
 

 

 

 

平成３０年度一般社団法人しちのへ観光協会 

事業実績報告 
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１．公益事業 

（１）一般社団法人しちのへ観光協会 運営          

【社員総会】 

①臨時社員総会 

（日  時） 平成３０年４月９日（月）午後１時３０分 

（場  所） 七戸町役場七戸庁舎２階 応接室 

（承認案件） 理事辞任、社員退社について 

役職について 

変更登記申請について 

②定例社員総会 

（日  時） 平成３０年５月２４日（木）午後２時３０分 

（場  所） 七戸町役場本庁舎 応接室 

（承認案件） 平成２９年度事業報告及び決算について 

平成３０年度事業計画及び収支予算について 

理事の選任について 

③臨時社員総会 

（日  時） 平成３１年３月２７日（水）午前１０時 

（場  所） 七戸町役場本庁舎 応接室 

（承認案件） 平成３１年度事業計画（案）について 

平成３１年度収支予算（案）について 

 

  



【理事会】 

①第１回 理事会 

（日  時） 平成３０年５月２４日（木）午後１時３０分 

（場  所） 七戸町役場本庁舎 第３会議室 

（承認案件） 平成２９年度事業報告及び決算報告について 

平成３０年事業計画（案）及び収支予算（案）について 

②第２回 理事会 

（日  時） 平成３０年１１月２６日（月）午後２時００分 

（場  所） 七戸町観光交流センター２階 多目的室１ 

（承認案件） 平成３１年度事業費に対する補助金の要望書について 

③第３回 理事会 

（日  時） 平成３１年３月１９日（火）午後６時３０分 

（場  所） 道の駅しちのへ道路・観光情報館 2F 

（承認案件） 平成３１年度事業計画（案）について 

平成３１年度収支予算（案）について 

臨時社員総会日程について 

【会報誌発行】 

（実施内容） 平成３０年度賛助会員への事業報告として年３回会報誌を発行。 

第１四半期 

（４・５・６月号） 

第２四半期 

（７・８・９月号） 

第３四半期 

（１０・１１・１２月号） 

   
 

 

  



（２）七戸町観光物産推進協議会 事務局運営補助       

【マーケティング部会】 

①NANA カード加入促進 

（実施内容） ピザカーニバル in シチノヘにおいて NANA カード加入促進活動の実施。 

  実施日程：平成３０年５月２０日（日） 

  実施場所：しちのへ秋まつり山車展示館前 

②NANA カード特別企画 

（実施内容） NANA カードデータを活用し、七戸町外の会員に限定し「旧正まける日」に

誘客する特別企画を実施。事前に送付したアンケートを持参で、豪華賞品があ

たる抽選に参加でき、その他にも、各店舗において商品を購入いただいた方

に、次回以降来店時に使用できる特典をプレゼント。 

 
 

【人材育成部会】 

①にんにくドリル作成事業 

（実施内容） 地元に住む若い世代に、七戸町の特産品である「にんにく」の魅力を知っても

らい、自ら取材した内容を冊子にすることで、郷土愛のある人材を育成するこ

とを目的に「にんにくドリル」作成を実施。 

  ７月３０日（月）にんにく農家、中野氏、鳥谷部氏取材 

  ８月 ２日（木）ゆうき青森農協、七戸町農林課取材 

  ８月 ９日（木）ヒビキスパイス、道の駅しちのへ取材 

  ８月１０日（金）天間林流通加工、十和田おいらせ農協取材 

 １０月２３日（金）にんにく植付体験（立崎氏） 

 １１月２９日（土）ササキコーポレーション取材 

   

   
 

 



②秋の大収穫祭モニターガイドツアー業務 

（実施内容） 秋の大収穫祭モニターガイドに向けて、高校生にインバウンド向けまち歩き

のガイド支援等を行った。 

 ９月１２日（水）まち歩き体験 

１０月２２日（月）ガイド講習 

１０月２５日（木）～１１月８日（木）計４回 

モニターガイドツアー造成 

 １１月１１日（日）モニターガイドツアーの実施 

          アメリカ人７名、カナダ１名、計８名参加 

  

  

  
 

