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 平成２２年度一般会計事業報告書  

 

平成２２年度は、岩手・宮城内陸地震の風評被害も和らぎ、春の観光シーズンの幕

開けとなる八幡平アスピーテラインの開通も例年通り４月１６日開通し観光復活への

期待が膨らみました。しかし、ゴールデンウィークは天候不順、６月以降は全国的な

猛暑が続いたものの、８月までは順調な観光客の入込みが見られました。例年多くの

団体客が訪れ、八幡平が最も賑わいを見せる９月下旬から１０月にかけての紅葉シー

ズンは、景気低迷の影響か回復基調には至らなかったのが現状です。このような中、

観光宣伝、誘客のための新たな取組みとして、八戸自動車道の無料化実験への対応と

した八戸からの誘客キャンペーン、岩手山・八幡平・安比高原５０kmトレイルを中心

とする観光情報の発信、スキーインターハイでの観光ＰＲ、八幡平市観光キャンペー

ンレディを選任し派遣する等観光客の誘致に努めてきました。イベントへの取組みに

ついては、八幡平桜と雪の回廊観光キャンペーンをはじめ、八幡平山賊まつり、八幡

平紅葉まつり等の恒例の観光イベントには多くの観光客が訪れました。なお、八幡平

ゆきまつりは、今年から名称、実施体制、実施方法等を大幅に見直して「安比・八幡

平ゆきフェスティバル2011」として４会場で開催されましたが、祭りのあり方等今後

に向けて、再構築の必要が指摘されています。八幡平の二次交通として運行している

八幡平自然散策バスの継続により盛岡からの交通アクセスの確保に努めました。観光

宣伝では、「旅フェア」等の各種観光キャンペーンイベントへ参加し八幡平市の物産、

特産品を含めた観光宣伝を精力的に行いました。 

全国高等学校総合体育大会スキー大会、サッカー、ラグビー等の合宿、各種スポー

ツ大会の招致、スキーイベントの開催、修学旅行の招致等関係機関、団体との協力連

携のもとに交流人口の増大等に取組んできました。 

 

懸案の旧八幡平レストハウス解体につきましては、関係機関の指導のもと、検討を

重ね解体撤去に向けて準備を進めてきました。なお、平成２３年３月１１日発生の東

日本大震災は、福島原発事故とともに未曾有の大災害となり宿泊客のキャンセルが相

次ぎ、本市の観光にも大きな被害をもたらしており、官民上げて取り組んでいかなけ

ればならない最大の課題となっています。 
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平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業年度事業年度事業年度事業実施報告実施報告実施報告実施報告    

    

    

１１１１    誘客宣伝事業誘客宣伝事業誘客宣伝事業誘客宣伝事業    

（１）観光印刷物作成事業 

岩手山･八幡平･安比高原をはじめとする八幡平エリアの観光資源並びに地域資源、宿泊施設情報

等を掲載した各種パンフレット、リーフレット等を作成し、県内外に送付や配布を行い誘客に

努めた。 

ア．八幡平ガイドマップ（再版）        ４０,０００部 

イ．花めぐりパンフレット（再版）       １５,０００部 

ウ．安比高原ブナの二次林パンフレット（再版） １０,０００部 

エ．岩手山焼走り熔岩流パンフレット（再販）  １０,０００部 

オ．八幡平オリジナルうちわ          １０,０００部 

 

（２）岩手山･八幡平･安比高原プロモーションビデオ事業 

八幡平ファンを増やすべく、観光キャンペーンや物産展等のほか、公共施設で観光ＰＲ用素材ＤＶＤ

を上映し観光客誘致に努めた。また八幡平エリア観光商品モニター等の参加者へ特典として配布した。

旅行エージェントやマスコミ関係者へも配布し一層の宣伝効果を図った。 

ア．観光・物産展 

イ．公共施設（県立図書館・網張ビジターセンターなど） 

ウ．八幡平観光商品モニターなどの参加者 

エ．旅行エージェント・マスコミ関係者 

 

（３）広告宣伝事業 

八幡平エリアの観光資源やイベント情報等をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等各種媒体を利用し

