令和元年度

事業報告

【公益目的事業】
Ⅰ

観光事業

１ 観光情報発信・観光客誘致事業
（１）情報発信・誘致事業
◎「おかやま果物時間」キャンペーンへの参画による観光客の誘致（７月～１１月）
ア おかやま果物時間オープニングイベント
・期
日：令和元年７月１日（月）
・会
場：ＪＲ岡山駅後楽園口（東口）駅前広場
・内
容：岡山市ブースとしてＪＡ協力のもと物産販売

【オープニングイベント】
【岡山市ブース】
◎岡山芸術交流２０１９への協力
ア 岡山市公式観光情報サイト「おかやま観光ネット」やＳＮＳ等で情報発信し、誘客に
努めた。
イ 管理施設である岡山城廊下門・不明門での作品展示に協力した。
◎瀬戸内国際芸術祭２０１９への協力
ア 犬島の観光パンフレットのリニューアル。多言語（日・英・簡・繁・韓）対応。
イ 犬島港・宝伝港に観光案内所を設置、岡山市内の観光パンフレットを提供しスムーズ
な観光案内を行った。
◎インターネット（公式サイト・Facebook・Twitter 等）による情報発信強化
ア 情報たから箱事業
岡山市公式観光情報サイト「おかやま観光ネット」では、人気のコンテンツ（GW、
夏祭り、秋のお出かけ、お花見、各特集ページ）を作成し、お花見特集ページでは、
アンケートで希望を取り、協会正会員の商品（弁当、酒、和菓子、ジェラート）を紹
介。また、Facebook・Twitter を活用し、岡山市内の旬なイベント・観光情報を発信
しつつ、ユーザーが求める情報を提供した。
【年間総ページビュー数（岡山城を含む）
】
平成２９年度 約２７１万件 （月平均 約２３万件）
平成３０年度 約２３６万件 （月平均 約２０万件）
令 和 元 年 度 約２５４万件 （月平均 約２１万件）
イ レジャー・遊び・体験の販売・予約サイト「asoview!」への体験素材掲出
事前予約サイトへ岡山城天守閣内備前焼工房での備前焼体験を掲載し、体験情報の発

信と新しい 顧客の獲得を目指した。
◎地域スポーツチームとのコラボレーションによる観光情報発信
地元スポーツチーム（岡山シーガルズ、ファジアーノ岡山）とのコラボレーションによ
る観光振興事業を実施した。
ア 岡山シーガルズ
○ホームゲーム会場での観光ＰＲ
ホームゲーム会場で観光ブースを設置し、県外から来られた観戦者に対して観光案
内と観光パンフレットの配布を実施した。
・期日：令和元年１２月２１日(土)～２２日(日) 会場：ジップアリーナ岡山

【岡山観光ブース】
【観光パンフレット配布の様子】
イ ファジアーノ岡山
○応援うちわ企画への協力
・作成枚数：２００枚
○アラウンド・ザ・日本三名園への協力
日本三名園(偕楽園、兼六園、岡山後楽園)のおひざ元にホームタウンをおく３クラ
ブ(水戸ホーリーホック、ツエーゲン金沢、ファジアーノ岡山)で開催される「アラ
ウンド・ザ・日本三名園」事業に協力し、岡山後楽園や岡山市のＰＲイベントを試
合会場で実施した。
（ア）ツエーゲン金沢戦（アウェー）での観光ＰＲ
・期 日：令和元年１１月１０日（日）
・会 場：石川県西部緑地公園 陸上競技場（石川県金沢市）

【岡山観光ブース】
【岡山クイズの様子】
（イ）水戸ホーリーホック戦（アウェー）での観光ＰＲ
・期 日：令和元年１１月２４日（日）
・会 場：ケーズデンキスタジアム水戸（茨城県水戸市）

【岡山観光ブース】
（ウ）ツエーゲン金沢戦（ホーム）での観光ＰＲ
・期 日：令和２年２月２３日（日）
・会 場：シティライトスタジアム

【岡山クイズの様子】

【岡山観光ブース】
【アウェーゲートにて岡山ＰＲ】
ウ 岡山駅地下通路広場(ももたろう観光センター前)賑わい創出事業
岡山駅地下通路広場の賑わいの創出を図るため、地元スポーツ団体等と協働し各種イ
ベントを実施した。
○ＰＡＲＴ１
【タイトル】祝！Ｔリーグ 2018-2019 シーズン岡山リベッツ準優勝記念イベント
～白神宏佑監督と卓球をしよう！～
【協 力】 岡山リベッツ
【日 時】 令和元年６月２日(日)
【内 容】 卓球チャレンジコーナーほか
○ＰＡＲＴ２
【タイトル】祝！トライフープ岡山 男子プロバスケットボールリーグ(Ｂ３)参入記念
～プロバスケットボール選手と交流しよう！～
【協 力】 トライフープ岡山
【日 時】 令和元年７月７日(日)
【内 容】 選手指導イベントほか