【デザイン部会】 

①「秋の大収穫祭」ポスターデザイン打合せ 

（実施内容） 平成３０年度「秋の大収穫祭」ポスターデザインについて打合せの実施。 

◀秋の大収穫祭ポスター完成品 

 

②「旧正まける日」ポスターデザイン打合せ 

（実施内容） 平成３０年度「旧正まける日」ポスターの作成。 

◀旧正まける日ポスター完成品 

 

 



【ツーリズム部会】 

①部会会議 観光資源「家族旅行村」活用について 

（日  時） 平成３０年９月２６日（水）１０：００～１１：３０ 

（場  所） 道の駅しちのへ道路・観光情報館２F 会議室 

（内  容） 秋の家族旅行村へ人を呼び込むプラン 

七戸冬山の活用について（スキー場、ケビン） 

②部会会議 観光資源「家族旅行村」活用について 

（日  時） 平成３０年１０月１１日（木）１０：００～１１：３０ 

（場  所） 道の駅しちのへ道路・観光情報館２F 会議室 

（内  容） 家族旅行村 BBQ プラン、宿泊プランの中間報告 

七戸冬山の活用について（スキー場、ケビン） 

③七戸町営スキー場の利用に関する意見交換会への参加 

（日  時） 平成３０年１２月１７日（月）１８：００～２０：００ 

（場  所） 七戸南公民館 

（内  容） 町営スキー場利用者の増加を目的とし、アクセスの良さを活かしたスキー場

作りについて意見交換の実施。 

④第 2 回町営スキー場定例会への参加 

（日  時） 平成３１年２月２５日（月）１８：００～２０：００ 

（場  所） 道の駅しちのへ道路・観光情報館２F 会議室 

（内  容） シチジャム２０１９報告について 

スキー場感謝祭について 

営業終了までの取組について 

⑤七戸町営スキー場誘客活動 

（実施内容） 七戸町営スキー場の利用客増加を目的とし、NANA カード会員特典として、

食堂とも連携した内容を企画。メールで情報発信を行う。 

  参考）平成２９年度 シーズン売上 ７，５００，９３０円 

     平成３０年度 シーズン売上 ９，９６１，９１０円 

【食部会】 

①ぐるっと七戸「グルメマップ」作成 

（実施内容） 町内飲食店の取材を行い、写真、記事構成の作成等、グルメマップの作成業務

を実施。 

 
 



（３）しちのへ秋まつり実行委員会 事務局運営        

（実施内容） しちのへ秋まつり実行委員会の事務局として、「平成３０年度しちのへ秋まつ

り」を運営した。 

○秋まつりプレイベント：平成３０年９月５日（水） 

喧嘩太鼓共演会 

  １９時００分から２０時００分まで 

  イオン七戸十和田駅前店駐車場 

 

○前夜祭：平成３０年９月５日（水） 

柏葉太鼓競演会 

  １８時００分から２０時００分まで 

 イベント広場 

○初日：平成３０年９月７日（金） 

 山車合同運行 

  １６時３０分から２０時００分まで 

  七戸町中心市街地 

○中日：平成３０年９月８日（土） 

 流し踊り 

  １１時００分から１２時００分まで 

 仮装大会 

  １２時００分から１５時００分まで 

 芸能発表祭 

  １５時１５分から１７時３０分まで 

○最終日：平成３０年９月 9 日（日） 

 山車合同運行 

  １３時３０分から１６時３０分まで 

 

  
 

  



２．収益事業 

（１）体験型観光事業                        

【自主事業】                                    

①絵馬の町を巡る！願いかなうまち歩き！ 

（実施内容） ○基本プラン 

絵馬を奉納し、祈念する文化のある七戸町をガイド付きで巡るまき歩き。 

所要時間：約１２０分 

販売価格：１名３，８００円 

実施日程：通年 

６７名 ２５４，６００円 

○春の特別プラン 

春まつり期間限定のまち歩き。NANA カード会員特別価格あり。 

所要時間：約９０分 

販売価格：１名１，５００円 NANA カード会員特別価格１，０００円 

実施日程：春まつり期間 

１名 １，０００円 

○しちのへひなまつりプラン 

三沢在住の外国人をターゲットとして、しちのへひなまつり期間の七戸町

中央商店街を中心に、「日本食」「絵馬奉納」等の日本文化をより身近に体験

できる行程を組み込んだインバウンドモニタープラン。 

所要時間：約１８０分 

販売価格：１，８００円 

実施日程：平成３０年４月２２日（日） 

５名 ９，０００円 

○高校生ガイドによるまち歩きモニター 

 プラン造成から当日のガイド補助を行うサポート業務の実施 

  実施日程：平成３０年１１月１１日（日） 

 ８名 ３２，００７円 

○その他研修等 

 ３名 ６，５００円 

 

