
平成２６年度事業報告について 
（平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで） 

 

１ 観光振興施策事業 

会員増強を基本に、三沢市が推進している観光関連施策、施設整備事業に併せた事業の拡充に努めた。 

 会員の増強と組織の強化を図った。 

■会員異動状況報告     平成 27年 3月 31日 現在 

種 別 前期末会員数 当期入会者数 当期退会者数 期末会員数 

法人会員 79 3 2 80 

団体会員 6 0 0 6 

個人会員 57 3 1 60 

特別会員 4 0 0 4 

合 計 146 6 3 149 

 市内観光施設との連携を深め積極的なＰＲを図った。 

・ホームページなどで観光施設等のイベント告知を行った。 

・観光ガイドブック「来て！みさわ」でカテゴリー別に施設紹介ページを作成し PRを図った。 

 

２ 観光客誘致対策事業 

三沢市に関する観光情報の収集に努め、全国に発信するとともに、観光客の誘導を図るための調査・

研究、研修や宣伝活動等の事業を実施した。 

 

《ＩＴ宣伝事業》 

 三沢市のグルメや観光地、施設などの観光素材を広くＰＲするため、ホームページ、facebook、

twitter等のＳＮＳによる情報発信並びにＰＲ活動に積極的に努め、誘客を図った。 

 ホームページ     http://kite-misawa.com  

 ツイッターアカウント https://twitter.com/MisawaSA   

 フェイスブックページ https://www.facebook.com/misawasi.kanko  

アクセス解析：ページビュー 合計 587,333件（4月１日から 3月 15日まで） 

 

《観光資源ＰＲ事業》 

 三沢市のイメージポスターや観光パネル、パンフレットパッケージなどを作成し、県内外のイベント

や物産展等で三沢市の魅力発信を行い、認知度の向上と更なる誘客に努めた。 

 

《航空祭事業》 

 市内の交通渋滞緩和及び保安対策の一環として小川原湖畔に臨時駐車場を設置し、航空祭会場までのシ

ャトルバスを運行した。 



■日時：9月６日（日）シャトルバス運行業務 5:00～17:00まで ■天候：晴れ 

【湖畔地区から航空祭会場へのシャトルバス運行】 

・委託業者：十和田観光電鉄㈱ ６台、三八五バス㈱ ６台  運行大型バス計 1２台 

・利用者数：４,４９２人 ・協会責任者：16名 アルバイト：16名 

・三沢警備保障車両誘導員：24名（基地内外車両誘導含む） 

【会議、調整等】 

① 全体会議 

■日時：7月 17日（木）13:30～ ■場所：三沢市役所大会議室 

② 航空祭シャトルバス運行事業従事者説明会 

■日時：９月 2日（火)  10:00～ ■場所：レークピア 

③ 湖畔駐車場設置作業 

■日時：９月 3日（水）終日 ■場所：レークピア周辺湖畔駐車場 

④ 湖畔駐車場誘導看板設置 

■日時：９月 4日（木）終日 ■場所：小川原湖湖畔周辺道路 

⑤ 基地内乗降所設置 

■日時：９月 5日（土）9:00～ ■場所：基地内９４９倉庫裏駐車場 

 

《観光物産推進事業》 

 三沢市などと共に物産展等で観光や物産の宣伝を実施し、誘客や消費拡大へ繋げた。 

①東北六魂祭 2014山形 

■日時：5月 24日（土）～25日（日） ■場所：山形県山形市 

■内容：青森県の代表として三沢市のゆるキャラ「ホッキーナちゃん」が参加をし、観光ガイド

ブックの配布や記念撮影会などに積極的に参加をし、三沢市のＰＲに努めた。 

②函館・東北チャリティープロモーション 2014 

■日時：6月 20日（金）～6月 22日（日） 

■場所：北海道札幌市中央区大通公園 8丁目広場 

■参加者：三沢市、小川原湖クイーン、だい天、手をつなぐ育成会、グロウス、ＨＡＣ 

■内容：北海道新聞社の訪問ＰＲ、ガイドブック等の配布による観光情報の発信、特産品等の販

売などのブース出展を行った。 

    ③日本女子プロ野球試合における三沢市観光物産ＰＲトップセールス 

■日時：10月 10日（金） 

■場所：京都府京都市 京極スタジアム 

■参加者：三沢市、おいらせ農業協同組合、三沢市漁業協同組合 

■内容：三沢市観光大使の太田幸司氏が所属する女子プロ野球機構と協力し、試合観覧者を対象

とした三沢市特産品の無料試食や格安販売、観光ガイドブックと記念品の無料配布など

を行い、ＰＲを図った。 

    ④「2014東北復興大祭典なかの 青森人の祭典」大物産展 

■日時：10月 25日（土）～26日（日） 

■場所：東京都中野サンプラザ前広場、JR中野駅前 

■参加者：三沢市、㈱Growth、手をつなぐ育成会 

■内容：三沢市の農産物や加工品、グルメや観光ＰＲのブース出展を行い、三沢市のＰＲに努め

た。 



●打合せ等：9/3（水）16:30～ 三沢市役所別館 4階 第１研修室 

⑤「あおもり１０市大祭典 inひろさき」 

■日時：9月 13日（土）～9月 15日（月祝） 

■場所：JR弘前駅前特設会場 

■参加者：三沢市、小川原湖クイーン、青森県立三沢航空科学館、おいかわ、三咲羽や、アビ、

カントリーダンスチーム、ベリーダンスチーム、アメリカンバイクチーム 

■内容：三沢市の魅力を再発見して頂くため、三沢市観光ＰＲブースや飲食ブースの出店、アメ

リカンパレードの参加等を行った。 

・打合せ：9/3（水）18:00～ 三沢市役所別館 4階 第１研修室 

 ・事前下見：9/10（水）9:00～ 弘前市会場付近等 

⑥ぜーんぶあおもり大農林水産祭り 

■日時：11月 8日（土）～11月 9日（日） 

■場所：青森市 青森産業会館 

■内容：ステージＰＲによるゆるキャラでの参加をし、三沢市のＰＲに努めた。 

⑦大阪国際空港就航都市物産フェア 

■日時：2月 1日（日）～2月 28日（土）の土・日・祝日の 9日間 

■場所：大阪国際空港１階ロビー内 

■内容：三沢基地レトルトカレー(中辛)、みさわ(青森)ごぼう茶の委託販売を実施 

 