【卓球チャレンジの様子】

【
「こどもバスケットボール教室」の様子】

○ＰＡＲＴ３
【タイトル】ドローン普及イベント
【協 力】 (一社)日本マルチコプター協会
【日 時】 令和元年７月２８日(日)
【内 容】 ドローン体験ほか

【ドローン体験の様子】
エ おかやまスポーツプロモーション研究会への参画
研究会は、岡山市を中核としたスポーツまちづくりを研究する産官学金言スポーツの関
係者で構成している任意団体。毎月１回、定例会が開催されており、当協会もこの研究
会に参画しスポーツまちづくりに関する取り組みの発表や情報収集を行った。
オ おかやまスポーツプロモーション機構事務局の運営
○おかやまスポーツプロモーション機構の活動
（ア）海外ナショナルチームのキャンプに係る取り組み
・ブルガリア共和国女子レスリングナショナルチーム・観光エクスカーション
期 日：令和元年５月１３日（月）
場 所：備前焼土ひねり体験、鷹取醤油

【備前焼土ひねり体験の様子】

【記念撮影】

期 日：令和元年５月１７日（金）
場 所：岡山城天守閣・岡山後楽園

【岡山城】

【岡山後楽園】

・ドミニカ共和国女子バレーボールナショナルチーム・観光エクスカーション
期 日：令和元年９月１１日（水）
場 所：岡山城、岡山後楽園

【岡山城】
【岡山後楽園】
（イ）トライフープ岡山＆岡山リベッツコラボレーション応援幕の掲出・お披露目式
岡山のプロスポーツチーム全体を応援する気運をより一層高めることを目的に
「トライフープ岡山」
「岡山リベッツ」の応援幕を奉還町商店街に掲出した。
・期 日：令和２年２月１３日（木）
・会 場：奉還町りぶら横

【お披露目式】
【取材の様子】
（ウ）スポーツイベント等における域外観戦者・参加者対象マーケティング調査の実施
全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ（岡山大会）にて、
域外観戦者アンケートを対面面接法により実施した。
・期 日：令和２年２月１５日（土）
・会 場：ジップアリーナ岡山・岡山市総合文化体育館
（エ）おかやまトップスポーツ協議会の設立
トップスポーツ団体との合意形成や更なる連携関係を構築するため、おかやまス
ポーツプロモーション機構内に「おかやまトップスポーツ協議会」を設立した。
○参加団体 ９団体（五十音順）
岡山シーガルズ／岡山リベッツ／ＧＲＯＰ ＳＩＮＣＥＲＩＴＥ ＷＯＲＬＤ－
ＡＣ／シティライト岡山硬式野球部／全日本フリースタイルＢＭＸ連盟／天満
屋女子陸上競技部／トライフープ岡山／平林金属ソフトボール部／ファジアー
ノ岡山
○お披露目会
・期 日：令和２年２月１８日（火）
・会 場：岡山コンベンションセンター

【お披露目会】
◎他団体との連携事業

【取材の様子】

ア 岡山市内の旅館ホテル会加盟７施設とＯＴＡ（じゃらん、楽天）
、ＪＴＢ商事と連携し
「祝日本遺産宿泊プラン」を２月～３月の２ヶ月間実施した。
イ ＪＲ西日本高槻駅で開催された「ＪＲ地域共生イベント」に参加して日本遺産「桃太
郎伝説の生まれたまち おかやま」のＰＲを実施した。
◎おかやま桃太郎まつりへの参画
ア 第１９回おかやま桃太郎まつり＜第２６回うらじゃ＞
駅前総合案内所の運営を行った。案内所へは通訳ボランティアを設置し、外国人観光
客への対応を行った。
・期
日：令和元年８月３日（土）～４日（日）
・会
場：市役所筋、岡山駅前広場ほか
イ 秋のおかやま桃太郎まつり
・期
日：令和元年１０月１２日（土）～１４日（月・祝）
・会
場：岡山城一帯、石山公園ほか
※１０月１２日（土）は台風１９号の影響により中止
ウ ＭＯＭＯＴＡＲＯＨ ＦＡＮＴＡＳＹ ２０１９
・期
日：令和元年１２月５日（木）～令和２年１月５日（日）
・会
場：岡山駅前東口広場・西口広場一帯
◎おかやま城下町物語実行委員会事業の運営
ア 春の烏城灯源郷
・期
日：平成３１年４月２６日（金）～令和元年５月６日（月・祝）
・会
場：烏城公園（岡山城一帯）

