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会社概要

株式会社 東奥日報社
〒030-0180 青森県青森市第二問屋町3－1－89

人事部直通電話：017-739-1943 FAX：017-729-2354

■資 本 金 1億8千万円

■代 表 者 代表取締役社長 塩越隆雄

■社 員 数 正社員 約260人

■年 商 約109億円

■事 業 内 容 日刊新聞発行（朝夕刊完全セットで21万4千部発行）
出版、各種文化事業

■支社・支局 弘前、八戸、東京、大阪、仙台に支社。県内10ヵ所に
支局、2ヵ所に通信部を設置

■初 任 給 大卒 240,500円（22歳・自宅通勤者の平成30年実績）

■関 連 会 社 （株）東奥アドシステム、東奥日報販売（株 、）
東奥印刷（株 （株）東奥日報印刷センター 、）、

（株）東奥日報サービス



- -1

沿革

東奥日報社は青森県内で朝刊・夕刊ともに２1万4千部を発行し、県内にある

新聞の中で占有率50％以上を占める新聞社です。これを理由に、青森県を代表

する新聞という意味で「県紙 東奥日報」と言う場合もあります。

東奥日報は明治２１（１８８８）年１２月

、 。６日に創刊し 今年１３０周年を迎えました

、東奥日報の創刊は弘前市に東奥義塾を設立し

欧米文化の移入に務めた本社初代社長菊池九

郎の主唱によるものです。当時県内には「官

僚の御用紙」といわれた新聞が唯一発行され

ていました。東奥日報はこれに対抗して「自

由民権」伸長の目的で誕生しました。

東奥日報の前身は明治１２年発刊の青森新

聞、さらに系統をたどれば明治１０年発刊の

北斗新聞にさかのぼります。東奥日報は同じ

題字で１３０年を数えますが、これを通算す

れば１４１年の歴史があります。この間、時代に挑み、時代を築き、時代と向

き合って青森県のすべてを記録し報道し続けてきました。

東奥日報社は青森県の発展と県民読者の公益に努めることを基本姿勢に、新

聞、出版のほか、活発な各種文化事業を通じ、県民読者から厚く信頼される新

聞社として確固たる位置にあります。

創刊６０周年と紙齢２万号記念事業の一つとして昭和２３年に制定された

「東奥賞」は産業、学術、文化など各分野で活躍し、青森県の発展に尽くした

団体や個人を顕彰するもので、これまで第７１回を数え１６５個人、８５団体

に贈呈しました。

創刊１２０周年の節目の年に向けた記念事業の一つとして、平成１９年に東

奥スポーツ賞を創設しました。これは国内外の競技会で活躍した本県選手や団

体、また選手の育成に取り組んだ指導者や団体を顕彰するもので、今年第１３

回目となりました。
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さらに創刊１２０周年を記念して前途有為な新人の発掘・育成を目的として

「東奥文学賞」を創設しました。これは県内在住者、県出身者を対象にしたも

のでジャンルを問わずに募集し、授賞は第５回を数えています。

新聞づくりの技術革新に対応するため、昭和６２年に青森市八ツ役（現在の

地名は青森市第二問屋町）に編集制作センターを建設し、超高速オフセット輪

転機の導入によって初めてフルカラーの紙面づくりが可能になりました。また

平成５年には電算編集制作システムに

完全移行しました。

平成５年、本社ビルを青森市新町か

ら編集制作センター隣に移転し、会社

組織の基盤をさらに強化することがで

きました。平成６年には記者が記事入

力ソフトで原稿を執筆し、コンピュー

ターに送る「ワープロ入力・オンライ

ン送信」が稼働し、読者の元に新聞が

より速く届けられるようになりまし

た。

平成２６年１０月には新輪転機（愛

称HAYABUSA)の２号機が始動。翌年夏

には新機がもう１機導入され、輪転機

３セット体制が整いました。

先の輪転機は上記写真にあるように、新聞としては世界初の両面カラーの４ペ

ージ通しの大パノラマ紙面が印刷可能でしたが、当然、その機能も新輪転機に

も搭載されています。
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新輪転機はカラー面の大幅な増加をはじめ、印刷時間の短縮、より鮮明な紙