３ 施設運営管理事業の受託並びに補助事業の実施報告 

《指定管理事業》 

 道の駅みさわ斗南藩記念観光村指定管理事業（グループ名：ミサワツーリスト） 

指定管理基本協定書に基づいた運営管理業務を行った。 

■期間：4月 1日から 3月 31日まで  ■場所：先人記念館、斗南藩記念観光村 

●先人記念館 入館者実績（前年度対比 -60.3％） 

施設名 H23 H24 H25 H26 

先人記念館 4,189人 5,432人 13,798人 5,681人 

・企画展を下記のとおり実施した。 

① 企画展「斗南藩の再興と消長」 

期間：4月 12日（土）から 6月 29日（日） 

② 特別企画展「新選組と廣澤安任」 

期間：7月 8日（火）から 11月 24日（月） 

・7月 8日（火）内覧会開催 

・第一部「京都守護職時代の新選組と廣澤安任」 

  期間：7月 8日（火）から 9月 15日（月） 

・第二部「戊辰戦争と新選組の消長」 

  期間：9月 20日（土）から 11月 24日（月） 

③ 企画展「廣澤安任交遊録」 

期間：11月 29日（土）から 3月 29日（日） 



●斗南藩記念観光村 利用者実績 

施設名 H22 H23 H24 H25 H26 

ゴーカート・ 

バッテリーカー 
5,438人 3,892人 4,885人 5,320人 6,489人 

パターゴルフ場・ 

小動物園 
1,350人 1,207人 1,028人 1,002人 1,087人 

馬車・乗馬体験 2,468人 1,875人 1,234人 1,282人 1,743人 

計 9,256人 6,974人 7,147人 7,604人 9,319人 

・4月 12日（土）から 11月 3日（月）まで、上記業務の営業を行った。 

●防災訓練 

日時：6月 9日（月）9:00から 

内容：斗南藩記念観光村・先人記念館を対象とした緊急時の対応等の訓練 

●ボランティア関係 

㈱小坂工務店清掃奉仕活動 日時：5月 11日（日）9:00～ 

             日時：5月 31日（土）9:00～ 

米空軍清掃活動 日時：11月 1日（土）9:00～ 

鶴ヶ城ボランティアガイド一行来沢に伴う引率 日時：7月 30日（水） 

●自主事業 

①斗南藩／ちびっこ春まつりの実施 

期間：5月 3日（土）～5月 4日（日） 

内容：5 月連休期間中に子供が安心して遊べる場所として、広大な敷地を活

かした集客事業を行い、地元産品を活用したＰＲ事業を展開した。 

②環境美化運動の推進／花の植樹 

期間：5月 12日（月） 

内容：ベコニア等の花の苗600株を、先人記念館前、郵便局前、ゴーカート

場、パターゴルフ場に植樹し環境の美化に努めた。 

●講演講師 

・青森県高等学校教育研究会定通部会二北三八地区研究会 総会・研修会 

期日：6月 19日（木）15:30～ 場所：ホテルグランヒルつたや 

●甲種防火管理講習会：10月 2日（木）～10月 3日（金） 三沢市国際交流センター 

●三沢市定期監査：10月 15日（水）先人記念館、斗南藩記念観光村 

 

《指定管理事業》 

 三沢市歴史民俗資料館指定管理事業（グループ名：ミサワツーリスト） 

指定管理基本協定書に基づいた運営管理業務を行った。 

■期間：4月 1日から 3月 31日まで  ■場所：三沢市歴史民俗資料館 

●歴史民俗資料館 入館者実績 1,651人（前年度 1,309人） 

・企画展を下記のとおり実施した。 

① 三沢まつり 90周年記念企画展「三沢まつり今と昔」 

期間：5月 1日（木）から 3月 29日（日）まで 

内容：三沢まつりの沿革や人形作成工程、御神輿行列の紹介などと共に、寺



山修司記念館とタイアップを図り、薬師町祭礼の山車の一部を展示し

た。5/2（金）には、内覧会を実施した。 

●その他 

・防災訓練 日時：7月 22日（火）9:30～ 

内容：歴史民俗資料館を対象とした緊急時の対応等の訓練 

・甲種防火管理講習会 日時：10月 2日（木）～10月 3日（金） 

 

《指定管理事業》 

 三沢市小川原湖畔施設指定管理事業 

指定管理基本協定書に基づいた運営管理業務を行った。 

■期間： 4月 1日から 3月 31日まで  ■場所：三沢市小川原湖畔施設 

施設名 H22 H23 H24 H25 H26 

湖畔キャンプ場 886 ｻｲﾄ 659 ｻｲﾄ 654 ｻｲﾄ 555 ｻｲﾄ 655 ｻｲﾄ 

湖畔コテージ 408棟 466棟 444棟 489棟 502棟 

三沢オートキャンプ場 1,076 ｻｲﾄ 754 ｻｲﾄ 841 ｻｲﾄ 1,021 ｻｲﾄ 977 ｻｲﾄ 

湖水浴場 21,246人 17,813人 20,786人 23,742人 19,408人 

●湖畔キャンプ場：開設期間：5月 1日から 10月 31日まで 

●湖畔コテージ：開設期間：4月 1日から 3月 31日まで 

●三沢オートキャンプ場：開設期間：5月 1日から 10月 31日まで 

●湖水浴場：ロープ設営 7月 9日（水） 

開設期間：7月 19日から8月 24日まで 

●小川原湖畔交通規制の実施期間：7月 18日から 8月 25日まで 

 ・湖畔交通規制に係る三沢警察署への報告・打合せ：6/26 

●普通救命訓練講習の受講：7月 11日（木）9:00～ 

●こどもカメラマンの冒険キャンプ in小川原湖：8月 2日から 8月 3日まで 

●防犯パトロール：8月 9日（土）18:30～ 

●上級救命救急講習会：9月 21日（日）8:30～ 三沢市消防本部 

●甲種防火管理講習会：10月 2日（木）～10月 3日（金） 三沢市国際交流センター 

●三沢市定期監査：10月 15日（水） 小川原湖畔施設 

●ボランティア関係 

㈱小坂工務店清掃奉仕活動 日時：4月 26日（土）9:00～ 

三沢キリスト協会清掃活動 日時：5月 11日（日）10:00～ 

市民団体「フェリーチェ」清掃活動 日時：6月 4日（水）10:00～ 

三沢自動車整備士協会清掃活動打合せ 日時：6月 12日（木） 

三沢自動車整備士協会清掃活動 日時：7月 6日（日）9:00～ 

米空軍清掃活動 日時：7月 19日（土）9:00～ 

三沢市身体障害者福祉会清掃活動 日時：7月 19日（土）9:00～ 

米空軍清掃活動 日時：8月 9日（土）9:00～ 

※その他、バイオトイレ、周辺広場、駐車場の管理を実施 

●自主事業：レンタル用品の貸し出し等を実施 

① バイクミーティング打合せ 



日時：5月 7日（水） 

場所：三沢オートキャンプ場 管理棟 

内容：アメリカンデー前日のバイクグループイベントの打合せ 

② バイクミーティング事前準備 

日時：5月 29日（金） 

場所：三沢オートキャンプ場A・キャラバンサイト 

③ バイクミーティング 

日時：５月 31日（土）～6月１日（日） 

場所：三沢オートキャンプ場A・キャラバンサイト 

内容：アメリカンデー参加バイクグループのイベントを実施 

バイク 219台、車両 32台、参加者数 287名 

 

