
２．事業経過

年 月 日 内 容 備 考
3 4 10 東北DC大槌かがり火視察 大槌

12 子安地蔵清掃整備 浄土ヶ浜
13 JTBクルーズ部来訪対応 宮古港フェリーターミナル
15 津軽石川鮭稚魚壮行会 津軽石川
16 閉伊川鮭稚魚壮行会 閉伊川
16 コロナウイルス連絡会議 イーストピア宮古
19 浄土ヶ浜をきれいにする会総会 イーストピア宮古
20 三陸復興国立公園宮古集団施設地区運営協議会総会 水産科学館
20 三王真崎をきれいにする会総会 田老公民館
21 県観光協会教育旅行誘致宣伝部会総会 マリオス
21 岩手県内旅行会社訪問（防災教育旅行関係）  　　　　　　～4/22 県内
23 JR盛岡支社東北DC打合せ（オンライン） 宮古駅前総合観光案内所
24 浄土ヶ浜クリーン作戦 浄土ヶ浜
28 産学公連携事業観光勉強会 宮古短大
29 霊鏡祭 浄土ヶ浜レストハウス

5 10 宮古市議会議員意見交換会 宮古市役所
17 県観光協会全員協議会 盛岡グランドホテル
20 岩手観光の日一万人大清掃 市内
27 みやこ宿泊割盛岡キャラバン 盛岡市

6 2 地域総合講座講師 宮古短大
5 ポケモントレイン宮古号対応 宮古市内
6 鍬ケ崎元気市 七滝公園
8 宮古短大協力会総会 イーストピア宮古

10 理事会 浄土ヶ浜レストハウス
11 宮古夏祭り協賛会 宮古商工会議所
14 三陸海岸魚彩王国実行委員会総会 宮古ホテル沢田屋
16 田老観光イベント実行委員会総会 田老公民館
18 宮古サーモンハーフマラソン大会実行委員会総会 シーアリーナ
18 宮古市国際交流協会総会 イーストピア宮古
23 浄土ヶ浜園地内草刈り 浄土ヶ浜
25 新型コロナウイルス連絡会議 イーストピア宮古
26 トレイルタウン宮古インポジウム うみまちひろば
29 社員総会 浄土ヶ浜レストハウス

7 1 三陸ジオパーク認定ガイド普通救命講習 宮古消防署
3 三王園地清掃 三王園地

10 浄土ヶ浜まつり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～7/11 浄土ヶ浜
13 ＩＢＣラジオ三陸キャラバン対応 浄土ヶ浜
15 文教、立教大学オンライン講義講師 オンライン
16 磯の生物展オープニングセレモニー出席 岩手県立水産科学館
17 浄土ヶ浜清掃 浄土ヶ浜
17 読売旅行オンラインツアー対応 オンライン
18 黒森神社例大祭エコウォーク・モニターツアー 黒森神社
18 鍬ケ崎元気市 七滝公園
19 新型コロナウイルス連絡会議 イーストピア宮古
19 国道340号宮古岩泉間整備促進期成同盟会通常総会 イーストピア宮古
21 岩手県教育旅行誘致説明会（首都圏エリア） オンライン
22 浄土ヶ浜臨時警戒所開所式 浄土ヶ浜
27 現地復興推進本部会議 宮古合同庁舎
28 岩手県教育旅行誘致説明会（北海道エリア） オンライン
29 みやこスポーツコミッション連絡会議 宮古市役所
31 うみどり公園オープニングイベント うみどり公園

8 2 浄土ヶ浜イルミネーション打合せシュミレーション 浄土ヶ浜レストハウス
3 三陸国際ガストロノミー会議 オンライン
4 宮古真鱈まつり実行委員会 イーストピア宮古
5 浄土ヶ浜ビジターセンター300万人達成セレモニー 浄土ヶ浜ビジターセンター
5 道の日Ｉin宮古クリーン作戦 宮古消防署