広告宣伝に努めた。パブリシティへの対応で露出拡大を図った。 

ア．掲載媒体 ３０件 

（テレビ･ラジオ6件／新聞(タブロイド版含)･雑誌･情報誌21件／その他3件） 

 イ．パブリシティ、テレビ･雑誌取材協力、エージェント招待会等アテンド対応 

   岩手めんこいテレビ（6月2日,7月19日,20日,2月27日,3月1日,2日） 

   ＩＢＣ岩手放送（1月23日,7月28日,10月7日） 

テレビ岩手（4月17日,19日,7月5日,13日,14日,6月16日,8月1日,9月12日,10月12日） 

岩手朝日テレビ（7月29日,11月9日） 

ＮＨＫ（4月20日、8月25日,9月16日,17日,2月18日） 

ＦＭ岩手（4月16日,10月8日） 

ＦＭ岩手「ＨＡＰＰＹ八幡平」中継コーナー（10月～3月） 

岩手日報（8月30日,9月7日,8日） 

韓国トレッキング取材招聘事業対応（6月19日～24日,7月23日,24日,11月28日） 

香港・タイＡＧＴメディア招聘事業対応(7月15日,10月7日,11月3日,12月11日,12日) 

オトナ映画部「桜と山女魚」ロケ（4月22日,23日） 

るるぶ東北「新青森駅から行く2泊3日北東北最旬プラン」（10月7日） 

テレビ東京「いい旅夢気分」（10月2日～7日） 

トップツアー大阪 教育旅行下見（10月18日） 

講談社 ＢＥ・ＬＯＶＥ 漫画「ゴーカイ！」（1月16日発売号） 

   テレビ朝日資料提供（12月6日,1月13日） 

ＪＲ東日本「大人の休日倶楽部ジパング」会員誌（1月） 
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（４）ホームページ運用事業 

イベント情報、桜情報、紅葉情報、道路情報、宿泊情報などタイムリーな情報発信を心

がけ、会員及び関係機関の相互の情報交換等アクセス数の増加に努めた。 

総アクセス数    １８７,７０１件／年度（前年比112％） 

 

（５）八幡平気象情報提供事業 

ラジオ媒体（ＦＭ岩手）を利用し、八幡平エリアを訪れる登山客・観光客へ気象情報の

ほか見どころ情報を提供した。 

 

（６）アスピーテライン道路情報提供業務（岩手県盛岡広域振興局受託） 

八幡平アスピーテライン・八幡平樹海ラインの開通に伴う道路規制情報（夜間通行制限

含）など道路管理者から提供される通行情報を当協会のホームページに掲載し、観光案内

業務時間外の観光客の利便性向上を図った。 

 

（７）八幡平地区道路利用促進調査業務（岩手県盛岡広域振興局受託） 

八幡平アスピーテライン早期開通の効果を検証し、今後の道路利用者、特には観光客へ

の的確な情報発信や適正な道路管理方法の検討のために、交通量調査や経済効果調査、利

用者アンケート調査を実施した。 

 

（８）観光商品造成推進事業 

岩手県、㈶岩手県観光協会を始め、各関係機関が実施する意見交換会等に積極的に参加

し、市と連携を図りながら観光客誘致に努めた。特にＪＲ東日本との連携では、首都圏対

象のびゅう商品「旅市」の造成を継続して行った。 

 

（９）各種観光キャンペーン推進事業 

岩手県、㈶岩手県観光協会をはじめとする各関係機関の誘客キャンペーンに積極的に取

り組み、新たに岩手県盛岡広域振興局との連携で十和田八幡平広域連携推進事業「桜と雪

の回廊観光キャンペーン」を県内外で展開し、観光物産展などの観光ＰＲとともに、観光

ガイドマップを送付し、相乗効果で減少傾向にある観光客の増加に努めた。 

・第17回日本観光博覧会 旅フェア2011（幕張メッセ 5月28日～5月30日） 

・ハイウェイコミュニケーション in 東北2010（仙台市 8月21日～22日） 

・ＪＡ新いわて大収穫祭（産業文化センター アピオ 10月2日～3日） 

・八幡平市観光物産展（道の駅川口・あんぎょう 10月23日～24日） 

・盛岡駅120周年記念イベント（盛岡駅 10月30日） 

・鮭・あわびまつり（宮古市田老 11月20日～21日） 

・冬のいわてキャンペーン in 仙台 2010（仙台駅 12月14日～15日） 

・八幡平市スキー＆スノーボードにチャレンジ事業ＰＲキャラバン 

第1回（イオンモール盛岡 12月21日～22日） 

第2回（イオンモール下田 1月4日～5日） 

・十和田八幡平観光物産フェア（大宮駅 3月9日） 

 