《補助事業》 

 小川原湖観光センター運営管理事業 

観光名所に位置する小川原湖観光センターの運営確立を図った。 

■期間： 4月 1日から 3月 31日まで  ■場所：三沢市小川原湖畔 

■内容：通年で観光案内業務を行った。また、繁忙期にあたるＧＷや夏休み期間中は、観光客や

小川原湖周辺施設利用者等へ無料・無休で開放し、施設の利用促進を図った。 

5/19三沢市消防署 防火設備点検 

6/7～6/8 NPO青森バイオマスエネルギー推進協議会木こり講座 延べ 60名 

7/6三沢自動車協会ボランティア清掃 

8/2ミュージアムキャンプ in航空科学館 延べ 30名 

10/1六ヶ所南小学校 

 

《受託事業》 

 三沢市観光案内所設置運営事業 

中心市街地の拠点であるスカイプラザミサワに観光案内所を設置した。 

■期間： 4月 1日から 3月 31日まで  ■場所：スカイプラザ１階ロビー 

■内容：スカイプラザに観光案内所を設置し、三沢市を訪れる観光客等に的確な観光情報の提

供・紹介を行いながら、利用調査を実施し、顧客ニーズの把握に努めた。 

 

４ イベント等事業の受託並びに補助事業の実施報告 

《補助事業》 

 中央公園ライトアップ事業及びみさわ桜まつり事業 

  趣 旨：三沢市の新たな春のイベントを創出し、誘客と観光振興を図る。 

≪ みさわ桜まつり≫  

■日時：4月 29日（火祝）14:00～ ■天気：晴 

■場所：三沢市中央公園 ■来場者：4,500名（前年度 300名） 

■内容：バンド演奏、花巻市八幡鹿踊保存会による鹿踊り、まんぷく祭、三沢市公園緑化公社の



木工体験、きのこ植菌体験、かぶと虫幼虫飼い方教室など 

≪ 中央公園夜桜ライトアップ≫  

■期間：4月 29日（火祝）～5月 6日（火祝） 18:00～21:00まで点灯 

●諸会議等 

① みさわ桜まつりに係る鹿踊出演依頼 

■日時：3月 17日（月）■場所：花巻市観光協会 

② みさわ桜まつりに係るぼんぼりと提灯の設置 

■日時：4月 17日（木）～4月 18日（金）■場所：中央公園 

③ みさわ桜まつり従事者打合せ 

■日時：4月 22日（火）16：00～ ■場所：レークピア 

 

《補助事業》 

 第 54回みさわ小川原湖水まつり事業 

趣 旨：湖水浴の開設を迎え、市民の憩いの場として広く利用に供するとともに、湖水まつりの実施

により小川原湖周辺のキャンプ場施設等の PRを図り誘客に努めた。 

■日時：7月 20日（日）9:00～16:00  ■場所：三沢市小川原湖水浴場 

年 度 H23 H24 H25 H26 

入込数 28,000人 26,000人 26,000人 25,000人 

■内容：【主催イベント】 

キャラクターショー並びに握手会、三沢第一幼稚園児鼓笛隊演奏、フラダンス、ベリ

ーダンス、キッズコーラス、子供遊び広場 

【併催・協力ベント】 

小川原湖に生息する生き物（国土交通省）、カヌー体験教室（小川原湖ロマン会議） 

●諸会議等 

① 原文振打合せ 

日時：4月 24日（木）16:00～ 場所：三沢市役所別館 1階会議室 

② 三沢市担当課との打合せ会議 

日時：6月 17日（火）15:00～ 場所：レークピア 

③ 出店者抽選会 

日時：7月 1日（火）10:00～ 場所：レークピア 

④ 関係機関打合せ会議 

日時：7月 7日（月）10:00～ 場所：三沢商工会館 2階 会議室 

⑤ スタッフ全体会議 

日時：7月 8日（火）13:30～ 場所：レークピア 

⑥ マックＴＶ収録 

日時：7月 9日（水）10:00～ 場所：スカイプラザ１階 

●小川原湖クイーン活動報告 

① 函館・東北チャリティープロモーション 2014 

日時：6月 20日（金）～22（日） 場所：北海道札幌市 大通公園 

② 青い森鉄道「わ」の娘っこ（東北・三沢エリア）撮影会 

日時：6月～12月 



③ みさわ小川原湖水まつり 

日時：7月 20日（日）8：30～15：30 場所：小川原湖水浴場 

④ 「三沢まつり」大仮装行列（先導）パレード 

日時：8月 23日（土）場所：三沢市役所前出発 

⑤ 三沢空港「空弁審査会」審査員 

日時：9月 1日（月）場所：三沢市国際交流教育センター 

⑥ 三沢基地航空祭 観光 PR活動 

日時：9月 7日（日）場所：三沢基地内 

⑦ あおもり 10市大祭典 in ひろさき 

 日時：9月 14日（土）～15日（日） 場所：弘前市 

⑧ 第 49回青森県朝野球選手権大会 始球式 

期間：9月 20日（土） 場所：三沢市民運動広場野球場 

⑨ ハロウィンフェスタ IN MISAWA 審査員 

日時：10月 18日（火） 

⑩ あおもり 10市大祭典 in Tokyo 

日時：2月 8日（日） 

 

《補助事業》 

 ファーム・フェスタ in 斗南事業 

趣 旨:三沢市の農畜産業を広く紹介するとともに、市民参加型のイベントにより、市の観光施設であ

る道の駅みさわ斗南藩記念観光村を宣揚することを目的とする。 

■開催日：8月３日（日）9:00～15:00  ■場所：道の駅みさわ斗南藩記念観光村 

年度 H23 H24 H25 H26 

入込数 8,400人 7,920人 10,368人 7,749人 

■内容：会津若松砲術隊演武、児童遊戯、地域芸能発表会、歌謡ショー、お楽しみ抽選会、フラ

ダンスショー、大根人参掘り体験、野菜特売コーナー、バーベキューコーナー、畜産共

進会ジャジコンテスト、牛乳無料配布、乳搾り･バター作り体験、トラクター展示等 

●諸会議 

① 原文振打合せ 

日時：4月 24日（木）16:00～ 場所：三沢市役所別館 1階会議室 

② 打合せ会議 

日時：6月 27日（金）13:30～ 場所：三沢市役所別館 1階会議室 

③ 打合せ会議 

日時：6月 29日（火）13:30～ 場所：レークピア 

④ 町内会打合せ 

日時：7月 10日（木）10:00～ 場所：先人記念館 

⑤ 従事者打合せ 

日時：7月 28日（月）11:00～ 場所：三沢市観光物産課 

日時：7月 29日（火）13:30～ 場所：先人記念館 

《補助事業》 

 となみウィンター・ファンタジー事業 



趣 旨：三沢市の冬季観光の振興と地域の活性化を図るため、道の駅みさわ斗南藩記念観光村を拠点

としてイルミネーションの装飾や冬花火を創出し、当イベントを通じて三沢市の“ 冬の味覚”