面が印刷できます。構成は４０㌻印刷・２４㌻カラー１機、４０㌻印刷・３２

㌻カラー１機、３２㌻印刷・３２㌻カラー１機の計３機となっています。

地震などの大規模災害に備えＶ型

１６気筒ディーゼル機関発電機導入

により停電時でも輪転機２セットの

運転が可能です。非常時でも確かな

情報を読者に届けるために更新配備

しました。

東日本大震災が発生し翌日まで停

電が続く中、朝刊を自社の輪転機で

印刷し発行した新聞社は、当時県内

で唯一輪転機を稼働できる能力の自

家発電機を持っていた東奥日報社だ

けでした。

平成２３年４月１日から印刷・発

送部門を分社し、当社１００％出資

の「 株）東奥日報印刷センター」に業務委託をしています。（

平成２５年９月に共同通信社とともに開発した「新聞制作共有システム」を

全国の新聞社に先駆けて導入しました。これは新聞制作の基幹システムを「デ

ータセンター」に置き、共有システムに参加している各新聞社が共同で利用す

ることで、システム開発費抑制、運用の効率化のほか、セキュリティー面でも

有効な業界初のシステムです。メインシステムを東日本、バックアップシステ

ムを西日本へと分散配置することで、いかなる災害時でも新聞制作が滞ること

がない体制となっています。

平成２６年１０月に紙面を１ページ１５段組から１２段組に、文字も拡大す

るなど読み応えのある紙面に大幅にリニューアルしました。特に夕刊はこれま

で以上に「地域密着」をコンセプトに掲げた紙面となりました。
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取り組み

平成１７年には１カ月分の新聞紙面を電子

化収録し、家庭や職場のパソコンで記事や紙

面を簡単に検索できるようにし、現在は「東

」 。奥日報ＤＶＤ縮刷版 として販売しています

平成１９年には２次元バーコードを利用

した「動く新聞聞こえる新聞」が日本新聞

協会賞を受賞しました。これは携帯端末で

新聞に掲載した２次元バーコードを読みと

れば、新聞記事になったものを動画や音声

で見聞きできるというものです。

平成２０年１０月には 県外在住者を対象に 東、 「

奥日報電子版」を発行し、多様なニーズに応えて

います。これは新聞をそのまま電子版にしたもの

で、パソコンで全紙面が閲覧できるものです。特

徴は、拡大して読んだり、紙へもプリントできる

ことです。また、紙面だけでなく動画ニュースも利用できます。

ＡＲ（拡張現実）技術を使い、

新聞紙面など紙媒体とインターネ

ット上の動画等を融合させた新サービスを平成２８年１２月に開始しました。

スマートフォンやタブレット端末で、新聞紙面に掲載された「フォト動画」マ
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ーク付きの写真を読み取ると、写真の枠の中で動画が動いたり、写真が何枚も

