
Ⅰ．組  織 

八 戸 市 八戸商工会議所 
(公社)八戸観光 
コンベンション協会 

キャンペーンイベント部会 

・首都圏などでの観光キャン 

ペーンの実施 

・観光物産の情報発信・販路 

拡大支援 

――――――――――――― 

担当副委員長  塚 原 隆 市 

部 会 長  松 井 正 文 

((有)大松 代表取締役) 

副部会長  田 村 暢 英 

((公社)八戸市物産協会 常務理事) 

副部会長  佐々木 康 人 

（（有）ピュアハウス 代表取締役）

          他部会員22名 

誘客開発部会 

・広域・滞在型旅行商品造成 

・観光ルートの開発 

・観光客受入環境の見直し 

――――――――――――― 

担当副委員長  佐々木 広 幸 

部 会 長  橋 本 博 文 

((株)八戸ワシントンホテル 代表取締役社長)

副部会長  小笠原   修 

(八戸市タクシー協会 会長) 

副部会長  松 倉 政 勝 

（南郷観光協会 会長）

              他部会員32名 

事業企画部会 

・旅行客への魅力再構築事業 

・各食文化事業の継続・開発 

・おもてなしの心啓発事業 

――――――――――――― 

担当副委員長  中川原 俊 雄 

部 会 長  三 浦 克 之 

((株)サン・コンピュータ 代表取締役)

副部会長  佐々木 伸 夫 

((株)テクノス 代表取締役) 

副部会長  松 橋 章 子 

（八戸商工会議所女性会 会長）

他部会員24名

監事：西川 禎（八戸商工会議所青年部 会長） 岩岡 徳衛（八戸ホテル協議会 会長）

はちのへ観光復興委員会 
委員９２名（うち役員１４名 監事２名)、オブザーバー２名 

委 員 長  河 村 忠 夫(八戸商工会議所 副会頭) 

副委員長  高 島   司(八戸市 まちづくり文化スポーツ観光部長)

副委員長  中川原 俊 雄(八戸商工会議所 まちづくり・観光委員会 副委員長) 

副委員長  塚 原 隆 市((公社)八戸観光コンベンション協会 副会長)

副委員長  佐々木 広 幸(八戸商工会議所 常務理事) 

任期：平成26年5月29日～平成28年3月31日    事務局：八戸商工会議所業務課



 Ⅱ．平成２６年度実施事業内容 

（１）講演会等の開催 

①講演会 

イ．開催日：平成26年5月29日(木) 

ロ．場 所：八戸プラザホテル 

ハ．テーマ：「三陸鉄道復旧・復興の道のり」 

ニ．講 師：三陸鉄道株式会社 代表取締役社長 望月 正彦 氏 

②観光セミナー 

イ．開催日：平成27年1月29日(木) 

ロ．場 所：八戸プラザホテル 

ハ．テーマ：「新幹線が変えた八戸」  

ニ．講 師：青森大学社会学部社会学科 准教授 櫛引 素夫 氏 

（２）イベント、キャンペーン等の開催または参加 

①「おんでやぁんせ八戸・久慈 観光復興キャンペーンin有楽町」の開催 

イ．開催日：平成26年7月19日(土) 

ロ．場 所：東京都ＪＲ有楽町駅前広場 

ハ．主 催：はちのへ観光復興委員会・久慈広域観光協議会 

ニ．内 容：八戸観光ＰＲ、久慈観光ＰＲ、郷土芸能「津軽三味線」披露、 

八戸・久慈特産品ＰＲコーナー、ステージイベント、 

パンフレットコーナー、ノベルティ配布、八戸せんべい汁試食等 

②「せたがやふるさと区民まつり」への出店 

イ．開催日：平成26年8月2日(土)～3日(日) 

ロ．場 所：東京都世田谷区馬事公苑 

ハ．主 催：世田谷区民まつり実行委員会 

ニ．内 容：八戸前沖さば串焼き並びに八戸せんべい汁等の 

実演販売と観光ＰＲ 

③「ハイウェイフェスタとうほく2014」への出店 

イ．開催日：平成26年8月23日(土)～24日(日) 

ロ．場  所：仙台市勾当台公園 

ハ．主  催：はいうぇい人街ネット地域連絡会 

(NEXCO東日本東北支社 他) 

ニ．内 容：八戸せんべい汁の実演販売、 

お土産品の販売を通じて八戸名物をＰＲ 

④「第38回目黒区民まつり」への出店 

イ．開催日：平成26年9月14日(日) 