14 ＪＲ臨時列車風っ子対応　　　　　　　　　　　　　　　　～8/15 宮古駅
19 遊覧船クラウドファンディングＰＲキャラバン 盛岡市内



年 月 日 内 容 備 考
3 8 20 新型コロナウイルス連絡会議 イーストピア宮古

25 宮古観光文化交流協会役員会 宮古ホテル沢田屋
25 浄土ヶ浜イルミネーション打合せ 浄土ヶ浜レストハウス

9 10 田老観光イベント実行委員会臨時総会 田老総合事務所
21 宮古観光文化交流協会役員会 宮古ホテル沢田屋
24 ＪＴＢツアー対応 浄土ヶ浜レストハウス
29 Instagramフォトコンテスト審査 イーストピア宮古
29 秋の交通安全運動参加 宮古駅前

10 2 宮古市産業まつり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～10/3 シーアリーナ
8 宮古鮭祭実行委員会 ホテル近江屋
9 八幡平市山賊まつりＰＲ　　　　　　　　　　　　　　　　～10/10 八幡平市さくら公園

10 遊覧船クラウドファンディングキャラバン　　　　　　　　～10/12 盛岡市
13 産学公連携事業観光ワークショップ 県立大学宮古短期大学部
15 新型コロナウイルス連絡会議 イーストピア宮古
17 宮古サンマまつり 浄土ヶ浜
18 臨時理事会 ホテル近江屋
19 ＩＢＣ感謝祭ロケ対応 浄土ヶ浜レストハウス
19 観光庁観光磨き上げ事業打合せ 浄土ヶ浜レストハウス
22 みやこ宿泊割第５弾説明会 シートピアなあど
25 岩手県観光協会エージェント招待会意見交換会 グリーンピア三陸みやこ
26 阪急交通社視察対応 宮古市内
27 観光庁観光磨き上げ事業打合せ 宮古ホテル沢田屋
29 宮古市民劇実行委員会 うみマチひろば
30 観光庁観光磨き上げ事業打合せ 宮古駅前総合観光案内所

11 3 鍬ケ崎元気市 七滝公園
4 観光庁磨き上げ事業説明会 ホテル近江屋
9 岩手県観光客誘致説明会（首都圏エリア） オンライン
9 観光庁磨き上げ事業打合せ オンライン

10 三陸ジオパーク研修会 久慈市
13 産学公連携事業観光地実地調査 岩泉町
16 岩手県観光客誘致説明会（名古屋大阪エリア） オンライン
17 観光庁磨き上げ事業打合せ 宮古駅前総合観光案内所
18 観光庁磨き上げ事業打合せ シートピアなあど
18 岩手県教育旅行誘致説明会（名古屋大阪エリア） オンライン
20 客船にっぽん丸入港歓迎対応 藤原埠頭
21 宮古もてなし観光・文化検定 シートピアなあど
21 ＪＲ三陸トレインみやこ対応（田老鮭あわびまつり） 宮古駅
21 田老観光ホテル一般公開対応 津波遺構田老観光ホテル
22 新型コロナウイルス連絡会議 イーストピア宮古
22 田老大漁まつり実行委員会 田老漁協
23 陸中宮古青年会議所創立50周年記念式典 市民文化会館
24 復興庁学ぶ防災知見対応 道の駅たろう
25 宮古鮭まつり出店者説明会 シートピアなあど
25 日本一の大熊手奉納祭実行委員会 宮古市役所2-2会議室
27 イベントシャトルバス打合せ うみどり公園
28 鍬ケ崎元気市 七滝公園
29 新年交賀会打合せ 宮古商工会議所
29 浄土ヶ浜ビジターセンター運営協議会臨時役員会 宮古市役所5-2会議室
30 新聞社招聘事業対応（サンケイスポーツ編集局） 宮古市内