【春の烏城灯源郷①】

【春の烏城灯源郷②】

イ

元号改正記念 岡山城（不明門）で婚姻届を受け付けます！
・期 日：令和元年５月１日（水・祝）
・会 場：岡山城本段（不明門）

【婚姻届①】
【婚姻届②】
ウ ゴールデン夜市
・期
日：令和元年５月３日（金・祝）～５日（日・祝）
・会
場：石山公園
エ 烏城おしろあそび
・期
日：令和元年５月３日（金・祝）～５日（日・祝）
・会
場：岡山城天守閣前広場

【ゴールデン夜市】
【烏城おしろあそび】
オ 岡山城天守閣「歴史講座」 会場：岡山城不明門
○第１回
・期
日：令和元年７月２０日（土）
・講
師：小和田哲男氏（静岡大学名誉教授）
・内
容：秀吉の備中高松城攻めと本能寺の変
○第２回
・期
日：令和元年８月１７日（土）
・講
師：中井 均氏（滋賀県立大学教授）
・内
容：宇喜多氏の城郭―居城・支城・陣城をめぐって
○第３回
・期
日：令和元年８月２４日（土）
・講
師：三浦正幸氏（広島大学名誉教授）
・内
容：岡山城本丸御殿～空中廊下で結ばれた三つの御殿～
○第４回
・期
日：令和元年１２月１日（日）
・講
師：浅利尚民氏（就実大学人文科学部准教授）
・内
容：池田家伝来 能面・能装束の 300 年

○第５回
・期
日：令和２年１月１８日（土）
・講
師：佐藤寛介氏（東京国立博物館主任研究員）
・内
容：岡山城ゆかりの名刀
○第６回
・期
日：令和２年２月２２日（土）
・講
師：黒田基樹氏（駿河大学 副学長）
・内
容：小早川秀秋の生涯
カ 夏休み Kids in 岡山城
会場：岡山城不明門
○第１回
・期
日：令和元年７月２７日（土）
・講
師：足守プラザ 工房インストラクター
・内
容：桃太郎と鬼のお面
○第２回
・期
日：令和元年７月２８日（日）
・講
師：岡山城天守閣内備前焼工房スタッフ
・内
容：オリジナルキャンドル
○第３回
・期
日：令和元年８月１８日（日）
・講
師：小野田 伸氏（岡山シティーミュージアム学芸員）
・内
容：岡山城のペーパークラフト
○第４回
・期
日：令和元年８月２５日（日）
・講
師：おかやま城下町実行委員会スタッフ
・内
容：段ボール甲冑
○第５回
・期
日：令和元年８月３１日（土）
・講
師：片岡 学氏（岡山市立操南小学校教諭）
・内
容：トークイベント
あなたの町・岡山をつくった親子をあなたは知っていますか？
～信長・秀吉・家康と共に戦国を駆け抜けた宇喜多直家・秀家～

キ

【歴史講座】
【夏休み Kids in 岡山城】
夏の烏城灯源郷
・期
日：令和元年８月１日（木）～３１日（土）
・会
場：烏城公園（岡山城一帯）

ク

オ盆夜市
・期
日：令和元年８月１０日（土）～１２日（月・振）
・会
場：石山公園

【夏の烏城灯源郷】
ケ 宇喜多軍大行列
・期
日：令和元年１０月１３日（日）
・会
場：表町商店街～岡山城

【オ盆夜市】

【宇喜多軍大行列①】
【宇喜多軍大行列②】
コ 秋の烏城灯源郷
・期
日：令和元年１１月１５日（金）～２４日（日）
・会
場：岡山城一帯
サ 烏城初夢まつり
・期
日：令和２年１月１日（水・祝）～３日（金）
・会
場：岡山城天守閣前広場

【秋の烏城灯源郷 烏城おでん】
【烏城初夢まつり】
シ 座談会
・期
日：令和２年２月８日（土）
・会
場：岡山城不明門
・出 演 者：金平京子氏（一般社団法人せとうち推進機構専務理事（兼）事業本部長）
山本泰士氏（博報堂買物研究所上席研究員/ストラテジックプランニング
ディレクター）
松田 久氏（岡山商工会議所会頭）
、大森雅夫氏（岡山市長）
・内
容：どう使う！？ 岡山城

◎国内及び海外からの観光関連団体の招請及びマスメディア等の取材協力
岡山の歴史・文化・自然・レジャー・味覚・物産などの観光資源をテーマ別に紹介し、
ツアー商品造成・紹介記事掲載の誘引を行った。また、観光イベントや観光施設に関す
る画像データを、岡山の観光に関するパンフレットや雑誌記事等を作成する企業・団体
へ貸し出し、情報提供を行った。
＜主な招請・取材協力内容＞
期