を広域に発信し、観光客誘致につなげる。 

■期日： 12月 7日（土）から 12月 25日（火）までの 19日間 

■場所：道の駅みさわ斗南藩記念観光村 

年度 H23 H24 H25 H26 

入込数 12,225人 10,874人 9,874人 8,931人 

■実施内容 

① イルミネーション点灯 

会期： 12月 6日（土）から 12月 25日（木）までの 20日間 

② オープニングイベント 

期日： 12月 6日（土）11:00～18:30 

三沢冬の味覚 各種販売、三沢産ホッキ貝の販売、クリスマス大抽選会(抽選機)、

もちつき体験×2 回、ステージショー＆ライブ、イルミネーション点灯式、冬花

火の打上等 

③先人DEクリスマス 

期日：12月 6日（土） 

先人記念館の２階を開放し、キッズ体験コーナーを開催。 

●諸会議 

① 打合せ会議 

日時：10月 27日（金）18:00～ 場所：くれ馬ぱ～く 

② 従事者打合せ 

日時：11月 28日（金）10:00～ 場所：小川原湖観光センター「レークピア」 

③ 従事者打合せ 

日時：12月 1日（月）11:30～ 場所：観光物産課 

④ 出店者打合せ 

日時：12月 2日（火）14:00～ 場所：先人記念館 

 

《受託事業》 

 小川原湖景観ＰＲ事業 

趣旨：小川原湖という観光資源に磨き上げをかけ、これに関連した新たな観光商品を創出し、市内外

の観光客を誘致し、滞在型観光を推進することを目的とする。 

■実施内容 

① シェルパ斉藤によるトークショー並びにワンバーナークッキングショー 

■開催日：9月 27日（土）11:00～ ■場所：小川原湖畔水浴場付近 

② シェルパ斉藤と歩く「てくてく小川原湖ウォーク」 

■開催日：9月 28日（日）10:00～ ■場所：小川原湖畔周辺コース 

③ アンケート調査 

9 月 27・28 日両日とも同時開催していた市民団体小川原湖ロマン会議が主催の「小川

原湖漕ぎ大会」と当事業の来場者に対し、アンケート調査を実施した。 

④ 小川原湖の写真ミニコンテスト開催 



■実施日 9月 26日（金）～10月 24日（金） 応募者 13名 作品数 39点 

●打合せ等 

・打合せ：9/16（火）10:00～ イベント会場付近 

・ゴミ拾い：9/20（土）9:00～ イベント会場周辺 

・小川原湖WEB写真コンテスト打合せ：9/22（月）10:00～ レークピア 

 

《受託事業》 

 三沢市公式観光冊子作成事業 

趣旨：新たな観光資源の再発見及び創出を図り、これらの観光資源を有機的に結び付け、三沢市全体

を観光商品としてＰＲしていくためのパンフレットを作成・配布し、三沢市の PR を図ること

を目的とする。 

■内容：三沢市公式観光ガイドブック『来て！みさわ 2015』を発行するにあたり、年間を通じ

て調査を行い、それらの情報を基にページの企画制作・校正を行い、ＰＲイベントや県

内外の観光関連施設、物産展等で配布を行った。 

■印刷部数：50,000部 ■主な配布先：市内観光関連施設、県内外観光関連施設等 約500ヶ所 

●打合せ等 

① 三沢市担当課との打合せ会議 

日時：6月 17日（火）13:30～ 場所：レークピア 

② 住民参加型情報発信基盤整備事業に係る視察研修 

日時：8月 26日（火）8:45～ 場所：五所川原市金木地区 

③ 業者との打合せ 

日時：10月 1日（水）14:30～ 場所：レークピア 

④ 業者との打合せ 

日時：10月 16日（木）14:00～ 場所：スカイプラザ 

⑤ 業者との打合せ 

日時：11月 20日（木）10:00～ 場所：レークピア 

⑥ スマートフォンを活用した街づくり推進に伴う参加募集説明会 

日時：11月 28日（金）14:00～ 場所：三沢商工会館 

⑦ 校正打合せ 

日時：12月 25日（木）13:00～ 場所：朝日印刷 

⑧ 校正打合せ 

日時：1月 28日（水）8:30～ 場所：レークピア 

⑨ 住民参加型情報発信基盤整備事業に係る事業者打合せ 

日時：2月 13日（金）11:00～ 場所：青森市 

 

