
平成１８年度事業報告書 

（自平成１８年４月１日～至平成１９年３月３１日） 

 

《概況》 

 

平成１８年度の十和田市春まつりは、地域の観光資源を活用したイベントとして実施しました。中でも、

滞在型観光を目指した「駒街道さくらさく」については、中央の旅行業者へのＰＲを積極的に推進してき

たことによって認知度も高まりつつあり、年々多くの観光客が当地を訪れています。 

同時に、十和田市官庁街通りを中心に開催された観桜会は、開花宣言が４月２８日と遅かったものの中

央公園緑地が開放されていることもあり、十和田市自慢の花見会場としてにぎわいを見せました。 

当協会では、地域特性を活かした事業として、稲生川上水を祝う太素祭行事を実施しています。平成１

８年は、農水省主催による「疏水百選」において全国４９９件の候補地区の中から、この「稲生川用水」

が一般投票で全国一に選定されたこともあり、改めて新渡戸家三代に亘る三本木原台地開拓の偉業が現代

においても評価されたことは、当市の大きなニュースとなったことは言うまでもありません。 

その稲生川流域の史跡をコースとした第６回「太素ウォーク」は、市内はもとより県内広くからの参加

者が得られています。 

 夏には、滞在型観光を目指した「とわだ Yosakoi 夢まつり」への支援と納涼「とわだ稲生まつり」、そし

て夏まつり花火大会においては、一昨年からの取り組みとして官庁街通り（駒街道）への夜店出店による

歩行者天国の実施は、集った観客には夏の風物詩として好評でした。 

 秋は、当市最大の行事として、各町内会･祭典委員会などの協力のもとに市民参加型の「十和田市秋まつ

り」を盛大に実施しました。十和田市からの山車製作補助金の交付を受け、各町内会・祭典委員会ではこ

れまでにない山車・太鼓車製作の気運の盛り上がりが得られました。また、市民からの評価も非常に高か

ったことも見逃せない事実であります。さらに、青年会議所との連携によって新市誕生を機に「十和田囃

子」を創作し、年度早々から開始したＰＲと練習の成果として、秋まつり沿道にて参加した全町内会によ

り市民に披露することができました。 

東北新幹線青森・八戸間の２０１０年の開業予定を見据え、輸送客を多く見込める新幹線は魅力ある交

通媒体であり、今後はより一層の観光資源の開発・ＰＲと、同時に、「観光客が訪れたくなるようなまち」

に向けた取り組みの必要性がこれまで以上に増すものと考えます。 

さらに、これら市街地の既存の観光資源に加え、奥入瀬渓流・十和田湖・八甲田など魅力ある観光資源

が加わった新十和田市誕生から２年を経過し、滞在型観光・地域密着型観光・市民参加型の観光イベント

等の実施を通じて、関係団体の協力のもとに観光振興による地域活性化に寄与するため、今後においても

「活力あるまち」を目標に、観光誘客に繋がるイベントの調査・研究や地域の伝統ある「まつり」の充実

を図るなど、積極的な事業展開に取り組んでまいります。 

会員の皆様のこれまで以上のご理解とご指導を賜りますようお願い申し上げ、事業報告と致します。



１．会     則    平成１８年度は改正なし 

 

２．組     織 

 

（１）会 員 数 

 会 員 数 口 数 

個 人 会 員 ４６ ５８ 

法人・団体会員 １１８ ２２５ 

合  計 １６４ ２８３ 

 

（２）顧  問  ４名 

 

（３）参  与  ４名 

 

（４）役  員  会長  １名、  副会長 ３名、 専務理事 １名、 

理事  ３２名、 監事 ３名 

 

３．会     議 

 

   （１）定時総会                        於：富士屋グランドホール 

平成１８年 ４月１４日（金） 

議案第１号 平成１７年度事業報告承認の件 

議案第２号 平成１７年度収支決算報告承認の件 

議案第３号 平成１８年度事業計画(案)審議決定の件 

議案第４号 平成１８年度収支予算(案)審議決定の件 

議案第５号 役員選任の件 

 

 

（２）三役会    

平成１８年 ４月 ６日（木）               於：十和田商工会館 

・平成１８年度定時総会提出議案審議について  

  