日

対

象

紹介内容

R1.7.5（金）～6（土）

ネットメディア（香港） 岡山城、後楽園、吉備津神社
白桃狩り、すし握り体験、岡山
市中央卸売市場

R1.7.28（日）～31（水）

ブロガー（台湾）

岡山城、後楽園、桃茂実苑、桃
ジュース、すし握り体験、独歩
館、チャギントン等

R1.8.16（金）

ブロガー（台湾）

岡山城、後楽園、デミカツ丼

R1.8.21（水）～22（木）

ブロガー（欧米）

岡山城、後楽園、吉備津神社、
すし体験等

R1.8.25（日）～26（月）

ネットメディア（中国） 岡山城、後楽園、フルーツパフ
ェ、着付け体験、デミカツ丼

R1.9.7(土)～8(日)

ライター（タイ）

岡山城、吉備津神社、くぼ農園

R1.9.25（水）

雑誌社（国内）

岡山芸術交流、犬島

R1.10.28(月)～29（火）

ブロガー（欧米）

岡山城、後楽園、表町商店街、
吉備津神社、すし握り体験、招
き猫美術館等

R1.11.1（金）～2（土）

ブロガー（タイ）

岡山城、後楽園、吉備津神社等

R1.11.18(月)～19(火)

ブロガー（台湾）

岡山城、後楽園、独歩館、石原
果樹園、吉備津神社、デミカツ
丼、千屋牛等

R1.11.26（火）

旅行会社（国内）

吉備津神社・足守プラザ等

R1.12.13（金）

旅行会社（国内）

造山古墳・吉備津神社・足守プ
ラザ・独歩館等

R1.12.14（土）～16（月）

旅行会社（国内）

吉備路サイクリング、犬島、独
歩館、すし握り体験等

R2.1.8（水）～10（金）

雑誌社（韓国）

岡山城、後楽園、吉備津神社等

R2.2.15（土）

ライター、カメラマン
（フランス）

西大寺会陽

R2.2.28（金）

旅行会社（国内）

造山古墳・吉備津神社・足守プ
ラザ・独歩館等

◎岡山ゆかりの人による情報発信
全国各地の岡山県人会総会・懇親会等におけるＰＲ及び情報発信、各県人会の機関誌等
への観光ＰＲ記事の掲載などの協力を依頼し、より効果的な観光客の誘客を図った。
期 日

県人会名

場

所

R1.6.22（土）

東海岡山県人会

名古屋国際ホテル（名古屋市）

R1.9.6（金）

東京岡山県人会

ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急(東京都千代田区)

R1.10.3（木）

近畿おかやま会

大阪新阪急ホテル（大阪市）

R1.10.29（火）

神戸おかやま会

楠公会館（神戸市）

◎観光都市等交流事業への参画
ア 「第１６回 釧路大漁どんぱく」岡山市ブース出展（物産販売）
・期
日：令和元年９月１３日（金）～１５日（日）
・場
所：釧路市観光国際交流センター前庭（北海道釧路市）

【釧路大漁どんぱく（岡山市ブース）】
イ 「第２８回 全国有名朝市フェア」釧路市ブース出展（物産販売）協力
・期

日：令和元年１０月６日（日）

・場

所：京橋西詰め旭川河川敷ほか

◎岡山ビジットアソシエーション事業への参画(国内及び海外でのシティプロモーション等)
ア 郷土の素材ブラッシュアップ事業
岡山市の様々な郷土の素材をブラッシュアップし、有力な媒体で情報発信を行い、さ
らなる誘客を図った。
イ 「桃太郎のまち岡山」創造・発信事業
全国的にも岡山市とのつながりが認知されている「桃太郎」を活用し、
「未来へ躍動す
る桃太郎のまち岡山」のイメージ定着に向けたシティプロモーションを実施。
○岡山市出身の桜井日奈子さんを起用したＰＲムービー「鬼カワイイ岡山市」の公開
ウ 東京スカイツリー「Beautiful NIPPON」への出展
国内外から多くの観光客が訪れる東京スカイツリーで、岡山県、倉敷市と共同で岡山
市のＰＲを行った。
・期

日：令和元年７月２１日（日）～２３日（火）

・会

場：東京スカイツリー（東京都墨田区）

エ 桃ジュースが出る蛇口の活用
県内外で開催されるイベントで蛇口ブースを設置し、観光客等へ岡山を代表する特産
品である白桃のＰＲを行った。
・期

日：令和元年１０月２４日（木）～２７日（日）

・会

場：インテックス大阪（大阪市）

オ フルーツパフェ情報発信
岡山市の観光コンテンツである「フルーツパフェの街おかやま」を普及啓発するため、
パンフレット作成補助、ミニパフェ食べ歩きクーポン作成およびイベント参画を行っ
た。
○「おかやまミニフルーツパフェ食べ歩きクーポン」
・時