 

 



②スノーシューde 新雪トレッキング 

（実施内容） ○基本プラン 

冬季閉村中の東八甲田家族旅行村でスノーシューを履いてのスノートレッ

キング体験。 

所要時間：約１５０分 

販売価格：１名 ２，５００円 

実施日程：平成３０年１２月２２日（土）～平成３１年２月２４日（日） 

１１名 ２７，５００円 

 

○モニタープラン 

 冬季閉村中の東八甲田家族旅行村でスノーシューを履いてのスノートレッ

キングモニタープラン。NANA カード加入が条件実施。 

所要時間：約１５０分 

販売価格：１名 ５００円 

実施日程：平成３１年２月２３日（土）、２４（日） 

 ４名 ２，０００円 

 
  

③サイクリングツアー 

（実施内容） ○モニタープラン 

山車展示館、駅の馬車展示、つつじロードなどをサイクリングしながら巡り

各立寄り場所では七戸と馬の関りをそれぞれの展示物等を見ながらガイドが

案内する。 

所要時間：約１２０分 

販売価格：１名 ５００円 

実施日程：８月、９月、１０月 計６回 

９名 ４，５００円 

 
 

 

  



【他事業者連携事業】                                

①ローズガーデンガイドプラン 

（実施内容） ○基本プラン 

東八甲田のふもとの広大なバラの庭園「東八甲田ローズカントリー」を初め

ての人でも楽しめる様にガイドと一緒に巡り摘み取り体験も付いたお得なプ

ラン。 

所要時間：約９０分 

販売価格：１名 ２，５００円 

実施日程：平成３０年６月１８日～平成３０年１０月３１日 

７名 １７，５００円 

 
 

②農業体験 

（実施内容） ○基本プラン 

「七戸町かだれ田舎体験協議会」の会員を中心に、農業を通じ七戸町での生活

を体験するプラン。 

所要時間：体験による 

販売価格：体験による 

実施日程：通年 

５７名 １４２，９００円 

 
 

○しちのへ秋まつり明華国中受入 

しちのへ秋まつり期間中に台湾にある明華国中の保護者の受入を行う。 

しちのへ秋まつり体験のみと民泊付きとの２組に分けての受入。 

 販売価格：２，１５０円 

 実施日程：９月７日 

 １８名 ３８，７００円（体験のみ） 

  
  



③農家民泊 

（実施内容） ○基本プラン 

七戸町かだれ田舎体験協議会商品の農家民泊を中心とした民泊販売。 

実施日程：通年 

４名（６泊） ９０，１６０円 

 

○しちのへ秋まつり明華国中受入 

しちのへ秋まつり期間中に台湾にある明華国中の保護者の受入を行う。 

しちのへ秋まつり体験のみと民泊付きとの２組に分けての受入。 

 １８名 １５９，３００円（民泊付き） 

 

○平成３０年度かだれ塾 

 ※実施内容については「（４）受託収益事業」に記載 

 販売実績： 

参加者受付金額 １人 １５，０００円 

 ２５名 ３７５，０００円 

 

 

「（１）体験型観光商品」売上合計 

自主事業 実施人数 売上金額 

①願い叶うまち歩き! ８４名 ３０３，１０７円 

②スノーシュー １５名 ２９，５００円 

③サイクリングモニターツアー ９名 ４，５００円 

他事業者連携事業 実施人数 売上金額 

①ローズカントリーガイドプラン ７名 １７，５００円 

②農業体験（秋まつり体験含む） ７５名 １８１，６００円 

③農家民泊 ４７名 ６２４，４６０円 

合計 ２３７名 １，１６０，６６７円 

 

 

  



