300 10,000

弘前パークホテル 土手町１２６ 0172-31-0089 7,875 14,700

弘前東栄ホテル 土手町１６６ 0172-33-8111 空室なし 空室なし

ホテルニューキャッスル 上鞘師町２４－１ 0172-36-1211 7,800 14,600

弘前国際ホテル 土手町７３－２ 0172-37-5550 7,560 14,280

石場旅館 元寺町５５ 0172-32-9118 5,565 11,130

小堀旅館 本町８９ 0172-32-5111 6,500 11,000

江戸川旅館 本町９９ 0172-32-4092 5,500 10,100

 



【別紙３】 
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[全国大会会場への交通案内] 

 
■ 新幹線：新青森駅～弘前駅の交通手段 (8月 25日) 

弘前駅着
列車名 到着時刻 列車名 発車時刻 到着時刻

はやて11号 10:01 特急つがる4号 10:11 10:42
はやて15号 11:09 各駅停車 10:40 11:23
はやぶさ1号 11:22 各駅停車 11:18 11:54
はやて17号 11:55 各駅停車 12:04 12:41
はやて19号 12:33 各駅停車 12:54 13:29

新青森駅着 新青森駅発
備考

弘前駅改札口
を出ましたら右
手（中央口）か
ら出て下さい。

 

※弘前駅は中央口から出て下さい。 

■JR 弘前駅から 

    タクシー   駅前タクシー乗り場から、弘前文化センターまで、10 分かかりません。料金は

７３０～８２0 円くらい。  

  バ ス   土手町循環バスを御利用下さい。中央口から出てバス乗り場から 10 分間隔

で運行されています。料金は 100 円で、文化センター前下車。乗車時間は 15

分程度です。 

          詳細は弘南バスホームページの「土手町循環バス」

http://konanbus.com/100yenbus/100yenbus.htm でご確認下さい。 

 

■青森空港からの交通手段  （バス料金  大人：1000 円/人 子ども：500 円/人） 

 

※上の表は、６月現在の時刻表です。8 月には変更になっている可能性もありますのでご注意下さい。 

※JAL3921 便は臨時便です。 



【別紙３】 
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⇒ 詳細は青森空港ビル株式会社のホームページ（http://www.aomori-airport.co.jp/index.html）からご確

認下さい。 

 

■ 弘前駅 ～ 会場（弘前文化センター）の位置関係を下図でご確認下さい。 
弘前駅（中央弘前駅ではありませんのでご注意下さい。）から会場まで、徒歩で 20～25分くらい。 

 
 

■ 弘前文化センター の詳細は ⇒   http://www.hi-it.net/~bunka/ からご確認下さい。 

  上図でお分かりのとおり、会場は弘前公園に隣接しています。また、濠沿いに北側に行くと常設の「ねぷ

た」を楽しめる「ねぷた村」があります。弘前文化センターから徒歩 5分ほどです。 



【別紙４】 

「第１９回全国市民オンブズマン弘前大会」 

書籍・資料等の販売についてのお願い 
                                   

販売を希望される方は下記の申込書にご記入の上、８月１０日（金）までにＦＡＸ

でお申し込みください。会場では、書籍・資料、その他物品販売に制約があります。 

事前申込がないと販売できない場合がありますのでご注意下さい。 

 

なお、以下の注意事項をお守りください。 

①  市民オンブズマン活動の参考となる書籍、資料に限ります。 
②  実行委員会への販売数の報告や分担金はありませんが各自で責任を持って管
理され、貼り紙（机前側）やおつりもご用意ください。 

③  書籍・資料その他の物品は当日持参されるか、宅配便で下記宛に日時指定で
の上、「オンブズマン 全国大会資料」と明記して送ってください。 

 
 なお、無料資料の配付についてはメイン会場にスペースを設けます。 

                                    

 

【書籍・資料等販売申込書】 ＦＡＸ送信先 ０１７２－３９－１５６６  
                 申込〆切 ８月１０日（金） 

団体名   担当者名   

Tel   
連絡先住所 

〒  

 
Fax   

書籍・資料名・送付冊数 販売価格 

     冊   

     冊   

     冊   

 
■ お問い合せ先  

「第１９回全国市民オンブズマン弘前大会実行委員会」 

〒０３６－８０２１ 弘前市和徳町９５－１      事務局  髙松利昌 

Tel 090-4632-6931  Fax 0172-39-1566  メール phtkmt＠jomon.ne.jp 

                              

・送り先     〒０３６－８３５６  弘前市下白銀町１９－４ 

弘前文化センター （電話 0172-33-6571）  

 第１９回全国市民オンブズマン弘前大会 宛 

・日時 指定   ８月２４日（金）午後 必着！ 

※午後 5時までの時間指定でお願い致します。 