期：平成３１年４月～令和２年３月

・店 舗 数：岡山市内１１店舗
・クーポン引換：ももたろう観光センター

カ 東アジア・東南アジア等への観光プロモーション
知名度アップによる外国人観光客誘致や航空路線の拡大、交流の活性化を目指し、岡
山市の観光地や特産品等をＰＲした。
○台湾国際旅展出展、商談会参加（岡山県・岡山市と共同）
・期

日：令和元年１１月６日（水）～１１日（月）

・場

所：台北

○フランス旅行会社へのランドオペレーターとの共同セールス、セミナー開催
（岡山市・広島県と共同）
・期

日：令和元年１１月１２日（火）～１６日（土）

・場

所：パリ

キ インバウンド宿泊助成制度
宿泊を伴う外国人観光客団体ツアーの誘客を促進し、市内滞在時間の延長、観光消費
額の増加を図るため旅行会社に対する宿泊助成を行った。
○２０ヵ国、延べ４，６００人／泊に助成金を交付。
◎岡山型ヘルスツーリズム連携協議会事業への参画
ア 郷土芸能、日本文化、軽スポーツ等体験型観光資源のメニュー化
今後のインバウンド市場をけん引すると言われるムスリム観光客を受け入れる体制整
備の一環として、岡山ならではの体験型観光資源のメニュー化（１１件）を行った。
○ラーメン作り体験（隠岐の島ラーメン）、うどん作り体験（松下うどん）、カヌー体験
（カヌーパーク OKAYAMA）
、マグネットの絵付け（足守プラザ）、お面の絵付け（足守
プラザ）
、野菜の収穫（めぐみ農園）
、ぶどう狩り（林ぶどう研究所）
、白桃試食（翁
美の里）
、シイタケ狩り（翁美の里）
、ブルーベリー狩り（翁美の里）、ラ・フランス
狩り（翁美の里）
イ 国内外への情報発信
訪日外国人旅行サイト「JAPAN GUIDE」への記事掲載
・取材期日：令和２年３月２日（月）～４日（水）
・場所・内容：岡山城、岡山後楽園、着付け体験、カヌー体験、吉備路サイクリング、
ラーメン作り体験、食事施設、フルーツパフェなど
ウ 現地での観光プロモーション
○ＭＩＴＭへの出展
・期

日：令和元年７月６日（土）～７日（日）

・場

所：ペナン（マレーシア）

○Ｊａｐａｎ Ｔｒａｖｅｌ Ｆａｉｒへの出展等
・期

日：令和元年８月３０日（金）～９月１日（日）

・場

所：ジャカルタ（インドネシア）

○Ｍａｔｔａ Ｆａｉｒへの出展
・期

日：令和元年９月６日（金）～８日（日）

・場

所：クアラルンプール（マレーシア）

エ マレーシア、インドネシアからのツアーを手配するランドオペレーターの招請
・期

日：令和元年８月１日（木）～３日（土）

オ マレーシア、インドネシアからのツアー客の受け入れ・コーディネート
〇セミナー対応
・マレーシア教育旅行生受入事前研修
期

日：令和元年８月２２日（木）

○ツアー受け入れ
・マレーシア人俳優
期

日：令和元年６月２８日（金）

・ムスリム情報サイト
期

日：令和元年７月２２日（月）

・インドネシアテレビ局（Wakuwaku Japan）
期

日：令和元年６月１０日（月）～１１日（火）、１３日（木）

・ABC クッキング（インドネシア）とのタイアップ
期

日：令和元年１０月１日（火）～４日（金）

・マレーシア人インフルエンサー（NISA KEY）
期

日：令和元年１０月１２日（土）～１３日（日）

・マレーシア教育旅行３校（SMK SBS、SMK SBU、SMK SH）
期

日：令和元年７月１２日（金）～１４日（日）

・マレーシア教育旅行１校（SM SAINS SERI PUTERI）
期

日：令和元年９月１３日（金）～１５日（日）

・マレーシア教育旅行１校（CEMPAKA INTERNATIONAL SCHOOL）
期

日：令和２年２月１７日（月）～２０日（木）

◎着地型観光素材整備
・国内及び海外向け着地型観光素材の整備
協会会員のホテル、飲食店、招請で利用する飲食店を中心にアンケートを実施し、団体
受入可能・外国人旅行者受入可能施設の調査を行い集約し旅行会社へ配布した。
◎日本遺産「桃太郎伝説の生まれたまち おかやま」への参画
ア 日本遺産「桃太郎伝説の生まれたまち おかやま」展とともにＪＡ岡山協力のもと「お
かやまの白桃＆ぶどう特売会」を行い桃太郎伝説のＰＲを行った。
期