（２）手配旅行事業                           

①研修旅行手配 

（実施内容） しちのへ産直友の会の研修旅行として、希望旅程における運送・食事の手配を

行った。 

 運送手配先：十和田観光電鉄（株） 

 食事手配先：（一社）葛巻町畜産開発公社 

実施日程：１１月１日（木） 

 ４８名 ４３８，５１８円 

②タクシーチケット販売 

（実施内容） タクシーで新幹線利用客のニーズが高い場所をわかりやすく価格を設定した

チケット形式で販売。 

手配先：（株）縦貫タクシー。 

A「東八甲田家族旅行村・東八甲田ローズカントリーエリア」 ５，０００円 

B「旧南部縦貫鉄道七戸駅・七戸町中心街エリア」 ２，５００円 

C「二ッ森貝塚」 ６，０００円 

 実施日程：１１月１７日（土）販売開始。以降通年。 

４名 １０，０００円（B チケット） 

 
 

 

「（２）手配旅行」売上合計 

事業名 実施人数 売上金額 

（１）研修旅行手配 ４８名 ４３８，５１８円 

（２）タクシーチケット販売 ４名 １０，０００円 

合計 ５２名 ４４８，５１８円 

 

  



（３）商品販売事業                           

①ふるさと納税返礼品事業 

（実施内容） ふるさと納税返礼品の出品手続き等を含めた仲介事業。各商品通常販売価格

の１５％を手数料とし、仕入販売を行う。 

 中村進りんご農園   寄付額 ３２０，０００円 

１７件 売上  ９３，２４０円 

 レールバス愛好会   寄付額 ４００，０００円 

２１件 売上 １１０，７５５円 

 立崎忠紀氏はちみつ  寄付額 １５０，０００円 

９件 売上  ４３，６４７円 

 松本義典氏ラベンダー 寄付額  １０，０００円 

１件 売上   ２，７８４円 

寄付金額合計 ８８０，０００円 

販売売上合計 ２５０，４２６円 

 
 

②秋の大収穫祭にんにく料理販売業務 

（実施内容） ※実施内容については（４）受託収益事業にて 

販売実績： 

バックリブ炙りにんにくみそ味 １食６００円 

１７２食 １０３，２００円 

 

③その他 

（実施内容） 他社イベント販売用にんにく味噌の仕入販売。 

 ２０，３００円 

 

 

「（３）商品販売」売上合計 

事業名 売上金額 

（１）ふるさと返礼品事業 ２５０，４２６円 

（２）秋の大収穫祭にんにく料理販売業務 １０３，２００円 

（２）その他 ２０，３００円 

合計 ３７３，９２６円 

  



（４）受託収益事業                         

①平成３０年度かだれ塾 

（実施内容） 自然や農業のある暮らしを通じ、「自然」「食」「人」「文化」など、魅力ある七

戸町を、未来を担う子供たちに伝えることを目的とした農家民泊付きツアー

の旅行業法に基づく各種手配、募集、受付を実施。 

 実施日程：平成３０年７月２７日（金）～７月２９日（日）２泊３日 

 参加人数：２５名（小学生５・６年） 

  受託金額 ４８１，３６９円 

  

  
 

②平成３０年度短期農業研修業務 

（実施内容） ○第１期 

新規就農による移住促進を図るため、新規就農を検討している方を対象とし

た農業体験付き宿泊ツアー実施の受託業務。 

 実施日程：６月３０日（土）～７月１日（日） 

 参加者：４名 

 受託金額 ５６４，９８９円 

○第２期 

新規就農による移住促進の一環として、地域おこし協力隊（就農研修生）の応

募を検討している方を対象として、参加者の希望の日程で行える短期農業研

修の受託業務。 

 実施日程：平成３０年９月２０日（木）～１１月１１月（日） 

 参加者：５名 

 受託金額 ２７０，１２８円 

受託金額合計 ８３５，１１７円 

 
 

 

  



③秋の大収穫祭にんにく料理販売業務 

（実施内容） 七戸町の特産品であるにんにくを若い世代に紹介し消費拡大を図ることを目

的に 道の駅しちのへ敷地内において「バックリブ炙りにんにくみそ味」の販

売。また七戸高等学校と連携した事業としてにんにくの PR コーナーを設置。 

 ※販売実績は「（３）商品販売」に記載 

 実施日程：平成３０年１１月３日（土）～４日（日） 

受託金額 ４１，７８８円 

 
 