平成１８年 ７月１０日（月）               於：十和田商工会館 

・協会役員による委員会編成について 

・平成１８年度夏まつりについて  

・観光協会の統合について 

・平成１８年度秋まつりについて 

 

    平成１８年 ９月１４日（木）              於：十和田商工会館 

・観光協会の統合に向けた動きについて 

・十和田市秋まつり概要報告について 

・「十和田市秋まつり」反省会開催日について 

・「とわだ Yosakoi 夢まつり」アンケートについて 

 

平成１９年 ３月 ７日（水）               於：十和田商工会館 

・平成１９年度春まつりについて  

・春まつり「さくらさく」おもてなし事業としての観光 

グッズの進呈に伴うデザインの選定とグッズの販売について 

・十和田市秋まつり・行事委員会・実行委員会の経過報告について 

・観光協会ホームページについて 

・１階テナント（物産協会）出店について 

 



 （３）理事会 

平成１８年 ４月１４日（金）              於：十和田富士屋ホテル 

・平成１７年度事業報告について 

・平成１７年度収支決算報告について 

・平成１８年度事業計画(案)について 

・平成１８年度収支予算(案)について 

・役員選任について 

 

平成１８年 ７月１８日（火）               於：十和田商工会館 

・委員会設置について 

・とわだストリートフェスタ・とわだ稲生まつりについて 

・第４９回花火大会について 

  

 

（４）監査会                        

平成１８年 ４月１１日（金）              於：十和田商工会館 

 

 

（５）山車製作補助金に係る会議 

   ①平成１８年度十和田市秋まつり              於：十和田商工会館 

    山車・太鼓車製作に係る補助申請に伴う審査会 

  平成１８年 ５月１８日（木） 

 

 

（６）観光協会統合に係る会議 

   ①観光協会統合に係る事務打合せ会             於：十和田市役所十和田湖支所 

  平成１８年 ５月１７日（水） 

 

②観光協会統合に係る事務打合せ会             於：十和田商工会館 

平成１８年 ５月３０日（火） 

 

   ③観光協会統合に係るヒアリング              於：青森観光コンベンション協会 

    平成１８年 ６月２８日（水） 

 

   ④観光協会統合に係る協議                 於：十和田商工会館 

    平成１８年 ９月２８日（木） 

 

 

（７）その他の会議 

①十和田市春まつり関係団体打合せ会議           於：十和田商工会館 

平成１８年 ４月 ４日（火） 

 

②平成１８年度十和田市秋まつり参加団体打合せ会       於：十和田商工会館 

平成１８年 ７月２４日（月） 

③（社）十和田市観光協会 秋まつり行事委員会       於：十和田商工会館 

平成１８年 ７月２６日（水） 

   

④十和田市夏まつり（花火大会）関係団体打合せ会        於：十和田商工会館  

平成１８年 ８月 ２日（水） 

 

⑤平成１８年度十和田市秋まつり参加団体打合せ会      於：十和田商工会館 

平成１８年 ８月 ９日（水） 

 



⑥平成１８年度夜まつりかだって実行委員会         於：十和田商工会館 

平成１８年 ８月 ９日（水） 

 

⑦平成１８年度十和田市秋まつり関係参加団体打合せ会    於：十和田商工会館 

平成１８年 ８月２２日（火） 

 

⑧平成１８年度十和田市秋まつり最終打合せ会        於：十和田商工会館 

平成１８年 ９月 ４日（月） 

 

⑨平成１８年度十和田市秋まつり反省会           於：十和田商工会館 

平成１８年 ９月２８日（木） 

 

⑩夜まつりかだって実行委員会反省会              於：亀  寿  し  

平成１８年１０月 ４日（水） 

 

⑪（仮称）十和田市秋まつり実行委員会第１回実行委員会   於：十和田商工会館 

平成１８年１１月２０日（月） 

 

⑫十和田市秋まつり行事委員会                       於：十和田商工会館 

平成１８年１２月 ７日（木） 

 

⑬十和田市秋まつり実行委員会                       於：十和田商工会館 

平成１９年 ２月 ６日（月） 

 

⑭（社）十和田市観光協会 春まつり行事委員会       於：十和田商工会館 

平成１９年 ３月２７日（火） 

 