（10）八幡平市観光キャンペーンレディ選出活用事業 

八幡平市で開催されるイベントへの参加や観光親善使節として友好都市名護市への派遣、

岩手県内外の各種観光キャンペーンなどに参加し、当協会観光ＰＲキャラクター「熊のは

っちゃん」「りんどうの妖精ありんちゃん」と共に八幡平エリアを県内外に宣伝した。 

・ハイウェイコミュニケーション in 東北2010（1名 仙台市 8月21日～22日） 

・IWATEハチマンタイダイナマイト2010（2名 八幡平市 9月20日） 

・いわて・平泉観光キャンペーンクロージングイベント（1名 盛岡駅 9月30日） 

・八幡平山賊まつり（各日2名 八幡平市 10月9日～10日） 

・盛岡駅120周年記念イベント（1名 盛岡駅 10月30日） 

・八戸地域観光誘客キャンペーン（1名 イオンモール下田 10月30日） 
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・冬のいわてキャンペーン in 仙台 2010（1名 仙台駅 12月15日） 

・岩手めんこいテレビ観光ＰＲ収録（1名 岩手めんこいテレビ テレビ局 12月20日） 

・八幡平市スキー＆スノーボードにチャレンジ事業ＰＲキャラバン 

第1回（1名 イオンモール盛岡 12月21日～22日） 

第2回（1名 イオンモール下田 1月4日～5日） 

・第49回 名護さくら祭り（1名 沖縄県名護市 1月28日～30日） 

・NHK総合テレビ「情報パレット」生出演（1名 仙台市 2月18日） 

・安比・八幡平ゆきフェスティバル2011（2名 八幡平市 2月19日） 

 

（11）訪日外国人誘客促進事業 

訪日外国人誘客促進を目的に、岩手県や八幡平市をはじめ八幡平市ホテル協議会など関

係機関と情報収集や情報発信などの連携を図り、来日したエージェントへの観光ＰＲや現

地案内等を行なった。 

 

（12）八戸観光キャンペーン事業（八幡平市受託） 

全国の高速道路一部区間が社会化実験で通行無料となり、八戸自動車道も対象区間にな

ったことを、八戸エリアからの集客の好機と捉え、八幡平市の豊かな観光資源などの情報

発信や特産品の展示、アンケート調査などの観光キャンペーンを２回展開し、観光客誘致

拡大を図った。 

    

    

２２２２    観光振興事業観光振興事業観光振興事業観光振興事業    

（１）八幡平桜と雪の回廊観光キャンペーン事業（岩手県盛岡広域振興局受託含） 

八幡平の春の恒例イベントとして、『さくら』と『日本一長い雪の回廊』を同時に楽しもう！をキ

ャッチフレーズに、八幡平市内で開催される当協会会員イベントを周知する観光キャンペーンを八幡

平アスピーテライン開通日から展開した。特には盛岡広域振興局のバックアップにより、秋田県鹿角

地域振興局エリア、仙北地域振興局エリアの協力で特産品が当たるスタンプラリーなど新たな企画を

掲載したガイドマップを作成し、観光客の広域周遊に努めた。桜松公園では５月３日に「不動の

滝まつり」を実施しステージイベントや特産品販売など約5,000人が来場し賑わった。 

 

受託期間 平成２２年４月５日（月）～８月３０日（月） 

     平成２２年１１月３０日（火）～２３年３月３１日（木） 

開催日時 平成２２年４月１６日（金）～５月１５日（土） 

開催場所 八幡平広域エリア（八幡平市、盛岡市、雫石町、鹿角市、仙北市、小坂町） 

 

（２）八幡平自然散策バス運行事業 

八幡平地域への観光客誘致拡大を図るため、盛岡駅より八幡平頂上までの直行（高速）

バスを運行し、乗車した観光客へのサービスとして八幡平自然散策を案内するガイド付と

した。また秋号ではテレビ東京制作番組「いい旅夢気分」の撮影対象となり全国的な宣伝

も行うことができた。 

ア．八幡平自然散策バス（夏号） 

八幡平頂上付近の高山植物を主とした八幡平自然散策で、観光客誘致拡大を図っ

た。 

運 行 期 間 平成２２年７月１日～９月３０日毎日運行 ９２日間 

乗 車 人 員 ２,２００名（前年比78.8％／１日平均23.9名） 

自然散策参加者 ５５４名（前年比205.2％／１日平均6.0名） 

 

