年度：２０１９年 ＬＯＭ番号：０４１９
【褒賞申請書】
事業名称

大船渡復興グルメフェスティバル 2018FINAL

カテゴリー

経済開発プログラム

申請ＬＯＭ

東北地区岩手ブロック協議会 一般社団法人大船渡青年会議所

ＬＯＭの人数

23 名

理事長名

猪股 博光

担当者名

畠山 博史

担当者携帯番号
事務局住所
事務局ＴＥＬ

本事業の参加者

090-4425-7712

担当者Ｅ－Ｍａｉｌ info@ofunatojc.com

岩手県大船渡市盛町字中道下 2-25

0192-27-1285

事務局ＦＡＸ 0192-27-8448

会員数

15 名

関係者数

78 名

一般参加者数

2,039 名

本事業も東日本大震災以降、当会議所創立 45 周年記念事業を機に 6
回の開催となった。その間、大船渡の食の魅力を発信し、復興へ向けた市
民の活力を創出することを目指してきた本事業もまちの復興は進み、新た
事業実施に至る背景

な景観を形成しつつある街並みの中ではもはや復興への目標は果たされ
た。今このまちに必要なのは復興を目指す力ではなく振興へ繋ぐ新たな市
民の活力だ。そこでこのまちにかかわる人々へ三陸・大船渡夏まつりの中
で食を通じて新たな方向性を示し、まつりの盛り上がりから活力を肌で感じ
て頂き、まちを牽引する私たちメンバーこそが明日を指し示す標となり振興
へ繋げなければならないと考え本事業を実施するに至る。
復興から脱却し大船渡の地域の魅力溢れる「食」を通じて市民と共に大船

事業目的

渡の夏まつりを盛り上げ、新たな大船渡の魅力を創出し振興へ繋ぎメンバ
ーがまちの活力を指し示す標となることを目的とする。

ＳＤＧ‘ｓの該当項目

（ＳＤＧ‘ｓの該当項目を記載）
2.1 2030 年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を

含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得ら
れるようにする。
4.1 2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な
学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を
修了できるようにする。
7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギ
ーの割合を大幅に拡大させる。
12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業
に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入す
る。
・まちを活性化させる「食」を通じた新たな魅力の発信をテーマとしたご当地
グルメグランプリ。地元大船渡と近隣沿岸被災地の食材や物品のブースを
設置してのグルメ大会を実施した。
事業概要

・ブースの一角にバイオマスエネルギーの展示場を設け、家庭内廃油から
再生可能なエネルギー資源の活用方法を来場者の方へ提案した。
・県外の高校生をお招きし地域資源の保護と人とのかかわり方を学んで頂
き、高校生が住まう地にて大船渡の魅力を発信して頂くために須崎川の清
掃活動と出展ブースの PR 及びアンケート収集を行った。
2018 年 08 月 04 日（土）11：00～16：00
11：00

大船渡復興グルメフェスティバル 2018FINAL 開始

11：30

神奈川県立向上高等学校生徒 須崎川清掃活動

11：30

環境パートナーシップ岩手 「廃油から再生エネルギーを」開始

開催期間・

15：00

来場者各ブース投票終了

タイムスケジュール

15：50

投票結果発表・グランプリ授与式

16：00

大船渡復興グルメフェスティバル 2018FINAL 終了

※事業終了後、21：00 まで出店業者販売継続、メンバー会場管理

株式会社キャッセン大船渡 5 街区駐車場
開催場所

〒022-0002
岩手県大船渡市大船渡町字野々田 10-3

事業区分

継続

公益・共益区分

公益事業

事業総予算・収支

（収益の部）
事業繰入金

決算額
130,000 円

予算額
135,000 円

受取民間助成金

964,673 円

1,000,000 円

1,094,673 円

1,135,000 円

賃貸料

669,893 円

665,798 円

保険料

27,485 円

27,485 円

インフォメーション関

45,360 円

48,600 円

540 円

432 円

345,995 円

344,968 円

5,400 円

5,400 円

1,094,673 円

1,135,000 円

収益計
（費用の部）

係費
支払手数料
委託費
雑費
費用計
収支差額
共催

42,317 円
・三陸・大船渡夏まつり実行委員会 共催

協賛
後援
・株式会社キャッセン大船渡 会場使用・水道経路側溝使用
・大船渡警察署 安全面の指導
・大船渡保健所 臨時営業許可申請
協力団体

・大船渡消防署 露店開設届
・出店飲食 14 店舗 ブース出店
その他

・神奈川県立向上高等学校生徒 須崎川清掃・生涯学習活
動・運営補助
・環境パートナーシップ岩手 ブース出展
・FM ねまらいん 事業 PR
・株式会社岩手日報社 事業告知
・株式会社東海新報社 事業告知

事業対象者

大船渡市内外の一般市民
【2018 年 5 月～2018 年 10 月】

行動

【2018 年 5 月】

（ＡＣＴＩＯＮ ＴＡＫＥＮ）

・大船渡復興グルメフェスティバル 2018FINAL 実行委員会設立
【2018 年 6 月】

・実行委員会での事業内容精査
・協力者渉外活動
・市内団体と打ち合わせ開始
・実行委員会での事業内容精査
・理事会での協議
・市内団体と具体的企画の協議
・各種参考人から意見聴取
・各種申請
【2018 年 7 月】
・実行委員会での事業内容精査
・各種媒体での開催告知
・出店業者説明会
・協力団体最終会議開催
・理事会審議
【2018 年 8 月】
・事業実施
・関係団体への御礼状の交付
・協力者・関係者清算
・大船渡夏まつり実行委員会（大船渡商工会議所）決算報告及び監査
【2018 年 9 月】
・報告書作成
【2018 年 10 月】
・理事会での報告書審議