《受託事業》 

 「新選組と廣澤安任」特別企画展事業 

趣旨：第一部、第二部の構成とし、三沢市における歴史的存在価値を高めるとともに、当地の観光ス

ポットや特産品等を来場者にＰＲし、新たな観光客誘致を図ることを目的とする。 

■期間：7月 8日（火）～11月 24日（月） ■場所：三沢市先人記念館 

■実施内容 

【第一部】京都守護職時代の新選組と廣澤安任 ■会期：7月 8日（火）～9月15日（月） 



多摩地方日野の名士たちや天然理心流道場の試衛館、そして浪士組の発足といっ

た彼らのルーツと廣澤安任を始めとした会津藩公用人との関わり、新選組の動きや

組織の移り変わり、隊士の粛清などを展示解説。 

【第二部】戊辰戦争と新選組の消長 ■会期：9月 20日（火）～11月 24日（月） 

鳥羽・伏見で敗れ、江戸にもどり甲陽鎮撫隊となった新選組と近藤勇の死から

別々の道へ進んだ土方歳三、斎藤一といった隊士たち、そして北辺の斗南で「野に

あって国家に尽くした」廣澤安任などの生き様を展示解説。  

●調査・打合せ等 

① 特別企画展示に係る協力依頼及び調査 

期間：4月 22日～23日 場所：北海道函館市（函館市立博物館、函館市立図書館、五

稜郭、旧函館奉行所、弁天岬台場跡、新選組屯所跡地、称名寺、一本木関） 

② 特別企画展示に係る資料借用及び調査 

期間：5 月 21 日～23 日 場所：福島県会津若松市（清水屋旅館、阿弥陀寺、如来堂、

会津新選組記念館、白虎隊記念館、会津若松市役所、東山町天寧寺、白河戊辰見聞館、

白河市観光物産協会、高徳寺、稲荷山公園、小峰城、白河の関所跡） 

③ 特別企画展示に係る資料借用及び調査 

期間：5月 28日～30日 場所：東京都日野市・千葉県流山市（佐藤彦五郎新選組資料

館、近藤勇陣屋跡、会津藩江戸屋敷跡、廣澤季任氏訪問） 

④ 特別企画展第二部展示資料に係る打合せ 

期間：7月 14日～15日 場所：福島県会津若松市（会津新選組記念館、会津若松観光

ビューロー） 

⑤ 特別企画展示に係る取材調査 

期間：7月 15日～17日 場所：北海道函館市・大野町・江差町・乙部町・森町（千代

が岡・中島三郎助最後の地碑、函館奉行所、碧血碑、函館山、二股口・台場山、開陽丸

青少年センター、土方歳三嘆きの松、乙部町、入舟児童公園、鷲ノ木の旧幕府脱走軍上

陸の碑） 

⑥ 特別企画展示に係る資料借用 

期間：9月 12日 場所：北海道函館市（函館市立博物館） 

⑦ 特別企画展第一部展示報告と借用資料の返却 

期間：10 月 24 日～25 日 場所：東京都町田市、日野市（小島資料館、佐藤彦五郎新

選組資料館） 

⑧ 特別企画展借用資料の返却打合せ及び関係機関に対するお礼、調査 

期間：11 月 18 日～19 日 場所：福島県会津若松市（会津若松観光ビューロー、会津

若松市長訪問、会津新選組記念館、廣澤家居住跡、廣澤家墓地、白虎隊記念館、会津武

家屋敷） 

⑨ 特別企画展報告及び借用資料の返却 

期間：11 月 29 日～30 日 場所：北海道函館市（市立函館博物館、函館奉行所、市立

中央図書館） 

 



５ 観光環境の推進に関わる運営並びに参加 

《観光環境推進事業》 

(1) 十和田エイト・ライン観光協議会への参加（継続） 

① 役員会及び総会 

日時：5月 20日（火）14:00～ 場所：十和田富士屋ホテル（十和田市） 

(2) 三沢空港利用促進期成会への参加（継続） 

① 役員会・定時総会並びに懇親会 

日時：6月 27日（金）17:00～ 場所：ホテルグランヒルつたや 

(3) 上北の元気結集協議会への参加（継続） 

① 第 16回協議会 

日時：6月 6日（金）13:30～ 場所：富士屋グランドホール（十和田市） 

② 第 17回協議会 

日時：3月 9日（月）14:00～ 場所：富士屋グランドホール（十和田市） 

(4) 三沢市仏沼保全活用協議会への参加（継続） 

① 三沢市仏沼保全活用協議会 

日時：7月 9日（水）14:00～ 場所：三沢市役所4階大会議室 

(5) 三沢市商工会青年部の参加（継続） 

① 第 46回通常総会 

日時：4月 23日（水）17:30～ 場所：きざん三沢 

② 七夕まつり決起会（事務所開き） 

日時：5月 13日（火）18:30～ 場所：炙庵 

③ アメリカンデー支援 

日時：6月 1日（日）7:00～ 場所：三沢市役所前、アメリカ広場 

④ 七夕まつり準備作業 

日時：7月 24日（木）17:00～ 場所：アメリカ広場 

⑤ 七夕まつり 

日時：7月 25日（金）26日（土）・27日（日） 場所：アメリカ広場 

⑥ 七夕まつり慰労会 

日時：8月 7日（木）18:30～ 場所：きざん三沢 

⑦ 卒業式 

日時：3月 9日（月）18:30～ 場所：きざん三沢 

(6) 「三沢ほっき丼」定着促進事業への参加（継続） 

① 報告会及び意見交換会 

日時：4月 23日（水）14:30～ 場所：三沢市役所 本館 4階 大会議室 

② 決起集会 

日時：11月 27日（木）14:30～ 場所：三沢市役所 別館４階 第１研修室 

(7) 公益社団法人青森県観光連盟の参加（継続） 

① 平成 26年度(公社)青森県観光連盟定時総会及び講演会 

日時：6月 16日（月）14:30～ 場所：ホテル青森 

② (公社)青森県観光連盟第 1回臨時総会 



日時：11月 10日（月）13:00～ 場所：青森国際ホテル 

(8) 三沢アメリカンデー実行委員会の参加（継続） 

① 第 1回実行委員会 

日時：4月 23日（水）18:00～ 場所：スカイプラザミサワ 

② 第 2回実行委員会 

日時：5月 14日（水）18:00～ 場所：三沢市公会堂 

③ 第３回実行委員会 

日時：5月 28日（水）18:00～ 場所：国際交流センター 

(9) 実体験教育推進委員会の参加（継続） 

① 第１回実体験教育推進委員会 

日時：5月 19日（木）13:15～ 場所：青森県立三沢商業高等学校 

② 第 2回実体験教育推進委員会 

日時：9月 18日（木）13:20～ 場所：青森県立三沢商業高等学校 

③ 生徒商業研究発表会 

日時：12月 11日（木）9:00～ 場所：三沢市公会堂 

(10) 三沢市商工会事業への支援（継続） 

① 第 58回みさわ七夕まつり最終日 

日時：7月 27日（日）13:00～ 場所：アメリカ広場等 

② 第 80回三沢まつり 

前夜祭：日時：8月 21日（木）9:00～ 場所：ミス・ビードル広場 

初 日：日時：8月 22日（金）9:00～ 場所：三沢市内幹線道路他 

中 日：日時：8月 23日（土）9:00～ 場所：三沢市内幹線道路他 

最終日：日時：8月 24日（日）9:00～ 場所：三沢市内幹線道路他 

(11) 三沢市雇用創造推進協議会の参加（継続） 

① 総会 

日時：6月 30日（月）10:00～ 場所：三沢市役所 別館４階 第１研修室 

② ６次産業推進セミナー 

日時：１月 30日（金）12:00～ 場所：三沢市公会堂 

③ 成果物公開セミナー 

日時：3月 4日（水）13:30～ 場所：うわさカフェ 

(12) 三沢市姉妹都市委員会の参加（継続） 

① 組織会及び第１回会議 

日時：4月 30日（水）14:00～ 場所：三沢市国際交流教育センター 

② 第２回会議 

日時：7月 25日（金）14:00～ 場所：三沢市国際交流教育センター 

③ 第 3回会議 

日時：11月 25日（火）14:00～ 場所：三沢市国際交流教育センター 

④ 第４回会議 

日時：12月 19日（金）14:00～ 場所：三沢市国際交流教育センター 

(13) 三沢市協働のまちづくり市民提案事業審査委員会（継続） 

① 第１回会議 

日時：5月 12日（月）13:30～ 三沢市役所 4階 大会議室 



② 募集審査会 

日時：10月 24日（水）13:30～ 三沢市役所 4階 大会議室 

(14) 青森・函館デスティネーションキャンペーン（新規） 

① 平成 28年度デスティネーションキャンペーンに係る説明会 

日時：6月 25日（水）10:30～ 十和田合同庁舎３階 E会議室 

② 推進委員会設立総会 

日時：11月 10日（月）14:00～ 青森国際ホテル 

③ 第 1回上北地域連絡会議 

日時：11月 18日（火）13:30～ 十和田合同庁舎 

④ 推進委員会幹事会 

日時：2月 25日（水）13:30～ 青森県観光物産館 

⑤ 第２回上北地域連絡会議 

日時：3月 10日（火）14:00～ 十和田合同庁舎 

(15) （仮称）Ｂ-1グランプリ in十和田（新規） 

① 第 1回実行委員会 

日時：10月 1日（水）14:00～ 富士屋グランドホール 

② 第２回実行委員会 

日時：12月 2日（火）15:30～ 富士屋グランドホール 

③ 第３回実行委員会 

日時：3月 23日（月）14:00～ 富士屋グランドホール 

 