イ．八幡平自然散策バス（秋号） 

八幡平エリアの紅葉観察を主とした八幡平自然散策で、観光客誘致拡大を図った。 

運 行 期 間 平成２２年１０月１日～１０月２４日毎日運行 ２４日間 
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乗 車 人 員 １,０２３名（前年比112.4％／１日平均42.6名） 

自然散策参加者 ２２１名（前年比50.0％／１日平均9.2名） 

 

（３）八幡平紅葉まつり開催事業 

八幡平温泉郷の秋の恒例イベントとして、八幡平紅葉ウォーキング（松川渓谷玄武岩観

賞コース・県民の森七滝観賞コース）、フリーマーケット、ステージイベントで構成し、岩

手県県民の森フォレストアイ駐車場特設会場で開催した。「焼走り熔岩流まつり」と同日

開催であり、天候にも恵まれ過去最高の来場者2,416名で賑わった。 

開催日時 平成２２年１０月１６日（土）～１７日（日） 

開催場所 岩手県県民の森フォレストアイ駐車場 

 

（４）環境整備対策事業 

    八幡平地域での環境整備への協力と案内看板等の補修を行った。 

 

（５）各種団体への支援事業 

ア．八幡平市山岳協会や八幡平自然散策ガイドの会等のボランティア清掃活動 

イ．八幡平エリアトレッキング協議会や八幡平スポーツ誘致委員会、八幡平市グリーン

ツーリズム協議会の事務局・窓口支援業務 

ウ．八幡平市主催の実行委員会での事務局等業務 

エ．八幡平市物産振興会 

オ．その他 

 

（６）各種団体負担金 

     ア．㈶岩手県観光協会 

イ．八幡平国立公園協会 

ウ．いわて湯雪王国実行委員会 

エ．その他 

 

（７）第60回全国高等学校スキー大会宿泊関係業務（大会実行委員会受託） 

今大会に参加する選手団（選手、監督、コーチ、引率者）及び報道関係者・サービスマ

ン・視察員に対する配宿・昼食手配に関しての受託業務を行った。 

     業務期間 平成２２年７月１日～平成２３年２月２８日（８カ月間） 

    

    