切り替わったりします。また、瞬間的に周囲３６０度すべての方向を画像や動

画で記録した「ぐるりフォト」やドローン撮影を本格的に取り入れ、よりグラ

フィカルな報道、広告をお届けします。

平成２１年１１月には１０チャン

ネルの「ＴＮＴ(東奥ＮＥＴテレビ 」）

を開設し、新たな情報発信のツール

としました。主に日々の県内各地の

ニュースを動画撮影・編集してアッ

プしています。

これは東奥日報本紙および電子版を購読している方

が、紙面をタブレット端末やスマートフォンで本紙と

同じものが無料で読めるサービスです。

これも東奥日報本紙および電子版を購読している方

に対するサービスで、本社記者が執筆した記事の全文

が読めるほか、平成１７年からの記事もデータベース

で利用できます。

平成２９年からデジタルサイネージ事業

をスタートしました。ショッピングセンタ

ーや公共空間、病院、店頭、屋外などにデ

ィスプレイを設置して、全国・県内ニュー

スや天気予報、ベストセラーなどの生活情

報、県内の絶景シリーズ、設置施設からの

お知らせや案内等、設置場所のニーズに合

わせた情報を発信することができます。

このように東奥日報社は紙媒体の新聞を発行するだけの新聞社ではありませ

ん。多様化する読者ニーズに応えるためにメディアミックスで最新のニュース

を発信しています。
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特徴

朝夕刊を完全セット発行している新聞社は全国で数社しかありません。セッ

、 。 、トということは１日に２回 ２１万４千部を発行することです 単純に言えば

４２万部以上を日々印刷、発行し各家庭や職場に届けていることになります。

また、東奥日報の購読料は消費税込みで月3，400円です。つまり１日当たり

１１０円ほどで朝刊と夕刊が配達されるのです。このようなコストの掛かるこ

とをする理由は一つです。東奥日報を待ち遠しく思ってくださる読者へ常に新

鮮で、有意義なニュースを提供したいと思うからです。

東奥日報社は、これまでも、そしてこれからも県民読者から厚く信頼される

新聞社として日々活動していきます。

東奥日報社の組織

一つの企業として新聞社を考える場合に、取材する記者がいて、つくる人が

いれば新聞という商品はできます。しかし、新聞社として存続するためには、

その中に企業として諸々の営業活動を始め、各種の業務が連携していかなけれ

ばなりません。

新聞社の経営は「新聞販売収入」と 「新聞広告収入」の大きな２本柱によ、

って支えられています。この２大収入が安定を保っていてこそ強固な経営基盤

が確立でき、それによって読者に信頼される公正な報道活動ができることにな

ります。また新聞社の運営は人、物、環境、福利厚生、中長期計画などが整っ

てはじめて円滑に進みます。

◆以下は最終ページに掲載している当社の機構図に従って、各部署

の業務内容をご案内します。
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【役員室】

〈秘書部〉

、 。社内外と役員との業務連絡を円滑にし スケジュール管理などを担当します

【総務局】

〈総務部〉

、 、 、 、株式管理 行事管理 全社的な渉外・連絡業務 社屋の維持・管理をはじめ

財形、互助会業務などのほか、業務委託先との連絡・調整と多岐に渡ります。

〈人事部〉

人事、給与、健康管理、採用活動、社員研修などを担当します。

〈経理部〉

経営計画と予算管理、原価計算や付加価値計算などキメ細かい経営分析と資

料収集を行うほか、資金運用、税務、決算、出納業務などを行います。

また、中長期事業計画の策定、経営分析による将来予測を行います。

【論説委員室】

朝刊のコラム「天地人」と「時論」を執筆しています。県内の事柄だけでな

く国内外の問題にも目を向け、県民読者にとって何が大事なのか公正な論評を

展開します。

【紙面審査委員】

毎日の紙面を逐一チェックし、ご意見番として善し悪しを指摘し、紙面内容

の向上に努めます。

【編集局】

東奥日報は創刊以来、県内外の情報網を駆使し、迅速で正確な報道はもちろ

んのこと、不偏不党の立場を貫き、公正な論評によって言論機関としての責任

を果たしてきました。地域に密着した取材を重ね、地域の大事な情報を発信し

ます。
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〈整理部〉

新聞づくりの要です。県内はもちろん、国内外の事件事故や政治、経済、ス

ポーツ、芸能など、あらゆるニュースがここに集まります。デスクはニュース

の価値判断を行い、出稿の指揮も執ります。この関門を通ったものが紙面化さ

れ、また「ウェブ東奥」などのメディアにも流れます。また支社・支局で取材

した県内の身近なニュース

の窓口となり出稿します。

面担は出稿された記事に的

確な見出しをつけてレイア

ウトを工夫し、ページごと

に紙面の体裁を整えます。

読みやすい紙面づくりを常

に心がけています。

〈社会部〉

事件・事故のみならず教育、福祉、環境、医療、労働、スポーツなどを担当

します。事件記者の取材は２４時間体制をとり、一朝事あればいち早く現場に

。 。駆け付け取材活動をします 問題の本質を見抜く鋭い洞察力が必要とされます

〈政経部〉

政治・経済の担当は、県内の政治、経済全般を取材します。青森県は国政レ

ベルの課題が多く、その一つひとつについて問題があれば解説を加え記事にし

ます。また、県経済の活性化についての検証も大事な仕事です。読者の関心が

高い地域の首長・議員選挙はキメ細かな報道が不可欠です。

〈青森報道部〉

青森県の県庁所在地・青森市を中心とした地域で、行政から身近な話題まで、きめ

細かく取材、報道しています。

〈生活文化部〉

「 」 、 、 、県内外の芸術・文化全般のほか 生活者 としての目で 学芸 芸能・娯楽

女性、若者、子供、食といった幅広い分野の取材を担当します。毎週火曜日に

発行される東奥小中学生新聞「週刊JuniJuni（ジュニジュニ 」も手がけます。）
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〈校閲部〉

寄稿、投稿などの入力・校正を行うほか、記事全般の用語・用法のチェック

にあたります。

〈読者相談室〉

新聞記事の掲載や取材は人権擁護、プライバシーを尊重しなくてはならない

。 。ことは言うまでもありません 万一の報道被害等の苦情に一元的に対応します

【広告局】

現代の情報化社会で広告は重要な情報源です。多様化する広告媒体の中で、

新聞広告は信頼されるものの一つです。

〈営業部〉

新聞に掲載する広告を主に扱

い、年間約６０本の企画広告を

紙面に展開しています。広告主

の動向に注意し、迅速な営業活

動を行います。

また、デジタルコンテンツ関

連広告のほか、毎週水曜発行の

「週間てれびぱーく 、四季ご」

とに発行する「COMPass 、年２」

回発行の「東奥こども新聞 、インターネットを含めた自社媒体の広告を扱い」

ます。

〈デジタル企画部〉

企画広告や広告関連イベント・座談会の立案、記事スタイルの広告などを担

当します。また、インターネットニュースの配信やデジタルサイネージ関連業

務、販売部門・営業部門とタイアップしたホームページの作成、ドローンをは

じめインターネット発信の動画撮影も行います。
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〈管理部〉