ロ．場 所：東京都目黒区田道広場公園 

ハ．主 催：目黒区民まつり実行委員会 

ニ．内 容：八戸前沖さば串焼きの実演販売をし、 

八戸前沖さばをＰＲ 



⑤「東北エモーション」貸切事業の実施 

イ．開催日：平成26年10月10日(金) 

ロ．内 容：八戸駅～久慈駅間を運行している東北レストラン 

列車「ＴＯＨＯＫＵ ＥＭＯＴＩＯＮ」は各地か 

ら注目を浴びていることから、はちのへ観光復興 

委員会で当列車を貸し切り、実際に当企画を体験 

することによって、八戸地域における観光事業に 

対し、より認知・理解を深め、いっそうのＰＲに 

資した。 

ハ．参加者数：48名 

ニ．行 程： 

⑥「ふるさと祭り東京2015」への出店 

イ．開催日：平成27年1月9日(金)～18日(日) 

ロ．場 所：東京都 東京ドーム 

ハ．内 容：ふるさと祭り東京実行委員会 

ニ．主 催：八戸前沖さば串焼きの実演販売並びに八戸名物の 

物販を行うとともに、八戸の観光をＰＲ 

⑦「北東北の冬のパネル展」へのえんぶり出演 

イ．開催日：平成27年1月10日(土)～11日(日) 

ロ．場 所：ＪＲ大宮駅 

ハ．主 催：北東北三県観光立県推進協議会 

ニ．協 力：東日本旅客鉄道（株） 

ホ．内 容：郷土芸能の披露、パンフレットコーナーの設置等で八戸の観光をＰＲ 

※仲町えんぶり組が出演 

⑧「貸切お庭えんぶり」の開催 

イ．開催日：平成27年2月9日(月)、14日(土) 

ロ．場 所：更上閣 

ハ．内 容：クラブツーリズムとタイアップ企画にて 

更上閣を貸切にてえんぶり披露の実施 

ニ．参加者：99名 

⑨「がんばるぞ八戸！物産品商談会in東京」の開催 

イ．開催日：平成27年2月24日(火) 

ロ．場 所：東京都 大田区産業プラザ 

ハ．内 容：復興に向けがんばっている八戸の物産品を 

流通関連業者等にＰＲ 

ニ．出展者数：12社(水産加工品業者、酒造業者) 

ホ．来場者数：195名 

各自駅周辺散策
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（３）「はちのへ鮨」に関する会議等の開催 