３３３３    観光行事支援事業観光行事支援事業観光行事支援事業観光行事支援事業    

・八幡平アスピーテライン開通式 

・八幡平山開き 

・八幡平樹海ライン開通式 

・桜松神社例大祭 

・ぶらっと一日体験工房荒屋新町商店街 

・八幡平クリーンキャンペーン 

・七時雨山山開き 

・八幡平市チャレンジ・ザ・ゲーム大会2010 

・農と輝 大地の食財 八幡平フェア 

・あしろＨＡＮＡ花フェスタ 

・第３回ノスタルジックカーミーティングin八幡平 

・第７回八幡平ふるさとの森づくり 

・八幡平産直大集合 

・四角岳美化登山 

・ファミリーマートカップ第30回記念全日本バレーボール小学生大会岩手県大会 

・岩手山山開き 
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・大更ガーデンフェスティバル 

・白坂観音大祭 

・第47回東日本都道県対抗ラグビーフットボール大会 

・ラグビーフェスタ2010 in 八幡平 

・岩手山焼走りマラソン全国大会 

・八幡平市夏まつり 

・第37回東北総合体育大会 

・第34回出光イーハトーブトライアル大会 

・りんどう杯八幡平グラウンド・ゴルフ大会 

 ・第２回全日本ステージレースinいわて 

・あっぴリレーマラソン2010  

・ＪＡ新いわて大収穫祭 

 ・全国焼うどんサミット 

・第12回ノスタルジックカーin八幡平 

・はちまんたい産直大集合 

・八幡平山賊まつり 

 ・焼走り熔岩流まつり 

・ミズノＣＵＰ第４回フィールドＸレース 

・八幡平市･宮古市姉妹都市交流鮭・あわびまつり 

・平笠裸参り 

・2011マッシャーズチャンピオンシップ in 岩手山 

・八幡平大地の恵を味わう会 

・第３回八幡平市民ツアー・沖縄「名護市交流の翼」事業 

・名護さくらまつり 

・第18回安比高原除夜の花火 

 ・第63回岩手県県民スキー大会 

 ・第４回八幡平市男女共同参画フォーラム 

 ・酒と肴の器百選・百様 八幡平わしの尾の母屋で薫る「酒と肴の器」展 

・第60回岩手県中学校スキー大会 

・市内スキー場安全祈願祭 

・第7回ＩＡＴジュニアカップ 

・スキーグラフィック下倉チャレンジ・マスターズスキー･ナイタースラローム大会 

    

    

４４４４    公益法人制度移行公益法人制度移行公益法人制度移行公益法人制度移行事業事業事業事業    

公益法人制度改革（移行期限：平成２５年１１月）への対応のため、観光協会の方向

性、果たす役割、財政計画など将来を見据えた計画策定を進め、八幡平市の観光の中心

的役割を担う法人組織化移行へ向けて調査、検討を行った。 

    

    

５５５５    受託事業受託事業受託事業受託事業（管理業務）（管理業務）（管理業務）（管理業務）    

 （１）松尾八幡平ビジターセンター管理業務 

八幡平市より松尾八幡平ビジターセンター管理業務を受託し、管理業務を実施した。 

     業務期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 

 （２）八幡平清掃活動事業 

八幡平市より御在所地区公衆トイレ管理業務の受託、環境省並びに財団法人自然公園財

団八幡平支部より八幡平国立公園エリア登山道及び山小屋等清掃に係る負担金協力を得

て、管理業務を実施した。 

     業務期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

    



 - 7 - 

    

６６６６    観光案内業務事業観光案内業務事業観光案内業務事業観光案内業務事業    

松尾八幡平ビジターセンターでの観光案内業務、宿泊施設案内業務、観光パンフレット送

付業務を無料で行った。 

業務期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日（年末年始休業） 

業務時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

案 内 数 １２,４８６件（前年比８８％） 

      （電話案内 １０,３９２件 ／ 窓口案内 ２,０９４件） 

来館者数 ５０,６２３件（前年比９７％） 

    

    

７７７７    観光土産品の紹介宣伝業務観光土産品の紹介宣伝業務観光土産品の紹介宣伝業務観光土産品の紹介宣伝業務    

八幡平市商工会や八幡平市物産振興会との連携を図り、八幡平山頂レストハウスを情報発信と検

証の場とし、市内の観光お土産品や特産品を県内外に紹介宣伝した。 

    

    

８８８８    観光情報の収集、提供業務観光情報の収集、提供業務観光情報の収集、提供業務観光情報の収集、提供業務    

八幡平エリアの観光情報やイベント情報等を収集し、観光客への情報発信及び会員への情

報提供をホームページ、ファックス、メール等で実施した。 

    

    

９９９９    会報の発行業務会報の発行業務会報の発行業務会報の発行業務    

当協会の活動状況及び会員からの情報や観光関係団体等からの情報を掲載した会報を10回

発行した。 

    

    

10101010    新規会員の加入勧誘促進業務新規会員の加入勧誘促進業務新規会員の加入勧誘促進業務新規会員の加入勧誘促進業務    

新規会員の加入勧誘を随時実施し、新たに８会員の加入を頂いた。 

    

    