日：令和元年８月１０日（土）～１８日（日）
※８月１５日（木）は台風の影響で中止

場

計８日間

所：岡山駅地下通路広場（ももたろう観光センター前）

イ 日本遺産説明看板製作事業への協力
構成文化財の施設に桃太郎伝説の説明看板を設置した。
ウ 日本遺産観光ガイド育成協力
・２日間に渡って観光ガイド養成講座を実施
期

日：令和元年１２月１日（日）
、１５日（日）

【イベントの様子】

場

所：岡山市役所７階会議室

内

容：吉備の弥生時代と古墳時代、構成文化財と吉備（１日）
吉備古代史の諸問題、古墳にコーフン！、ワークショップ（１５日）

※ガイドバスツアーは新型コロナウイルスの影響により中止
・観光ガイドハンドブックを作成し、ボランティアガイド、観光施設、ももたろう観光セ
ンターに配布した。

エ 日本遺産関連商品の開発（会員とのコラボ）
・ナノグラフィカ･･･「桃太郎」のお酒
・中山昇陽堂、金萬堂本舗、山脇山月堂、浦志満本舗･･･きびだんご
・ホテル会･･･旅館ホテル会加盟７施設とＯＴＡ（じゃらん、楽天）
、ＪＴＢ商事と、中山
昇陽堂のちびももきびだんご・日本遺産パンフレット・
「吉備津彦と温
羅」の絵本を付けた「祝日本遺産宿泊プラン」を２月～３月の２ヶ月間実
施した。 【再掲】
オ 日本遺産に関するその他の事業
・日本遺産サミット in 高知
期

日：令和元年１０月１３日（日）

場

所：帯屋町アーケード（高知市）

・日本遺産ＰＲイベント
文化庁及び日本遺産連盟は２月１３日を「日本遺産の日」とし、これを記念して開催さ
れた日本遺産のＰＲイベントに４市（岡山市・倉敷市・総社市・赤磐市）で出展をした。
期

日：令和２年２月１１日（火・祝）～１３日（木）

場

所：有楽町駅前広場（東京都千代田区）

◎みんなでつくる水辺フェス♪～岡山旭川２０１９～への参画
◎岡山市温泉誘客推進協議会事業への参画
岡山市が有する温泉などの魅力を広く紹介宣伝し、県外からの観光客を誘致する目的で神
戸市においてＰＲ活動を行うとともに、関西の新聞社系旅行会社とタイアップしたモニタ
ーツアーを実施した。
ア 国内プロモーション
○「神戸みなとまつり」への出展
・期
日：令和元年７月１５日（月・祝）
・会
場：メリケンパーク（神戸市）
○新聞社・旅行会社への宣伝キャラバン
・期
日：令和元年７月１６日（火）
・訪 問 先：ラジオ関西、Kiss FM KOBE、神戸新聞社、デイリースポーツ新聞社
○「小倉城まつり」への出展
・期
日：令和元年１０月２０日（日）
・会
場：小倉城（北九州市）
○新聞社・旅行会社への宣伝キャラバン
・期
日：令和元年１０月２１日（月）
・訪 問 先：テレビ西日本北九州支社、リビング新聞北九州、西日本新聞社北九州本社
◎観光展・商談会への出展(東京・大阪・福岡等)
ア 首都圏・関西圏での観光プロモーション
ＪＮＴＯ主催の観光展、岡山県主催の商談会に参加し、首都圏の旅行会社及びマスコミ
をターゲットに本市の観光素材をＰＲし、観光商品の造成や情報発信等を図った。
○「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１９」共同出展
・期

日：令和元年１０月２４日（木）～２７日（日）

・会

場：インテックス大阪（大阪市）

○「ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ トラベルマート２０１９」参加
・期

日：令和元年１０月２４日（木）～２６日（土）

・会

場：インテックス大阪（大阪市）

○「晴れの国おかやま観光プレゼンテーション」参加
・期

日：令和元年１０月７日（月）

・会

場：第一ホテル東京（東京都港区）

イ 東海圏～中国地域での観光プロモーション
岡山県主催の「晴れの国おかやま観光マッチング会議」等に参加し、東海・関西・中国
地方の旅行会社及びマスコミをターゲットに本市の観光素材をＰＲし、観光商品の造成
や情報発信等を図った。
○「晴れの国おかやま観光商談会（大阪）
」参加
・期