⑮（社）十和田市観光協会 秋まつり行事委員会       於：十和田商工会館 

平成１９年 ３月２８日（水） 

 

 

４．諸会議・各事業出席 

①平成１８年度十和田市町内会連合会定例総会            於：ＪＡ十和田市本所 

平成１８年 ４月２６日（水） 

 

②ＪＡ十和田市牛肉まつり                   於：市営相撲場 

平成１８年 ４月２９日（土） 

 

③太素祭前夜祭                           於：太素塚境内 

平成１８年 ５月 ３日（祝） 

  

⑤太素祭式典                            於：太素塚境内 

平成１８年 ５月 ４日（祝） 

 

⑥2006 年 RAB 杯カラオケ選手権十和田大会審査員           於：太素塚公園特設ステージ 

平成１８年 ５月 ４日（祝） 

 

⑦平成１８年度新渡戸友好都市交流委員会総会            於：市民図書館 

平成１８年 ５月 ９日（火）  

 

⑧第４回「中日お祭り広場」協議会              於：中央公民館 

平成１８年 ５月１１日（木） 

 



⑨平成１８年度十和田地区暴力追放推進協議会総会          於：富士屋クランドホール 

平成１８年 ５月１０日（水） 

 

⑩平成１８年度社団法人青森県観光連盟通常総会           於：ウェルシティ青森 

平成１８年 ５月２４日（水） 

 

⑪平成１８年度煙火保安対策研修会                  於：県総合社会教育センター 

平成１８年 ５月２５日（木） 

 

⑫「十和田市新幹線開業効果活用検討会議」         於：十和田商工会館 

平成１８年 ５月２５日（木） 

 

⑬平成１８年度十和田市商店街連合会、十和田市商店街     於：しもやま旅館 

振興組合連合会総会 

平成１８年 ５月２９日（月） 

 

⑭十和田エイト・ライン観光協議会役員会及び総会            於：十和田富士屋ホテル 

平成１８年 ５月３０日（火） 

 

⑮第５回「中日お祭り広場」協議会              於：中央公民館 

平成１８年 ６月 ８日（木） 

 

⑯観光や東北新幹線全線開通に向けた各地域の         於：十和田商工会館 

状況に係る意見交換等について 

平成１８年 ６月１２日（月） 

 

⑰平成１８年度十和田市物産協会通常総会               於：旅館しもやま  

平成１８年 ６月１２日（月） 

 

⑱第４５回十和田市飲食業協会定時総会及び懇親会            於：十和田富士屋ホテル 

平成１８年 ６月１３日（火） 

 

⑲まつりびと「羈」結団式                  於：中央公民館 

平成１８年 ６月１３日（火） 

 

⑳第１回エイトライン幹事会                 於：十和田市十和田湖支所 

平成１８年 ６月２０日（火） 

 

○21平成１８年度太素顕彰会第１回理事会・評議員会       於：十和田市役所 

平成１８年 ６月２１日（水） 

 

○22第２０回全国スポ－ツ・レクリェーション祭         於：十和田市役所 

十和田市実行委員会設立総会 

平成１８年 ６月２９日（木） 

○23  「十和田市新幹線開業効果活用検討会議」          於：十和田市役所 

平成１８年 ６月３０日（金） 

 

○24  「２００６駒フェスタ in 十和田」第１回実行委員会     於：十和田市役所 

平成１８年 ７月１０日（月） 

 

○25第６回「中日お祭り広場」協議会               於：中央公民館 

平成１８年 ７月１３日（木） 

 



○26十和田八幡平国立公園十和田地区指定７０周年記念式典    於：十和田湖畔休屋桟橋前 

    平成１８年 ７月１４日（金） 

 

○27十和田ボランティアガイドの会               於：サン・ロイヤルとわだ 

１０周年記念式典及び祝賀会             

平成１８年 ７月２２日（土） 

 

○28第７回「中日お祭り広場」協議会              於：中央公民館 

平成１８年 ８月１０日（木） 

 

○29十和田市民俗芸能協会平成１８年度通常総会         於：サンロイヤルとわだ 

平成１８年 ８月１８日（金） 

 