11111111    平成平成平成平成２２２２２２２２年度会議年度会議年度会議年度会議の開催の開催の開催の開催状況状況状況状況等等等等    

（１）役員会議 

会 議 名 開 催 日 主 な 会 議 内 容 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

第 １ 回 理 事 会 

監 査 

二 役 会 議 

通 常 総 会 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

公益法人検討委員会 

第 ２ 回 理 事 会 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

第１回事業委員会 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

平成２２年 ４月１２日 

５月 ７日 

５月１４日 

５月１１日 

５月２４日 

５月２４日 

６月２８日 

７月１３日 

７月１５日 

７月１５日 

８月 ９日 

８月３１日 

８月３１日 

９月１７日 

１０月１１日 

１１月１１日 

平成２２年度事務局体制等について 

理事会提出案件等について 

平成２２年度通常総会提出議案等について 

平成２１年度事業及び会計監査 

平成２２年度通常総会等について 

平成２２年度通常総会 

八幡平自然散策バス運行事業等について 

公益法人制度改革に関する検討委員会等について 

公益法人制度改革に関する方向性等について 

公益法人制度改革に関する検討委員会等について 

八幡平自然散策バス運行事業等について 

八幡平紅葉まつり開催事業等について 

八幡平紅葉まつり開催事業等について 

旧八幡平レストハウス活用に関する意見交換会の開催等について 

旧八幡平レストハウス活用に関する意見交換会の開催等について

平成２２年度収支補正予算(案)等について 
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二 役 会 議 

第 ３ 回 理 事 会 

二 役 会 議 

役 員 会 議 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

二 役 会 議 

第 ４ 回 理 事 会 

１２月 ２日 

１２月 ２日 

平成２３年 １月 ８日 

１月 ８日 

１月１０日 

２月 ２日 

２月１６日 

２月２６日 

３月２２日 

３月２９日 

３月２９日 

平成２２年度第３回理事会提出議案等について 

平成２２年度収支補正予算(案)等について 

役員会議等について 

旧八幡平レストハウス解体等について 

平成２３年度以降の体制等について 

旧八幡平レストハウス解体等について 

平成２３年度以降の体制等について 

平成２３年度以降の体制等について 

平成２２年度第４回理事会提出議案等について 

東日本大震災被災地・被災者への対応等について 

平成２２年度収支決算見込み及び平成２３年度暫定収支予算(案)等について 

 

（２）各種会議等への出席 

会   議   名 開催日 場 所 

八幡平エリアトレッキング協議会総会 4月 12日 観光協会 

第6回IATジュニアカップ第3回組織委員会 4月 14日 ホテル安比グランド 

市町村・観光関係団体等連絡会議 4月 20日 岩手県民会館 

第1回輝振興連絡調整会議 4月 20日 西根地区市民センター 

あっぴ高原遊々の森意見交換会 4月 22日 安代総合支所 

八幡平国立公園協会定時総会 4月 22日 農民研修センター 

本音で語ろう県議会 4月 26日 西根地区市民センター 

八幡平スポーツ誘致委員会総会 5月 11日 観光協会 

八幡平市国際交流協会理事会 5月 12日 西根地区市民センター 

岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会二役会議 5月 13日 マリオス（盛岡） 

岩手県観光協会第1回賛助会員全員協議会 5月 13日 メトロポリタン盛岡NW 

十和田八幡平地域広域観光推進会議 5月 17日 観光協会 

第60回全国高等学校スキー大会実行委員会設立総会 5月 20日 総合福祉センター 

八幡平市スキー大会実行委員会総会 5月 20日 総合福祉センター 

八幡平市商工会通常総会 5月 21日 新安比温泉静流閣 

農と輝 大地の食財 八幡平フェア 意見交換試食会 5月 24日 メトロポリタン盛岡NW 

岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会幹事会 5月 26日 アイーナ（盛岡） 

第2回輝振興連絡調整会議 5月 28日 なかむら 

八幡平市国際交流協会総会 5月 28日 西根地区市民センター 

岩手県観光協会第1回評議員会 5月 28日 マリオス（盛岡） 

盛岡・八幡平広域観光推進協議会臨時総会 6月  1日 上田公民館（盛岡） 

盛岡お酒を楽しむ会第1回実行委員会 6月  3日 岩手県酒造組合 

岩手県観光協会教育旅行誘致宣伝部会総会 6月  4日 アイーナ（盛岡） 

いわて・平泉観光キャンペーンに係る地域説明会 6月  7日 盛岡地区合同庁舎 

岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会総会 6月  9日 八幡平ハイツ 

八幡平市グリーン・ツーリズム協議会運営委員会 6月 10日 観光協会 

第37回東北総合体育大会八幡平市実行委員会設立総会 6月 14日 松尾総合支所 

八幡平市物産振興会通常総会 6月 22日 友好都市交流促進センター 

八幡平市物産振興会役員会 6月 22日 友好都市交流促進センター 
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第5回八幡平市夏まつり実行委員会総会 6月 24日 八幡平市役所 