６ 三沢市における観光推進事業への支援報告 

《観光環境推進事業》 

 観光振興並びに文化観光相互交流促進のため、各種団体組織が主催する行催事等を多方面から支援し

た。 

月日 行催事名 団体名 支援内容 

5/25 

三沢・沖縄児童交歓支援事業 

第 23回シーサーオープンチャリティー 

ゴルフトーナメント 

公益社団法人三沢青年会議所 後援 

― 平成 26年度三沢基地航空祭 TVCM 三沢市防衛協会 後援 

7/5 

～9/15 

謎解きアドベンチャー 

「失われた紋章」サイエンスクエスト 
青森県立三沢航空科学館 後援 

6/1 第 27回アメリカンデー 
三沢国際クラブ 

三沢市政策推進部国際交流課 

職員派遣 

物品貸出 

後援 

6/11 

～9/7 
三沢基地航空祭テレビコマーシャル等 三沢市防衛協会 後援 

7/25 

～7/27 
第 60回みさわ七夕まつり 三沢市商工会 

職員派遣 

(延べ 3名) 



協賛 

審査員 

8/1 

～3/29 

寺山修司記念館企画展 2014vol.2 

追悼!九條今日子展 

「きみが歌うクロッカスの歌」 

三沢市寺山修司記念館 後援 

8/2 

～8/3 
寺山修司記念館フェスティバル 2014/夏 三沢市寺山修司記念館 後援 

8/21 

～8/24 
第 80回三沢まつり 三沢まつり祭典委員会 

共催 

協賛 

職員派遣 

(延べ 20名) 

8/22 

～8/24 
第 33回三沢国際サマーフェスティバル (公社)三沢青年会議所 協賛 

8/29 

～8/30 

テラヤマ・ワールドＩＮ青森屋 

｢寺山修司演劇祭 2014｣ 
三沢市寺山修司記念館 後援 

8/31 第 30回みさわ港まつり みさわ港まつり協賛会 共催 

9/7 三沢基地航空祭 航空自衛隊三沢基地 後援 

10/5 大空のまち 第 5回みさわスカイフェスタ NPO法人テイクオフみさわ 後援 

10/6 第 19回ミス･ビードルゴルフコンペ 三沢市商工会 協賛 

10/25 

～11/9 

ミサワ昭和展 第 3弾 

昭和の時代へタイムスリップ 
青森県立三沢航空科学館 資料提供 

10/25 

～11/30 

ミサワの昭和展 

昭和の時代にタイムスリップ 
青森県立三沢航空科学館 後援 

10/25 

～10/26 
2014青森人の祭典 東京青森県人会 

後援 

協賛 

11/25 

～12/25 
クリスマスフェスティバル 三沢市商工会 協賛 

1/3 新年号・名刺広告 デーリー東北新聞社 協賛 

3/22 モラロジー生涯学習セミナー 三沢モラロジー事務所 後援 

 

７ 収益事業 

公益事業を主目的として、それを補完するために、下記の収益事業を行った。 

 物品販売・貸付業 

土産品販売、テントリース等を行った。 

①当協会オリジナルの土産品販売を行った。 

【土産品】三沢基地レトルトカレー、ビードル模型キット、ビードルクッキー、ビードル君グッ

ズ、ご当地キューピーI IOVE MISAWAシリーズ 

・パイカを使った料理試食会：3/23（月）14:00～ レークピア 



【販売場所】スカイプラザミサワ、三沢空港、三沢駅、青い森鉄道、道の駅みさわ、青森県立三

沢航空科学館、三沢市漁協直売所、寺山修司記念館、ビードルプラザ、三沢基地内売

店、㈲サルビア、各種イベント、物産展販売など 

②テントリース事業 

【ビッグテント 10m×10m】所有 2基 無料貸出 2基 

●三沢市 

期 間 内 容 テント数 

5/30～6/2 アメリカンデー休憩スペース ２基 

10/31～11/4 アメリカ村サンクスカーニバル ２基 

●その他 

期 間 使用団体 テント数 

7/24～7/28 三沢市商工会： 

みさわ七夕まつり 六景楽市スペース 

１基 

9/18～9/24 三沢市公園緑化公社： 

中央公園まつり 

2基 

【ロイヤルパワーテント ３.６m×３.６m】所有２０張 無料貸出 26張 

●三沢市 

期 間 内 容 テント数 

5/30～6/2 アメリカンデー休憩スペース 10張 

5/31～6/3 アメリカンデー 8張 

8/7～8/9 まんぷくまつり 5張 

10/31～11/4 アメリカ村サンクスカーニバル 10張 

●その他 

期 間 使用団体 テント数 

7/23～7/28 三沢市商工会：みさわ七夕まつり 5張 

8/18～8/25 三沢市商工会：三沢まつり 6張 

9/12～9/16 おいらせ農業協同組合：JAおいらせまつり 17張 

10/9～10/20 三沢市商工会： 

ハロウィンフェスタ in MISAWA 

7張 

10/31～11/3 まちづくりコンソーシアム： 

地産地消フェア 

8張 

【その他物品】 

期 間 使用団体 物品 

6/6～6/9 マンパワー： 

小田内沼在来魚を守ろう作戦 

救命胴衣 20着 

7/23～7/28 三沢市商工会： 

みさわ七夕まつり 

ゴミ箱 12箱 

9/19～9/22 三沢市公園緑化公社： 

中央公園まつり 

ｽﾃｰｼﾞ階段１台、ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝ

ｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 12 ｾｯﾄ、ゴミ箱

9箱 

9/26～9/28 三沢市：市民ウォークの集い タープ３張 



10/30～11/4 三沢市：地産地消フェア 机 20脚、イス 50脚 

3/6～3/9 三沢市：第 16回国際子ども 

アイスフェスティバル 

ゴムチューブそり 4個 

 仲立業 

売店出店料、自動販売機の手数料の徴収を行った。 

 