○30第１回エイトライン幹事会                 於：十和田市十和田湖支所 

平成１８年 ８月２５日（金） 

 

○31  ２００６年度（社）日本青年会議所東北青年フォーラム    於：十和田市民文化センター 

in 十和田式典・メインフォーラム・大親睦会           桜の広場 

平成１８年 ９月 ２日（日） 

 

○32新渡戸傳翁命日祭                      於：太素塚境内  

平成１８年 ９月２７日（水） 

 

○33  「駒フェスタ十和田」第５回実行委員会           於：十和田市役所 

平成１８年 ９月２９日（金） 

 

○34第８回「中日お祭り広場」協議会（反省会、懇親会）     於：中央公民館 

平成１８年１０月１２日（木） 

 

○35駒フェスタｉｎ十和田オープニングセレモニー             於：中央公園緑地 

平成１８年１０月１４日（土） 

 

○36十和田市文化財保護協会第４５周年記念行事          於：十和田市南公民館 

平成１８年１０月１５日（日） 

 

○37十和田市雇用創造推進協議会                於：十和田市役所 

平成１８年１０月１６日（月） 

 

○38第３回エイトライン幹事会                 於：十和田市役所十和田湖支所 

平成１８年１０月１６日（月） 

 

○39首都圏旅行エージェントへの「駒街道さくらさく」ＰＲ    於：東京都内 

平成１８年１０月１９日（木）・２０日（金） 

 

○40十和田市雇用創造推進協議会第１回運営委員会        於：十和田市役所 

平成１８年１１月 ８日（水） 

 

○41（仮称）十和田フィルムコミッション設立準備会       於：宇樽部地内 

平成１８年１１月１６日（木） 

 

○42一般国道１０３号線宇樽部バイパス開通式典          於：宇樽部地内 

平成１８年１１月２５日（土） 

 



○43全日本「月がとっても青いから」カラオケコンクール     於：十和田市役所十和田湖支所 

実行委員会 

平成１８年１２月 １日（金） 

   ○44十和田市雇用創造推進協議会第２回運営委員会        於：十和田市役所 

    平成１８年１２月 ６日（水） 

 

○45十和田湖温泉スキー場開き安全祈願祭            於：十和田湖温泉スキー場 

平成１８年１２月１５日（金） 

 

○46首都圏旅行エージェントへの当市観光ＰＲ          於：東京都内 

平成１９年 １月２９日（月）・３０日（火） 

 

○47とわだ Yosakoi 夢まつり実行委員会               於：十和田商工会館 

平成１９年 １月２９日（月） 

    

○48名古屋・大阪エリア旅行エージェントへの当市観光ＰＲ       於：ホテル十和田荘 

平成１９年 ２月 ７日（水） 

 

○49第１回十和田市環境緑化まつり事前打合せ               於：十和田市役所 

平成１９年 ２月 ９日（金） 

 

○50十和田エイトライン観光協議会               於：ホテル十和田荘 

首都圏旅行新聞各社との懇談会               

平成１９年 ２月１５日（木） 

 

○51十和田市雇用創造推進協議会第３回運営委員会        於：十和田市役所十和田湖支所 

平成１９年 ２月２０日（火） 

 

○52とわだ Yosakoi 夢まつり実行委員会              於：十和田商工会館 

平成１９年 ２月２６日（月） 

 

○53十和田市雇用創造推進協議会総会              於：十和田市役所 

平成１９年 ２月２６日（月） 

 

○54第１８回とわだ雪見ラリー反省会              於：ひびき庵 

平成１９年 ３月１９日（月） 

 

○55とわだ Yosakoi 夢まつり実行委員会              於：十和田商工会館 

平成１９年 ３月１９日（月） 

 

○56中心市街地にぎわい特区協議会及び各委員会合同会議     於：十和田市役所 

平成１９年 ３月２７日（火） 

 

 

○57平成１８年度十和田市物産協会推奨品審査会         於：十和田市役所十和田湖支所 

平成１９年 ３月２８日（水） 

 

○58平成１８年度太素顕彰会第２回理事会・評議員会       於：十和田市役所 

平成１９年 ３月２８日（水） 

 

○59平成１８年度奥入瀬さけ有効利用事業実行委員会第２回総会  於：総合体育センター 

平成１９年 ３月２８日（水） 

 