第3回輝振興連絡調整会議 6月 25日 観光協会 

岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合岩手支部通常総会 6月 29日 八幡平ハイツ 

八幡平市グリーン・ツーリズム協議会運営委員会 6月 29日 観光協会 

あっぴリレーマラソン大会実行委員会 6月 30日 西根地区市民センター 

第1回盛岡・八幡平広域観光推進協議会 7月  6日 盛岡市都南分庁舎 

第2回十和田八幡平地域広域観光推進会議 7月  8日 鹿角地域振興局 

第60回全国高等学校スキー大会宿泊説明会 7月  9日 松尾総合支所 

ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟岩手支部地区委員会 7月 12日 ホテル安比グランド 

第19回岩手山焼走りマラソン全国大会競技役員会議 7月 16日 西根地区市民センター 

第19回岩手山焼走りマラソン全国大会第2回実行委員会 7月 16日 西根地区市民センター 

八幡平市グリーン・ツーリズム協議会第1回役員会 7月 21日 西根地区市民センター 

八幡平市グリーン・ツーリズム協議会定時総会 7月 21日 西根地区市民センター 

八幡平山賊まつり事務局会議 7月 21日 西根地区市民センター 

岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会事務引継 7月 22日 一関市 

はちまんたい大集合フェスタ実行委員会総会 7月 22日 八幡平市商工会館 

第1回県央広域観光推進会議 7月 27日 盛岡地区合同庁舎 

第4回輝振興連絡調整会議 7月 28日 西根地区市民センター 

八幡平市市民憲章推進協議会総会 7月 28日 西根地区市民センター 

八幡平山賊まつり実行委員会総会 7月 29日 西根地区市民センター 

第1回県央北部広域観光推進協議会 7月 29日 盛岡地区合同庁舎 

第1回八幡平市自殺予防対策推進協議会 7月 30日 西根地区市民センター 

第2回盛岡・八幡平広域観光推進協議会宿泊部会 7月 30日 盛岡市都南分庁舎 

全日本ステージレースin岩手住民説明会 8月 11日 観光協会 

盛岡・八幡平広域観光圏アドバイザー会議 8月 18日 プラザおでって（盛岡） 

第3回盛岡・八幡平広域観光推進協議会宿泊部会 8月 18日 プラザおでって（盛岡） 

第5回輝振興連絡調整会議 8月 24日 八幡平市商工会館 

第4回焼走り熔岩流まつり実行委員会 8月 25日 岩手山焼走り国際交流村 

第4回盛岡・八幡平広域観光推進協議会宿泊部会 8月 31日 盛岡市都南分庁舎 

八幡平市行政改革懇談会 9月  2日 西根地区市民センター 

八幡平紅葉まつり委員会 9月  6日 観光協会 

八幡平紅葉まつり委員会 9月 13日 観光協会 

第5回盛岡・八幡平広域観光推進協議会合同部会 9月 21日 盛岡市都南分庁舎 

岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会第2回幹事会 9月 22日 アイーナ（盛岡） 

第6回輝振興連絡調整会議 9月 22日 観光協会 

八幡平市庁舎建設検討委員会 9月 24日 八幡平市役所 

アジアバイアスロン選手権大会実行委員会解散総会 9月 24日 松尾総合支所 

八幡平エリアトレッキング協議会幹事会 9月 24日 観光協会 

第1回八幡平市西根地区地域審議会 9月 29日 八幡平市役所 

盛岡・八幡平広域観光圏アドバイザー会議 10月  1日 盛岡商工会議所 

第6回盛岡・八幡平広域観光推進協議会合同部会 10月  1日 盛岡商工会議所 
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八幡平市市民憲章推進協議会部会 10月  7日 西根地区市民センター 