８ 法人事業 

 三沢市及びその周辺地域の観光資源及び観光物産の開発・宣伝・紹介並びに観光施設の整備などを図

り、地域経済の振興及び文化の向上に寄与することを目的として法人事業を実施し、当市への誘客に

努めた。 

① 第 1回三役会 

日時：4月 21日（月）9:30～ 場所：三沢市総合社会福祉センター 

議題：通常総会スケジュール調整について、通常総会議題内容について 

報告：今後の主なる事業について、役員の任期について 

② 業務会計監査の実施 

日時：5月 9日（金）10:00～ 場所：小川原湖観光センター「レークピア」 

内容：平成 25年度業務監査と決算監査 

③ 第 2回三役会 

日時：5月 20日（火）11:00～ 場所：鮨 一八 

決議事項：平成 25年度事業報告書承認の件、平成 25年度決算承認の件、平成 25年度公益目的

支出計画実施報告書承認の件、平成 26 年度事業計画書及び収支予算書承認の件、観

光功労者並びに感謝状授与候補者の決定に関する件、通常総会招集・議題等に関する

承認の件、加入退会々員の承認の件、みさわ小川原湖水まつり事業の実施について 

④ 第 1回理事会 

日時：5月 20日（火）13:30～ 場所：三沢市総合社会福祉センター 

決議事項：平成 25年度事業報告書承認の件、平成 25年度決算承認の件、平成 25年度公益目的

支出計画実施報告書承認の件、平成 26 年度事業計画書及び収支予算書承認の件、観

光功労者並びに感謝状授与候補者の決定に関する件、通常総会招集・議題等に関する

承認の件、加入退会々員の承認の件、みさわ小川原湖水まつり事業の実施について 

⑤ 第 24回通常総会 

日時：6月 3日（火）16:30～ 場所：ホテルグランヒルつたや 

決議事項 

第 1号議題：平成 25年度決算承認の件 

報告事項 

報告 1：平成 25年度事業報告書の件 

報告２：平成 25年度公益目的支出計画実施報告の件 

報告３：平成 26年度事業計画書及び収支予算書の件 

感謝状授与者：個人の部 及川 功 氏、橋本 晃治 氏、十文字 一夫 氏、川嶋 旺 氏、馬場 正 氏、 

大山 宏樹 氏、中村 健一 氏、日ケ久保 満 氏、類家 美恵子 氏 



法人の部 桃川㈱、㈲ほうりょう、㈲小向製菓、㈲殿村ビル 

⑥ 第３回三役会 

日時：7月 7日（月）11:30～ 場所：御食事処 魚らく 

内容：夏イベント等の対応者調整について 

⑦ 第４回三役会 

日時：9月 5日（金）10:15～ 場所：三沢市総合社会福祉センター２階和室広間 

決議事項 

第 1号議題：三沢基地航空祭シャトルバス運行の実施内容について 

第２号議題：小川原湖景観 PR事業の実施内容について 

報告事項 

報告 1：各種イベント実施報告について 

⑧ 第２回理事会 

日時：9月 5日（金）11:00～ 場所：三沢市総合社会福祉センター２階和室広間 

決議事項 

第 1号議題：三沢基地航空祭シャトルバス運行の実施内容について 

第２号議題：小川原湖景観 PR事業の実施内容について 

報告事項 

報告 1：各種イベント実施報告について 

⑨ 中間業務会計監査の実施 

日時：11月 12日（水） 10:00～ 場所：小川原湖観光センター「レークピア」 

内容：平成 26年度上半期事業実績の監査 

⑩ 第５回三役会 

日時：11月 25日（火）9:30～ 場所：三沢市総合社会福祉センター 

決議事項 

第１号議題：平成２７年度三沢市長への要望活動について 

第２号議題：となみウィンター・ファンタジーの事業実施について 

第３号議題：加入退会々員の承認について 

報告事項 

報告 1：中間業務監査の実施報告について 

報告２：航空祭シャトルバス事業等の報告について 

⑪ 第３回理事会 

日時：11月 25日（火） 11:00～ 場所：三沢市総合社会福祉センター 

決議事項 

第１号議題：平成２７年度三沢市長への要望活動について 

第２号議題：となみウィンター・ファンタジーの事業実施について 

第３号議題：加入退会々員の承認について 

報告事項 

報告 1：中間業務監査の実施報告について 

報告２：航空祭シャトルバス事業等の報告について 

⑫ 三沢市経済四団体懇談会 

日時：11月 28日（金） 17:00～ 場所：ホテルグランヒルつたや 

内容：三沢市、観光協会、商工会、農協、漁協による懇談 



⑬ 第６回三役会 

日時：１月６日（火）9:30～ 場所：小川原湖観光センター 2階 会長室 

内容：職員等に対する年始あいさつ  

⑭ 第 7回三役会 

日時：2月 26日（木） 11:30～ 場所：すし・割烹 福水 

協議事項：３月理事会に提出する議案内容について 

①事務局長の解任並びに選任について 

②平成 27年度事業計画並びに収支予算の概要について 

・桜まつり事業 

・シャトルバス運行事業 

・（仮称）MISAWAクイーン活動事業 

・斗南藩記念観光村並びに三沢市先人記念館開館 20周年事業 

・体感する小川原湖事業 

③規則等の一部改正、廃止並びに制定について 

④加入退会々員について 

⑮ 第 8回三役会 

日時：3月 24日（火） 11:15～ 場所：御食事処 魚らく 

決議事項 

第１号議案：H27事業計画書（案）並びに収支予算書（案）の承認の件 

第２号議案：規則等の一部改正、廃止並びに制定に伴う承認の件 

第３号議案：加入退会々員の承認の件 等 

報告事項 

報告 1：業務執行状況報告について 

⑯ 第４回理事会 

日時：3月 24日（火） 13:30～ 場所：三沢市総合社会福祉センター２階 多目的ホール２ 

決議事項 

第１号議案：H27事業計画書（案）並びに収支予算書（案）の承認の件 

第２号議案：規則等の一部改正、廃止並びに制定に伴う承認の件 

第３号議案：加入退会々員の承認の件 等 

報告事項 

報告 1：業務執行状況報告について 

⑰ 第９回三役会 

日時：3月 27日（金） 12:00～ 場所：鮨 大竹 

内容：平成 27年度における協会事業について  

⑱ その他会務報告 

4/1第 3航空団司令着任挨拶 

4/1三沢市商工関連３団体合同歓送迎会 

4/5第 27回ジャパンデー開会式 

4/19ジャパンデー感謝祭・表彰式 

4/23三沢市商工会青年部通常総会・懇親会 

4/25小川原湖活性化会議 

4/25三沢市防犯協会定時総会・懇親会 