５．事  業 

 （１）春春春春まつりまつりまつりまつり         （人出 ９２，５００人）        （後援・協賛行事含む） 

              太素祭人出 ２４，５００人 

観桜会人出  ７，７００人 

＋  官庁街通り ６０，３００人 

              合   計 ９２，５００人 

期   日 行        事         名 場   所 

４月２２日 

４月２９日 

５月３日～５日 

５月３日 

５月４日 

５月５日 

５月１５日 

十和田地区春季ミニバスケットボール交歓大会 

上北地方中学校春季バレーボール大会 

上北地方中学校春季バスケットボール大会 

第 46 回太素祭奉納柔道大会 

第 46 回太素祭奉納弓道大会 

第 32 回太素祭奉納剣道大会 

第 46 回県南小中学校春季相撲大会 

総合体育センター 

総合体育センター 

総合体育センター 

志道館 

志道館 

志道館 

市相撲場 

４月２０日～５月 ７日 

４月２０日～５月 ７日 

４月２０日～５月 １日 

４月２１日～５月 ５日 

４月２２～２３日，２９

３０，５月３日～７日 

４月２９日～５月 ５日 

４月１５日～５月 ５日 

４月２８日～５月 １日 

４月２９日・３０日 

４月２２・２３日，２９・

３０日 

４月２２・２３日，２９・

３０，５月３日～５日 

４月２４日・２５日 

４月２９日・３０日 

４月２９日 

４月２９日・３０日 

４月２９日 

４月２９日 

４月２９日 

５月３日・４日・５日 

５月３日 

５月３日 

５月３日 

５月３日 

５月４日 

５月４日 

５月４日 

５月４日 

５月４日 

５月４日 

５月５日 

５月５日 

５月５日 

５月５日 

５月５日 

夜間照明設置 

春まつり観桜会 

南部裂織展～観る桜・織る桜～ 

観光バス受入事業 

展望台開放 

 

花馬車・乗馬体験 

十和田青空商店組合出店 

第４回環境緑化まつり 

市物産展（展示・即売） 

ボランティアガイド 

 

フリーマーケット・バンド演奏 

 

駒街道グランドカーニバル 

桜流鏑馬 

手作り水車コンテスト 

地鶏鍋出店 

野だて・琴の演奏会 

ＪＡ十和田市牛肉まつり 

第４回十和田市写真撮影会及び講習会 

太素祭産馬通り歩行者天国 

太素ウォ－ク２００６（十和田市開拓ゆかりのコース） 

新渡戸傅翁史跡めぐり（バスコース） 

子供チャレンジ（俸焼きパン） 

前夜祭 

子供チャレンジ（ダンボールトンネル、フリスビー投げ） 

琴演奏会（十月会） 

大正琴演奏会 

太素祭式典 

十和田市民俗芸能発表会 

ＲＡＢラジオ公開録音太素祭カラオケ選手権大会 

マジレンジャーと遊ぼう 

十和田中・三本木高校吹奏楽演奏会 

三味線演奏会（日本郷土芸能研究保存会） 

十和田市民俗芸能発表会 

新舞踊（じゃがいも太郎、花生竜元）、歌謡ショー（梢 陽子） 

官庁街通り 

中央公園緑地 

市郷土館 

消防署西側空き地 

市役所・商工会館 

 

中央公園緑地 

中央公園緑地 

中央公園緑地 

桜の広場 

十和田市内 

 

駒っこ広場 

 

駒っこ広場 

中央公園緑地 

中央公民館駐車場前水路 

桜の広場 

桜の広場 

十和田市相撲場 
官庁街通り他 

産馬通り 

太素塚前出発 

太素塚前出発 

太素塚境内 

太素塚ステージ 

太素塚境内 

太素塚ステージ 

太素塚ステージ 

太素塚境内 

太素塚ステージ 

太素塚ステージ 

太素塚ステージ 

太素塚ステージ 

太素塚ステージ 

太素塚ステージ 

太素塚ステージ 



（２）夏まつり－１       （人出 ５７，０００人）        （後援・協賛行事含む） 

  

    夏まつり－２        （人出  ５５，０００人）         （後援・協賛行事含む）   

 