年月日 内 容 等 

H26.6. 9 (1)現状報告と今後の課題について 

(2)今後の事業方針について 

7. 3 (1)懸案事項の取りまとめについて 

(2)今後の事業方針について 

11.11 (1)はちのへ鮨の試食・検討会 

（４）「殿様お祭り御膳」事業

①「殿様お祭り御膳」「お祭り姫御膳」の企画・実施 

イ．会議の開催

年月日 内 容 等 

H26.5.23 第１回打合せ 

(1)平成25年度「殿様お祭り御膳」・「殿様えんぶり御膳」参加店アンケート 

集計結果について 

(2)平成26年度「殿様お祭り御膳」について 

 ①昨年度の実施概要 

 ②今後のスケジュール（案） 

6.12 第２回打合せ 

(1)平成26年度「殿様お祭り御膳」実施に向けて 

6.24 第３回打合せ 

(1)実施要項について 

(2)辻占（おみくじ付菓子）、信順公写真について 

(3)ポスター、チラシ等デザイン概要について 

ロ．趣 旨：八戸地域は、東北新幹線八戸開業を契機として全国的な知名度が増したことにより、観 

光資源の見直しや新しい観光資源の開発に継続的に取り組んでいる状況である。特に今 

年は八戸藩開藩３５０年の節目を迎え、八戸地域内外から観光資源のさらなる活用が期 

待されている。 

また震災後の観光復興にも一層積極的に取り組むことが求められている。「殿様お祭り御 

膳」「お祭り姫御膳」は、八戸藩の歴史文献を参考に、料理人の方々が八戸地域の海山の 

恵み豊かな食材を活用した創作料理を加えて現代風にアレンジし、八戸三社大祭に向け 

た新たな食文化創造メニューとして提供する。 

本事業を通して、市民はもとより観光客にも、歴史に想いを馳せながら郷土の食文化を 

再発見して楽しんでいただき、「殿様お祭り御膳」「お祭り姫御膳」を八戸三社大祭との 

連携企画として定番化させ、祭りと料理に新たな魅力を生み出し、付加価値を高める観 

光素材としてPRして誘客推進を図り、さらには飲食店の振興など、地域経済の活性化に 

寄与する。  

ハ．主 催：八戸商工会議所、はちのへ観光復興委員会、 

(公社)日本料理研究会八戸支部八戸料理人会 

ニ．協 力：(公社)八戸観光コンベンション協会 

ホ．開催日：平成26年7月15日(火)～8月16日(土)の33日間 

へ．参加店舗：八戸プラザホテル（殿・姫）、料理茶ヤ 八重さわ（殿・姫）、 

日本料理 太一（殿）、古今料理 花乃（殿）、  

割烹 さんりく（殿）、割烹 萬鱗（殿）、味処 七味家（殿）、 

八戸パークホテル（姫）、割烹 銀波（姫）、菊乃里 鼓（姫）、 



グランドサンピア八戸（姫）、割烹 金剛（姫）、レストラン ユートリープラザ（姫） 

     以上13店舗 

ト．料理について 

ａ．説  明：安政４年(1857年)、八戸藩九代藩主の南部信順(なんぶのぶゆき)が法霊社(現おが 

み神社)の祭礼(現在の八戸三社大祭)を見物する時に供したとされる献立を、(公社) 

日本料理研究会八戸支部八戸料理人会の研究・監修により歴史文献を参考にしなが 

ら、現代風にアレンジした創作御膳。  

ｂ．主な献立：各店が工夫を凝らし、カレイ、ヒラメ、アワビ等の八戸地域の食材を使用した創作 

料理や、観光客向けに冷やし八戸せんべい汁、いちこ餅等の郷土料理で構成された 

彩り豊かな御膳。さらに今年の「殿様お祭り御膳」には、海の幸をふんだんに盛込 

んだ「漁火貝焼き」を組み込む。 

※品目、味、盛り付けは各店によって異なる場合がある。  

チ．料理の内容 

ａ．殿様お祭り御膳：3,600円(税込) 

ｂ．お祭り姫御膳：2,100円(税込)  