・投票延数 2,024 票から検証し動員計画数の近似値を得て盛り上がりの創
出に繋がった。
・海のまちと認める大船渡ではあるが来場者が決したグランプリメニューは
結果
（ＲＥＳＵＬＴ）

332 票を得た「大船渡ソースカツ丼」で新たな大船渡の魅力を発信できた。
次点の 318 票を得た黒船「秋刀魚だしラーメン」も大船渡の特産品でもある
秋刀魚を活用したラーメンも大船渡の魅力を再認識して頂く機会を得た。
・向上高校の生徒のご協力を得て過去最高の回答率を得て、内容から
未だこの事業のことを知らない方も多く、新たに一般の方へ大船渡の食の
魅力を伝えられ、大いに盛り上げて頂けたと検証する。

地域社会への影響

ＬＯＭへの影響

・三陸大船渡夏まつりへ来場するきっかけの創出。
・地域特産の新たな活用方法の創出と新たな地域特産品の発信。
行政・市民・大船渡以外の方と連帯し新たな大船渡にかかわる食の魅力の発
信をする事でまちの明日への活力に繋ぐ成功体験を得た。

本事業で発信した食が地域の特産品・名物へ市民の皆様が昇華させ、ま
事業の長期的な影響

ちの産業の活性化及び他地域の方を招く原動力となり得た。

考察や推奨

〈運営上の問題点〉
・来場者対応が多く、運営本部を無人にしてしまい結果来場者数対応が不
充分になった。
・日除けテントが足りず参加者が熱中症になる可能性があったことから、充
改善点

分にテントを用意しておくべきでした。
・エントリーメニューが類似しているブースを隣り合わせにしてしまい投票に
支障が出た。
・キッチンハウスの水道管破損によりブース出展者に十分に作業をできな
い時間が生じた。

ＪＣＩ活動計画の推進
・（影響力） 市民の皆様に地場産品を活用した食を提供することで新たな
特産品の創出に繋げて地域愛の醸成と飲食業をはじめとする産業活性化
へ貢献。
ＪＣＩ活動計画の推進

・（意欲） 地場産品創出から地域の誇りと郷土愛の醸成。

ＪＣＩ ＶＩＳＩＯＮ活動計画の推進

・（投資） 産業活性化を目的とした公益目的支出を計画。

ＪＣＩ ＭＩＳＳＩＯＮ活動計画の推進

・（協力） 大船渡市・大船渡商工会議所を中心に結成された三陸・大船渡
夏まつり実行委員会を基に大船渡関係団体と連携を図れた。
・（つながり） 市内の団体・県外の方々と連携を取り、まちの活性化へ繋ぐ
成功体験と信頼関係を得た。

（事業風景の写真、新聞記事、参加者や協力者から寄せられた感想文 など）

添付資料
・事業風景写真
ＰＤＦ資料２ＭＢ、５ページ以内

・ポスター（表・裏）

（輝く東北ＡＷＡＲＤＳ 申請概要）
運営事務局長 猪股博光

＜キャッチコピー等＞
復興から振興へ

まちの活力たる標となれ

＜事業名＞
大船渡復興グルメフェスティバル 2018FINAL
一般社団法人大船渡青年会議所は 2018 年 8 月 4 日（土）三陸大船渡夏まつりの中、震災後新たな商業街区と
して誕生したキャッセン大船渡を会場に復興から振興へ転換し新たな大船渡の魅力を創出しまちの活性化に繋
げるために「大船渡復興グルメフェスティバル 2018FINAL」を開催致しました。
創立 45 周年記念事業を機に始まった本事業も 6 回を経て過去最高の来場者数を得て、新たな試みとして大船
渡の食材を活用した新たなメニューの提案・食にかかわる環境問題の解決を試みる提案。
そして、県外から高校生をお招きし共に地域資源を考える生涯学習を行うなど、まつりの盛り上がりの中で市民
意識変革に繋げる取り組みを行いました。

＜大船渡復興グルメフェスティバル 2018FINAL」を開催
詳細な事業内容
期日：2018 年 8 月 4 日

11：00～15：00（表彰式 16：00）

会場：〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字野々田 10-3
キャッセン大船渡

5 街区駐車場

（事業内容）
会場内 14 店舗には大船渡周辺の食材を使用して頂き、大船渡の
魅力・地域の名物になり得るものをエントリーメニューとして提
示し販売。来場者には最も趣旨に合うメニューへ投票して頂きグ
ランプリを決して頂く食の祭典事業を行いました。
その他に会場内には「環境パートナーシップ岩手様のご協力の
下、廃油から再生エネルギーを創出する展示ブース・実験等行っ
て頂き、環境問題とエネルギー問題改善を来場者へお示しする新
たな試みにも挑戦しました。
また、神奈川県向上高等学校の生徒をお招きし地域資源の保護
をともに考え、まちの魅力を高校生が住み暮らす街へ発信して頂
くために須崎川の清掃活動と来場者の対応をメンバーと一緒に行
う事業を展開しました。