12 1 新聞社招聘事業対応（サンケイスポーツ編集局） 宮古市内
1 観光庁磨き上げ事業打合せ シートピアなあど
2 観光庁磨き上げ事業打合せ オンライン
4 国道３４０号宮古岩泉間整備促進住民総決起大会 新里トレーニングセンター
5 観光庁磨き上げ事業モニターツアー 宮古市内
6 鮭図画コンクール図画審査会 シートピアなあど
6 ワーケーションセミナー オンライン
7 観光庁磨き上げ事業打合せ ウミまち広場

10 暴力追放宮古地区県民会議 陸中ビル
11 観光庁磨き上げ事業モニターツアー 宮古市内
13 岩手県内ＤＭＯ会議 オンライン



年 月 日 内 容 備 考
3 12 16 東北域内ＤＭＯ会議 オンライン

19 宮古鮭まつり うみどり公園
22 宮古地方交通安全大会 山田町

4 1 1 本州最東端初日の出対応 浄土ヶ浜
4 観光庁磨き上げ事業打合せ オンライン

10 鮭図画コンクール表彰式 シートピアなあど
13 次回みやこ宿泊割打合せ イーストピア宮古
14 新型コロナウイルス連絡会議 イーストピア宮古
15 宮古市社会福祉大会 市民文化会館
16 重茂早採りわかめ「春いちばん」まつり　トンガ火山噴火津波警報により中止 事務所にて中止対応
17 宿泊施設神楽宿企画打合せ 浄土ヶ浜旅館
21 臨時役員会 宮古ホテル沢田屋
23 宮古真鱈まつり 宮古市魚市場
23 ＪＲ企画列車「宮古真鱈号」対応 宮古駅～宮古市魚市場
28 交通観光部会 宮古商工会議所

2 2 魚彩王国打合せ会議 浄土ヶ浜レストハウス
2 毛ガニまつり打合せ 宮古市魚市場
3 毛ガニまつり出店者会議 シートピアなあど
5 宮古商工高校成果発表会 イーストピア宮古
7 役員会 ホテル近江屋
8 産学公連携観光モデルコース設定ワークショップ 県立大学宮古短期大学部

15 岩手県緑化推進委員会 宮古市役所
15 グーグルアナリティクス講習会 オンライン
15 山海漬ロケ同伴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～2/16 宮古市内
16 新型コロナウイルス連絡会議 イーストピア宮古
17 マーケティング調査会　　　　　　　　　　　　　　　　　～2/18 オンライン
18 役員会 宮古ホテル沢田屋
22 連絡調整会議 オンライン

3 3 宮古毛ガニまつり盛岡キャラバン 盛岡市内
3 岩手日報取材対応（毛ガニまつりオンライン） 宮古駅前総合観光案内所

10 ＮＨＫ取材対応 たろう観光ホテル
10 浄土ヶ浜ライトアップ　　　　　　　　　　　　　　　　　～3/13 浄土ヶ浜
11 ＮＨＫ取材対応 たろう観光ホテル
11 宮古毛ガニまつりオンライン練習 魚菜市場
12 宮古毛ガニまつりオンラインYouTube生配信 魚菜市場
13 ＪＲ臨時列車宮古毛ガニ号対応 宮古市内
15 三陸沿岸道路の利活用と地域活性化のための会議 シートピアなあど
15 遊覧船を活用いた地域活性化セミナー オンライン
15 ホームページリニューアル打合せ オンライン
18 みやこ宿泊割第６弾説明会 シートピアなあど
18 東北ＤＭＯ会議 オンライン
22 宮古真鱈まつり実行委員会 宮古市役所
23 三陸復興国立公園宮古集団施設地区運営協議会看板設置打合せ 浄土ヶ浜
23 観光庁看板商品の創出事業打合せ オンライン
23 ホームページリニューアル打合せ ゲストハウス3710
24 宮古市国際交流協会理事会 イーストピア宮古
25 毛ガニＰＲ動画作成打合せ 宮古駅前総合観光案内所
25 みやこ市民劇実行委員会総会 宮古市民文化会館
29 ホームページリニューアル打合せ ゲストハウス3710
30 たろう大漁まつり実行委員会 田老町漁協
31 ホームページリニューアル打合せ オンライン