5/21第 1回「体感する小川原湖推進事業」勉強会 

5/22みさわ三大まつり記念事業実行委員会 

5/22三沢市防衛協会定時総会・懇親会 

5/25第 23回シーサーオープンチャリティゴルフトーナメント 

5/26第 54回三沢市商工会通常総代会・懇談会 

6/1アメリカンデー 

6/6観藤会 

5/26三沢市商工会総代会・懇親会 

6/1アメリカンデー開会式 

6/16青森県観光連盟定時総会・講演会 

6/18三沢警察友の会第 36回定時総会・歓迎懇話会 

6/26みさわ三大まつり記念事業実行委員会 

7/9三沢市行政改革推進委員会 

7/11三沢ビードルビーチ安全祈願祭 

7/15平成 26年度第１回「市長と語ろう住民懇談会」 

7/23三沢市行政改革推進委員会 

7/25みさわ七夕まつり飾付コンクール審査 

7/27みさわ七夕まつり飾付コンクール表彰式 

8/8みさわ七夕まつり慰労会 

8/17三沢市戦没者追悼式 

8/19ウェナッチバレー姉妹都市友好親善使節団来訪出迎え・歓迎セレモニー 

8/19ウェナッチバレー姉妹都市友好親善使節団来訪歓迎会 

8/20ウェナッチバレー姉妹都市友好親善使節団歓迎ガーデンパーティー 

8/21三沢まつり山車審査委員 

8/22三沢まつりお通り 

8/23三沢まつり大仮装行列審査 

8/23古間木三社奉納まつり 

8/24三沢まつり御還り 

8/31みさわ港まつり開会式テープカット・花火大会 

9/1空弁開発に係る審査会 

9/5三沢まつり従事者慰労会 

9/6三沢基地航空祭前夜懇親会 

9/7三沢基地航空祭オープニングセレモニー・祝賀会 

9/13～15あおもり 10市大祭典 inひろさき 

9/26 10月派遣三沢市姉妹都市友好親善使節団派遣認定証交付式・結団式 

10/5大空のまち第 5回みさわスカイフェスタ開会式 

10/15三沢まつり反省会・90周年祝賀会 

10/22三沢地区暴力追放推進協議会理事会・総会 

10/31第 45回三沢市功労者並びに第 42回三沢市文化功労賞表彰式・祝賀会 

11/4 10月姉妹都市友好親善使節団帰朝報告会 

11/5三沢市防災協会創立20周年記念式典・祝賀会 

11/19三沢市漁民研修センター等三沢市漁民厚生施設落成記念式典 



11/28三沢市経済四団体懇談会 

12/2滝沢市先進地視察対応 

12/5地方卸売市場三沢市魚市場運営審議会 

12/11新春テレビ年賀状収録 

1/6三沢市新年互礼会 

1/8三沢市商工会新年会・新春講演会 

1/9日米新年会 

1/17日米交流事業「第３回Misawaアイスホッキー」 

1/28公益社団法人三沢青年会議所新年会 

2/17経済産業省予算（案）に係る説明会 

3/1三沢商業高等学校 第50回卒業証書授与式 

3/5三沢警察署署員歓送迎会 

3/13三沢市特産品開発促進事業（成果発表会） 

3/17東松島市視察対応 

 

 三沢市への要望活動並びに報告等 

① 三沢市長への要望活動 

日時：12月 3日（水） 15:30～ 場所：三沢市長応接室 

内容：平成 27年度事業活動に対する要望 

 

 青森県等への要望活動、協力要請 

① 札幌市関連団体との情報交換並びに視察 

日時：10月 22日（月）～10月 23日（火） 場所：北海道札幌市 

内容：札幌観光協会、HAC、丘珠ターミナルビル、北海道商工会議所連合会との情報交換、協力

要請及び札幌サツエキグルメの視察 

 

 職員視察・研修会等の実施報告 

① 公益・一般法人定例講座 

日時：4月 16日（水）13:30～ 場所：宮城県仙台市 ハーネル仙台 

内容：公益・一般法人のための総会・評議員会・理事会運営実務  

講師：弁護士 吉 田 宏 喜 氏 

② 公益・一般法人定例講座 

日時：5月 14日（水）13:30～ 場所：宮城県仙台市 ハーネル仙台 

内容：公益・一般法人に係る変更登記の重要性と対応実務  

講師：司法書士 飯 川 洋 一 氏 

③ 教育・観光・交通総合推進セミナー 

日時：5月 22日（木）18:00～ 場所：三沢商工会館２階 

内容：テーマ「自立可能な地域・持続可能な地域になるために」 

講師：JTIC.SWISS代表 山田 桂一郎 氏 

④ 算定基礎届事務説明会 

日時：6月 18日（水）13:30～ 場所：八戸市総合福祉会館 

⑤ 算定基礎実地点検及び事業所調査 



日時：7月 25日（金）10:10～ 場所：三沢市総合社会福祉センター 

⑥ 公益・一般法人定例講座 

日時：9月 25日（木）13:30～ 場所：宮城県仙台市 ハーネル仙台 

内容： 変更認定・認可及び変更届出の活用と実務対応 

講師：税理士  清 水 謙 一 氏 

⑦ 指定管理運営に伴う類似施設の視察研修 

日時：10月 22日（水）～10月 23日（木） 場所：岩手県奥州市他 

内容：ニュージーランド村、田沢湖キャンプ場、岩洞湖家族村を視察し、各施設の集客、維持管

理等のノウハウをヒヤリング調査した。 

⑧ おもてなし向上実践講座 

日時：10月 28日（火）9:30～ 場所：八戸市 ユートリー８階 多目的中ホール 

⑨ 平成 26年分年末調整説明会 

日時：11月 10日（月）13:30～ 場所：三沢市国際交流教育センター 

⑩ 労働保険制度に係る事業主説明会 

日時：11月 18日（火）13:30～ 場所：三沢市総合社会福祉センター 

⑪ 公益目的支出計画実施報告書等の提出に関する説明会 

日時：12月 24日（水）13:30～ 場所：青森県庁 西棟 8階 大会議室 

内容：「公益目的支出計画実施報告書等の作成例と注意事項」について 

⑫ 第２回観光リーダー実践研修 

日時：1月 23日（金）13:00～ 場所：青森県観光物産館アスパム ６階 八甲田 

内容：ＤＣの概要とＤＣにおけるおもてなしの取り組みを行う効果並びに観光開発とその取組事

例の紹介 

講師：東日本旅客鉄道㈱盛岡支社 

青森県・函館デスティネーションキャンペーン推進室 事務局長 大瀬 雅和 氏 

⑬ マイナンバー制度導入後の会社実務対応基礎講座 

日時：2月 24日（火）14:00～ 場所：富士屋グランドホール 

講師：特定社会保険労務士 小島 信一 氏 

内容：労働・社会保険手続き、給与計算実務、法定調書実務はどう変わるのか？ 

⑭ 事務改善委員会 

日時：3月 12日（木）14:30～ 場所：レークピア 

内容：事務処理や事業評価等の説明・打合せ 

 