日：令和元年９月３日（火）

・会

場：ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪（大阪市）

〇「晴れの国おかやま観光プレゼンテーション（名古屋）
」参加
・期

日：令和元年９月１９日（木）

・会

場：ホテル名古屋ガーデンパレス（名古屋市）

〇「海外旅行会社等との個別情報交換会」参加
・期

日：令和元年１１月１１日（月）

・会

場：神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ（神戸市）

〇「晴れの国おかやま観光商談会（広島）
」参加
・期

日：令和２年１月２９日（水）

・会

場：ひろしま国際ホテル（広島市）

◎観光事業者への個別セールス及び当協会会員事業者の旅行商品等の情報発信
首都圏・東海圏・関西圏及び四国地域の旅行会社へのセールスを実施し、岡山市の各観
光施設の販売状況の確認と更なる送客の依頼をするとともに、併せて平成３０年７月か
ら開始した岡山城天守閣の夜間貸し出しに対する感想を伺った。
・令和元年６月２４日（月）～２６日（水） 関西圏（兵庫・京都・大阪）１２店舗
・令和元年７月２２日（月）～２３日（火） 首都圏（東京）
７店舗
・令和元年９月１８日（水）～２０日（金） 東海圏（愛知）
１０店舗
・令和元年１０月７日（月）～ ９日（水） 首都圏（東京）
８店舗
・令和元年１２月３日（火）～ ４日（水） 四国地域（高知・愛媛）
９店舗
・令和２年１月１４日（火）～１６日（木） 関西圏（京都・滋賀・奈良・和歌山）
１３店舗
・令和２年２月１３日（木）
首都圏（東京）
１店舗
◎観光データ・写真等の収集整備
観光イベントや、紅葉、桜などの写真撮影を行い、ホームページの画像ライブラリなど
で広く提供を行った。
◎おかやま桃太郎通信等の配信
四半期ごと（春・夏・秋・冬）に、岡山の旬な観光・イベント情報を国内及び海外の旅
行会社やメディア関係者等に情報発信を行った。また、協会の外国語サイトへも英語版
の掲載を行った。
◎観光部会の運営
〇令和元年度「第１回観光部会」の開催
・期
日：令和元年８月２３日（金）
・会
場：岡山コンベンションセンター
・議
題：講演「アジアからの観光客の動向とその対策」
取組報告「桃太郎伝説の生まれたまち おかやま」

・参 加 者：部会員ほか６３名
〇令和元年度「第２回観光部会」の開催
・期
日：令和２年１月２２日（水）
・内
容：日本遺産「桃太郎伝説の生まれたまち おかやま」構成文化財視察ツアー
・参 加 者：部会員ほか３１名
（２）広域観光連携事業
◎「岡山・倉敷」観光推進協議会事業等への参画
岡山市・倉敷市エリアで連携し、
２０代～３０代の女性をターゲットに誘客推進を図った。
ア 広域観光キャンペーンの実施
カメラガールズを活用し、岡山市・倉敷市を２泊３日で取材を行ってもらい、女子目
線の写真素材を活用し、観光情報の拡散を行った。首都圏女子メディア最大級の「Ｏ
Ｚｍａｌｌ」とタイアップを行い、情報発信等を行った。
・取材期日：令和元年７月１３日（土）～１５日（月・祝）
・取材場所：岡山城、岡山後楽園、問屋町、岡山市内ホテル、岡山芸術交流、奉還町、
フルーツパフェ
イ 「イイこと発見！ハレルヤ旅」のパンフレット印刷
パンフレットの制作をおこなった。パンフレット内の情報更新を行い、６万部作成
した。
ウ 外国人観光客誘客促進のための知名度向上
岡山県台湾ＰＲデスク（Ｊ＆Ｔ ＣＯＮＴＥＮＴＳ）や韓国現地広告代理店(インペイ
ンターグローバル)との連携により、岡山・倉敷ブログ等メディアを活用した情報発信
を行った。
更に、台湾は、情報発信力の高いブロガー・メディアの招請や、現地で一般消費者向
けにカフェ講座を開くなど、両市の観光資源の魅力を取材・発信することにより、Ｌ
ＣＣ（格安航空会社）の増便にともなうＦＩＴ（個人旅行者）の誘客を昨年に引き続
き継続して行った。
エ 倉敷・岡山ぐるりんパス協議会事業との連携
○通年型観光パンフレット「イイこと発見！ハレルヤ旅」に連動した観光キャラバンを
実施した。
・期日：令和元年８月１７日（土）
・場所：ＪＲ大阪駅２階 アトリウム広場（大阪市）
○瀬戸内カレッジ実施
期
日：令和元年８月１９日（月）～２１日（水）
場
所：岡山市内
◎岡山県教育旅行誘致委員会事業への参画
岡山県の市町村、観光協会及び民間団体と連携し、ワーキンググループ会議、誘致活動
に参加するなどして、岡山市への教育旅行の誘致を図った。
ア ワーキンググループ会議・総会・セミナー
期