 

「（４）受託収益事業」売上合計 

事業名 売上金額 

（１）平成３０年度かだれ塾 ４８１，３６９円 

（２）平成３０年度短期農業研修業務 ８３５，１１７円 

（３）秋の大収穫祭にんにく料理販売業務 ４１，７８８円 

合計 １，３５８，２７４円 

 

  



（５）その他収益事業                        

①東奥日報社「私の紙面批評」執筆 

（実施内容）  平成３０年１０月と平成３１年４月に掲載。 

原稿料 １３，０００円 

  
  

②JET 国際化塾コーディネーター 

（実施内容） 人的交流プログラムである JET プログラムの参加者へ青森県での地域づくりの取

り組みとして、グループディスカッションのモデレーター、まち歩き、講評総括

を実施。 

 実施日程：平成３０年１１月７日（水）～１１月９日（３日間） 

諸謝金等 １６，０００円 

 
  

③ポスター制作 

（実施内容） 「旧正まける日」、「しちのへ春まつり」のポスター制作 

 ポスターデザイン料 １０８，０００円 

  
 

 

「（５）その他収益事業」売上合計 

事業名 売上金額 

①東奥日報社「私の紙面批評」執筆 １３，０００円 

②JET 国際化塾コーディネーター １６，０００円 

③ポスター制作 １０８，０００円 

合計 １３７，０００円 

 

  



３．受託事業 

（１）観光・地域情報発信事業業務                  

（実施内容） 七戸町観光交流センター内における観光案内業務及び施設管理等業務。レン

タサイクル業務の他、旅行商品の販売窓口業務等。 

受託期間：平成３０年４月１日（日）～平成３１年３月３１日（日） 

受託金額 ５，１５３，２００円 

 
 

（２）道の駅しちのへ道路・観光情報館 道路・観光情報発信事業業務  

（実施内容） 道の駅しちのへ道路・観光情報館における案内業務及び施設管理等業務。窓口

において観光情報や二次交通、道路情報の案内を行う。 

受託期間：平成３０年４月１日（日）～平成３１年３月３１日（日） 

受託金額 １，０２７，８４０円 

 
 

（３）観光情報ウェブサイト運営管理業務               

（実施内容） 七戸町観光情報ウェブサイト「旅の蔵七戸」の保守管理「旅の蔵七戸」で協働

する各観光施設との情報発信体制の運営を行い、アクセス数の管理等を行う。 

受託期間：平成３０年４月１日（日）～平成３１年３月３１日（日） 

受託金額   ６４７，５４０円 

 
 

 

  



（４）南部縦貫鉄道レールバス事業案内業務              

（実施内容） 南部縦貫鉄道レールバス展示施設の案内業務及び係るイベントの運営の実施 

○施設開館時の一般客の案内業務 

○「レールバスとあそぼう」「レールバス夕暮れ撮影会」の管理運営 

○マスメディア等の取材時の案内業務 

○施設を紹介するリーフレット作成 

○レールバス展示施設のトイレ清掃業務 

受託期間：平成３０年４月１日（日）～平成３１年３月３１日（日） 

受託金額 ９１６，２４０円 

 
 

（５）首都圏販売業務                        

（実施内容） 七戸町の特産品販売の基盤づくりを行うことを目的とし、首都圏にて七戸町

内の特産品の PR のためイベントにて販売を実施。 

実施期間：平成３０年 8 月２５日（土）～8 月２６日（日） 

受託金額 １，３６７，７１８円（売上９５７，９６９含む） 

 
 

※受託事業詳細については別添「受託事業報告書」参照 

 

「３．受託事業」受託金額合計 

事業名 受託金額 

（１）観光・地域情報発信事業業務 ５，１５３，２００円 

（２）道の駅しちのへ道路・観光情報館業務 １，０２７，８４０円 

（３）観光情報ウェブサイト運営管理業務 ６４７，５４０円 

（４）南部縦貫鉄道レールバス事業案内業務 ９１６，２４０円 

（５）首都圏販売業務 １，３６７，７１８円 

合計 ９，１１２，５３８円 

 