いわて湯雪王国実行委員会総会 10月  7日 プラザおでって（盛岡） 

花輪線利用促進協議会通常総会 10月  8日 エスポワールかづの 

第2回八幡平市西根地区地域審議会 10月 19日 八幡平市役所 

第37回東北総合体育大会八幡平市実行委員会解散総会 10月 20日 西根地区市民センター 

第7回輝振興連絡調整会議 10月 20日 八幡平市役所 

松尾地区会員懇談会 10月 22日 友好都市交流促進センター 

旧八幡平レストハウス活用に関する意見交換会 10月 25日 八幡平山頂レストハウス 

第8回盛岡・八幡平広域観光推進協議会合同部会 10月 27日 盛岡市都南分庁舎 

第3回十和田八幡平地域広域観光推進会議 10月 28日 観光協会 

盛岡・八幡平広域観光圏アドバイザー会議 11月  9日 盛岡商工会議所 

第9回盛岡・八幡平広域観光推進協議会合同部会 11月  9日 盛岡商工会議所 

安比・八幡平ゆきフェスティバル関係者会議 11月 12日 八幡平ハイツ 

八幡平市そば街道推進協議会設立総会 11月 15日 なかやま荘 

岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会第3回幹事会 11月 15日 いつくし園（一関） 

八幡平エリアトレッキング協議会二役会議 11月 18日 観光協会 

第8回輝振興連絡調整会議 11月 24日 八幡平市商工会館 

一般県道雫石東八幡平線管理運営協議会 11月 25日 雫石町役場 

盛岡・八幡平広域観光推進協議会臨時総会 11月 26日 盛岡市都南分庁舎 

第13回八幡平市庁舎建設検討委員会 11月 29日 八幡平市役所 

はちまんたい大集合フェスタ実行委員会決算総会 12月  2日 八幡平市商工会館 

岩手県観光ボランティアガイド連絡協議会第4回幹事会 12月  3日 ときわ苑 

岩手山焼走りマラソン全国大会決算総会 12月  8日 西根地区市民センター 

大地の恵みを味わう会サポーター会議 12月  8日 道の駅にしね 

盛岡法人会松尾支部総会 12月 10日 友好都市交流促進センター 

八幡平エリアトレッキング協議会幹事会 12月 13日 観光協会 

八幡平市グリーン・ツーリズム協議会運営委員会 12月 13日 観光協会 

旧八幡平レストハウス意見交換会 12月 14日 観光協会 

あっぴ高原遊々の森意見交換会 12月 20日 安代林業センター 

安比・八幡平ゆきフェスティバル実行委員会設立総会 12月 20日 西根地区市民センター 

八幡平市夏まつり実行委員会決算総会 12月 20日 八幡平市役所 

八幡平プレミアム「八」推進会議 12月 22日 八幡平市役所 

第9回輝振興連絡調整会議 12月 22日 安代林業センター 

大地の恵みを味わう会サポーター会議 1月 11日 道の駅にしね 

第10回盛岡・八幡平広域観光推進協議会合同部会 1月 12日 盛岡市都南分庁舎 

第7回IATジュニアカップ第2回組織委員会 1月 13日 八幡平リゾートホテル 

大地の恵みを味わう会受付担当者会議 1月 17日 道の駅にしね 

八幡平プレミアム「八」推進会議第2回作業部会 1月 18日 西根地区市民センター 

第10回輝振興連絡調整会議 1月 19日 八幡平市商工会館 

第11回盛岡・八幡平広域観光推進協議会合同部会 1月 20日 盛岡市都南分庁舎 

第2回県央広域観光推進会議 1月 21日 盛岡地区合同庁舎 
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あっぴ高原遊々の森意見交換会 1月 24日 岩手北部森林管理署 

第1回岩手県外国語案内表示統一ガイドライン作成委員会 1月 27日 岩手県庁 

八幡平地区連絡協議会 1月 28日 鹿角市役所 

第2回八幡平市自殺予防対策推進協議会 1月 28日 西根地区市民センター 

大地の恵みを味わう会サポーター会議 2月  3日 道の駅にしね 

第12回盛岡・八幡平広域観光推進協議会合同部会 2月 15日 盛岡商工会議所 

松尾八幡平物産館産直組合通常総会 2月 16日 友好都市交流促進センター 

第11回輝振興連絡調整会議 2月 22日 観光協会 

八幡平地域の登山マナーに関する関係者会議 2月 23日 田沢湖総合開発センター 

八幡平山賊まつり実行委員会決算総会 3月  2日 西根地区市民センター 

第4回十和田八幡平地域広域観光推進会議 3月  7日 観光協会 

岩手県観光協会第2回賛助会員全員協議会 3月  9日 ホテル東日本 

第12回輝振興連絡調整会議 3月 23日 西根地区市民センター 

岩手県観光協会第2回評議員会 3月 24日 マリオス（盛岡） 

 

 

 