（３）秋まつり         （人出   ３３８，０００人）       （後援・協賛行事含む） 

  

秋まつり会期日ごと人出内訳 

 

            ・ 初日人出  ７１，０００人  

・ 中日人出 １３２，０００人 

＋・最終日人出  １３５，０００人 

             合   計 ３３８，０００人 

 

 

 

期   日 行       事        名 場   所 

７月２９日・３０日 

 

７月２９日 

 

 

 

 

７月２９日 

 

 

とわだ Yosakoi 夢まつり 

 

とわだストリートフェスタ 

・子供遊び広場 

・チャリティバザー 

・歌曲ミニ・コンサート（ロザーナユニット、榊じゅん） 

・手話コーラス 

とわだ稲生まつり 

・歌謡ショー（トリオ・ザ・ポンチョス） 

・津軽圭介一座ショー 

・抽選会 

三本木大通り・官庁街

通り 

三本木大通り 

 

 

 

 

市相撲場 

 

期   日 行       事        名 場   所 

８月１２日～１６日 

８月１４日 

 

８月１４日 

８月１５日 

８月１６日 

第２７回十和田市物産まつり 

花火大会オープニングアトラクション「三貴哲成＆オールディー

ズバンドサマーオンステージ」 

第４９回花火大会 

第５５回選抜高校相撲十和田大会 

第４１回全日本選抜大学相撲十和田大会 

道の駅屋外イベントスペース 

市陸上競技場 

 

市陸上競技場 

市相撲場 

市相撲場 

期   日 行       事        名 場   所 

９月 ８日 

９月 ８日 

９月 ８日 

９月 ８日 

９月 ８日 

９月 ９日 

９月 ９日 

９月 ９日 

９月 ９日 

９月 ９日 

９月 ９日 

９月１０日 

９月１０日 

９月１０日 

９月１０日 

９月１０日 

稲荷神社例大祭「お通り」 

チビッコ駒踊り 

パレード等運行 

山車合同運行 

みこし・流し踊り等運行 

お祭り広場オープニングセレモニー 

十和田囃子合同演奏 

ケンカ太鼓 

山車の展示 

みこし運行 

山車の夜間運行 

大深内中学校少年駒踊り 

十和田新駒踊り 

山車合同運行 

みこし・パレード等の行列行進 

稲荷神社例大祭「お還り」 

三本木大通り 

三本木大通り 

三本木大通り 

三本木大通り 

官庁街通り 

市役所交差点 

官庁街通り 

官庁街通り 

官庁街通り 

官庁街通り 

官庁街通り 

三本木大通り 

三本木大通り 

三本木大通り 

三本木大通り 

三本木大通り 



（４）冬まつり                             （後援・協賛行事含む）   

 

（５）十和田市観光情報受発信とＰＲ拡充 

  ①（社）十和田市観光協会ホームページ新規作成 

     平成１９年３月 

     ＨＰアドレス http://www.towada.or.jp/kankou/ 

 

（６）その他 

①第４回十和田市写真撮影会及び講習会            於：官庁街通り他 

平成１８年 ４月２９日（土） 

講師：写真家 和田光弘 氏 

・参加者数（４６名） 

 

②十和田市秋まつり「山車製作講習会」            於：十和田商工会館 

平成１８年 ５月２６日（金） 

       講師：山車絵師 夏坂和良 氏（八戸市） 

       ・参加者数（３３名、１２町内会・団体） 

 

 ③北里大学生との交流会   （参加者 ６６名）       於：イーグルボウル 

平成１８年１２月 ６日（水）               十和田商工会館 

 

④第６回十和田市写真コンテスト入選作品表彰式              於：十和田商工会館 

平成１９年 １月１２日（金） 

 

⑤第６回十和田市写真コンテスト入選作品展示（２４作品）   於：十和田商工会館 

平成１９年１月９日（火）～１月３１日（水） 

・応募者数（６７名） 応募作品数（２６６作品） 

・入選者数（２２名） 入選作品数（２４作品） 

 

 

期   日 行       事        名 場   所 

１２月１５日～１月１４日 

１９年２月７日 

イルミネーション点灯 

第１９回とわだ雪見ラリー 

官庁街通り 

十和田商工会館 