、 、営業デスクとしての役割を持ち データを基に営業活動をサポートするほか

広告スペースの確保と調整、文字組広告原稿のチェックなどを担当します。

【システム局】

〈システム部〉

共同通信社が運営する「新聞制作共有システム」を安定して稼働させるのが

主な業務です。システムを監視し、障害や災害があっても迅速かつ的確に対応

し、新聞発行が途切れることがないよう日頃から準備をしています。また、社

内業務を効率化させるシステムの開発やパソコンの管理、ネットワークの構築

・管理等を行っています。コンピュータウイルスや情報漏洩対策などの情報セ

キュリティーも担当しています。

〈画像部〉

新聞に掲載される写真の修整や加工のほか、グラフ、表、イラスト、地図、

連載のタイトルカットなどの作成やデザインを担当してます。カラー紙面の増

加に伴い、より美しいカラー写真を読者へ届けるためのカラーマネージメント

にも力を入れています。

〈データベース部〉

新聞に掲載された記事や写真をパソコン上で切り抜き、社内データベースへ

登録する業務を行っています。創刊号からの紙面がデータベース化され、社内

からは必要な情報が随時検索できるようになっています。朝夕刊の紙面１カ月

分を１枚のＤＶＤに収録した「東奥日報ＤＶＤ縮刷版」の作成や、外部の会員

制ビジネスデータベースへの記事販売も担当しています。
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【販売局】

新聞は「つくる人」と「読む人」との間に「届ける人」がいます。東奥日報

販売店の人たちが東奥日報を配達し、集金の仕事をしています。販売局は新聞

が定刻に確実に読者に届けられるまでを管理し、新聞販売収入に直接関わる発

行部数を伸ばすことに常に力を注いでいます。

〈販売部〉

県内をブロックに分け、担当員と呼ばれるスタッフがそれぞれの担当地域を

持ち、本社と各新聞販売店のパイプ役として販売方法の助言・連絡業務を担当

します。また、東奥日報のＰＲを販売店と協力して行います。

〈法人対策室〉

、N I B 企業社員に対する新法人営業を中心に業務展開 （Newspaper in Business＝

。聞を活用した研修）に取り組むほか、学校での新聞購読を推進します

〈読者部〉

年２回発行する「東奥こども新聞」を担当。ＮＩＥ（Newspaper in Education＝

教育に新聞を）事業では、学校への出前講座の講師派遣や児童・生徒が新聞を

読んだ感想文の記事も出稿。ＮＩＥは日本新聞協会と新聞社が費用を負担、新

聞を選定された学校（実践校）に配布し教育現場で活用してもらう事業です。

〈折込部〉

新聞折り込みチラシの受付と関連業務を行います。

【事業局】

東奥日報と読者を結ぶ各種事業、出版を行って、読者の信頼と親しみが深

まるよう橋渡しの役目をしています。

〈事業部〉

東奥児童美術展、各種文芸大会をはじめ、各種のスポーツ大会などの本社主

催事業を行います。

〈出版部〉

定期刊行物「東奥年鑑」は、昭和３年に初版が発行されてから平成３１年版

で通巻８５号になります。また、青森県の歴史、自然、文化などに関するもの

を中心に書籍の企画と出版を行います。平成２０年からは自費出版のお手伝い

もしています。
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【支社編集部・支局】

弘前・八戸・東京・大阪・仙台に支社、そして県内１０カ所の支局と２カ所

の通信部と、県内外に張り巡らされた取材網があります。

記者は管轄地域で多様な分野の取材を担当します。取材先で多くの人と知り

合うことは、より地域に密着した取材を可能にします。重大な事件・事故が発

生した場合は近隣支社局との連携はもちろんのこと、本社からの応援も得て総

力をあげて取材にあたります。

【支社営業部】

支社の営業部は本社広告局と連携した営業活動はもとより、独自企画など地

域に根ざした広告営業を行います。

２０１８年に東奥日報社 創刊130周年

平成３０年の創刊１３０周年記念事業として旧本社があった青森市新町に、

多彩な文化事業やイベントを催すことができる大規模空間を備えたビルが完成

しました。市中心部に新たな賑わいの場を創出し、街の活性化に貢献したいと

考えています。
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