リ．平成26年度実績：殿様お祭り御膳：424食、お祭り姫御膳：360食、合計784食 

平成25年度 殿様お祭り御膳：264食、お祭り姫御膳：402食、合計666食 

平成24年度 殿様お祭り御膳：239食、お祭り姫御膳：224食、合計463食 

平成23年度 殿様お祭り御膳：349食 ※平成23年度は殿様お祭り御膳のみ 

②「殿様えんぶり御膳」「えんぶり姫御膳」の企画・実施 

イ．会議の開催 

年月日 内 容 等 

H26.10.21 打合せ 

(1)「お祭り御膳」アンケート結果について 

(2)「えんぶり御膳」の実施について 

ロ．趣 旨：「殿様えんぶり御膳」は、旧暦のえんぶりの日(正月)に江戸末期の八戸藩九代藩主南部信 

      順(なんぶのぶゆき) 公が食した御祝献立の歴史文献を参考に、地域の食材などを活用し 

た創作メニューを加え、現代風にアレンジし、提案するものである。 

本事業を通して、市民はもとより観光客にも、歴史に想いを馳せながら郷土の食文化を再 

発見して楽しんで頂き、「殿様えんぶり御膳」を八戸えんぶりとの連携企画として定番化 

させ、祭りと料理に新たな魅力を生み出し、付加価値を高める観光素材としてＰＲと誘客 

推進を図り、ひいては飲食店の振興など地域経済の活性化に寄与する。 

ハ．主 催：八戸商工会議所、はちのへ観光復興委員会、 

(公社)日本料理研究会八戸支部八戸料理人会 

ニ．協 力：(公社)八戸観光コンベンション協会 

ホ．開催日：平成27年2月1日(日)～2月28日(土)の28日間 

へ．参加店舗：八戸プラザホテル（殿・姫）、料理茶ヤ 八重さわ（殿・姫）、 

割烹 さんりく（殿・姫）、日本料理 太一（殿）、 

古今料理 花乃（殿）、割烹 萬鱗（殿）、味処 七味家（殿）、 

八戸パークホテル（姫）、割烹 銀波（姫）、菊乃里 鼓（姫）、 

グランドサンピア八戸（姫）、 

レストラン ユートリープラザ（姫）   以上１２店舗 

ト．料理について 

ａ．説  明：慶応三年(1867年)御前えんぶりの日に、八戸藩九代藩主の 



南部信順公が、食した御祝御膳を参考に、(公社)日本料理研究会八戸支部八戸料理人 

会の研究・監修により、旬の青森県産食材等を活用した新創作料理。 

ｂ．主な献立：各店が工夫を凝らし、ほっき、ひらめ、かれい、にしん、金頭（かながしら）等を使 

い、ほっき貝を太夫が被る烏帽子に見立てた「烏帽子北寄」、生干しタラと干し菜を 

使った「えんぶり豊年汁」などで構成された、彩り豊かな創作料理の御膳。 

※品目、味、盛り付けは各提供店によって異なる。 

チ．料理の内容 

ａ．殿様えんぶり御膳：3,600円(税込)  

ｂ．えんぶり姫御膳：2,100円(税込)  

ヌ．平成26年度実績：殿様えんぶり御膳：456食 えんぶり姫御膳：930食 合計1,386食 

平成25年度 殿様えんぶり御膳：330食、えんぶり姫御膳：533食、合計863食 

平成24年度 殿様えんぶり御膳：267食、えんぶり姫御膳：954食、合計1,221食 

（５）旅行商品造成事業 

①首都圏旅行エージェント訪問 

イ．開催日：平成26年5月16日（木）～17日(金)、12月4日(木)～5日(金) 

ロ．訪問先：クラブツーリズム㈱、㈱農協観光、㈱阪急交通社、近畿日本ツーリスト個人旅行㈱ 

②造成された商品 

   「みちのく２つのローカル線と世界遺産・中尊寺の初詣 三陸鉄道の車窓から眺める初日の出」 

    （八戸せんべい汁のご賞味、八戸市内ホテルへの宿泊）       

「みちのく潮風トレイルと三陸鉄道」（葦毛崎展望台から種差海岸までハイキング） 

   「ネイチャーガイドと歩く「花の渚」種差海岸 リアス海岸を走る海沿いのローカル列車 

「八戸線」と恐山・大間崎・尻屋崎・仏ヶ浦 下北半島」 

    （ネイチャーガイド同行で種差海岸から名勝「葦毛崎展望台」の遊歩道を散策） 

「熱き夏の宴 桟敷席で見るねぶた・竿燈まつりと十和田・奥入瀬・世界遺産 平泉・中尊寺」 

 （八戸市内ホテルへの宿泊） 

「東北の夏を代表する「青森ねぶた」と感動の妙技「秋田竿燈まつり」」 

 （八戸市内ホテルへの宿泊、八食センターで買い物） 

「十和田・奥入瀬・八甲田・八幡平・平泉・角館・厳美渓 お帰りは「はやぶさ」利用 

みちのく紅葉１１景めぐり３日間」 

       （八戸市内ホテルへの宿泊、屋台村・みろく横丁での夕食） 

      「北山崎・浄土ヶ浜・陸前高田・気仙沼・南三陸・松島 海輝く希望の三陸リアスライン縦断の旅」 

（八戸市内ホテルへの宿泊、屋台村・みろく横丁での夕食） 

      「坂上田村麻呂伝承と青森のピラミッドと巨石信仰の旅」 

（櫛引八幡宮見学、八戸市内ホテルへの宿泊） 

      「三陸鉄道・浄土ヶ浜・北山崎・小袖海岸 桟敷席から！熱き夏の宴「青森ねぶた祭」」 

       （八戸市内ホテルへの宿泊） 

      「桟敷席付き！青森ねぶた祭り・秋田竿燈まつり 秋田竿燈まつりは徒歩で会場へ行ける♪」 

 （八戸市内ホテルへの宿泊） 

「日本海海岸線ドライブ・五能線ローカル列車 下北・津軽・男鹿 みちのく三大半島めぐり」 

 （八戸市内ホテルへの宿泊） 

「よくばり！東北夏祭り6日間」（種差海岸、八戸三社大祭の見物、八戸市内ホテルへの宿泊） 

      「石垣大修理前の「弘前城」 北東北７名城めぐり４日間」（根城見学、八戸市内ホテルへの宿泊） 

      「歴史刻む東北夏祭り 弘前ねぶた・さんさ・八戸三社大祭」 

（八戸三社大祭見学、八戸市内ホテルへの宿泊） 