日

会

場

会議等

R1. 7. 3（水）

サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ

総会・教育旅行誘致セミナー

R1. 7.18（木）

サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ

第 1 回ワーキンググループ会議

R1.10.23（水）

サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ

第 2 回ワーキンググループ会議

イ 岡山県内体験型地区・施設の発掘
期

日

R1.12. 2（月）

訪問先
笠岡市北木島 日本遺産・K’s LABO

ウ 誘致訪問セールス
高知市内の小学校を訪問し、宿泊施設、観光体験施設の情報発信と教育旅行の調査を
行った。
期

日

R2.2.19（水）～2.20（木）

訪問先
高知市内の小学校 10 校、旅行会社 3 社

◎吉備路観光連絡協議会への参画
◎岡山県フィルムコミッション連絡協議会事業への参画
岡山県フィルムコミッション連絡協議会へ参画し、映画・テレビの製作会社からの問合
せに対し協力を行った。
ア フィルムコミッション担当者研修会
〇期日：令和元年７月１７日（水）
〇場所：サン・ピーチ OKAYAMA
イ 撮影協力
・アプリ「桃太郎外伝 鬼詣 岡山見聞録」
［ロケ地：岡山城]
・映画「しあわせのマスカット」[ロケ地：岡山天満屋、源吉兆庵、JR 岡山駅]
・PR 動画「BMX プロモーションビデオ」
［ロケ地：岡山城、JR 岡山駅東口広場]
・PR 動画「ウォルト・ディズニー・ジャパンプロモーション動画」
[ロケ地：岡山城、岡山後楽園など]
◎岡山県外国人観光客受入協議会事業への参画
◎来てみられぇ！備前おかやま再発見プロジェクト委員会事業への参画
同委員会事業へ参画し、各種観光事業に取り組むことにより観光振興による地域活性化
に努めた。
２ 地域魅力向上事業
（１）地域特産品等振興事業
◎ももたろう観光センターにおけるＰＲ
ももたろう観光センターにおいて、観光客に特産品を展示してＰＲを行った。
◎フルーツパフェの街おかやま実行委員会事業への参画
◎こだわりの逸品「おかやま果実」実行委員会事業への参画
フルーツパフェの街おかやま実行委員会に参画し、
事業実施への協力等を行った。
また、
岡山商工会議所と連携し、岡山県産果物を使用した統一ブランド「おかやま果実」の開
発に参画した。
◎京橋朝市魅力アップ事業の実施
京橋朝市魅力アップ事業実行委員会に参画し、集客イベント等を実施した。
ア 朝市誘客イベント（五月市）
：令和元年５月５日（日・祝）
イ 第２８回全国有名朝市フェア（十月市）
：令和元年１０月６日（日）【再掲】

【全国有名朝市フェア（釧路市ブース）
】

◎おかやまマラソン２０１９
観光ブースを設置し、パンフレットなどで観光ＰＲを行った。
・期
日：令和元年１１月９日（土）～１０日（日）
・場
所：シティライトスタジアム前広場（岡山市）
◎県内外物産展等への出展協力（会員への物産出展案内）
ア 「西播磨フロンティア祭２０１９」
・期
日：平成３１年４月２９日（月・祝）
・場
所：播磨科学公園都市内（兵庫県赤穂郡）
イ 「海の市・山の市２０１９真庭」
・期
日：令和元年９月２９日（日）
・場
所：蒜山高原三木ヶ原（岡山県真庭市）
ウ 秋のおかやま桃太郎まつり「ふるさと食の自慢市」
・期
日：令和元年１０月１２日（土）～１４日（月・祝）
・場
所：石山公園一帯（岡山県岡山市）
（２）人材育成及び観光意識向上事業
◎観光ボランティアと歩こう「おかやま歴史・文化探訪ウォーク」の実施
ア 「操山登山、石井十次、内田百閒の足跡へ」
・期
日：令和元年１０月５日（土） 参加者数：１１名
イ 「吉備路から撫川・庭瀬城址を歩く」
・期
日：令和元年１０月２６日（土） 参加者数：１１名
◎観光クリーンキャンペーン等の実施
毎年８月の観光サービス月間のメイン行事として、秋の観光シーズンに備え、観光関連
団体・観光ボランティアらとともに岡山城周辺一帯の清掃活動を実施した。
・期
日：令和元年８月１７日（土）

【クリーンキャンペーン】
３ 観光客受入事業
（１）観光案内事業
◎岡山市観光案内所（ＪＲ岡山駅構内）での観光案内業務
ア 利用状況
年

度

来館者数（人）

窓口取扱件数（件）

平成２９年度

１１９，３０５

１０６，００５

平成３０年度

１１５，９７０

８９，３３４

令和 元 年度

１２４，８９５

９６，９２７

※来館者数１２４，８９５人（うち外国人１９，６３１人で全体の１５．７％）

イ 窓口取扱件数内訳（件） ※ 案内取扱時間（９：００～１８：００）
区分

年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

観光関係

２２，２７３

１４，３４３

１５，８４５

土産関係

１，１０６

１，０４５

２，２６１

飲食関係

４，２１５

３，９６６

５，３９８

４９，５７８

４６，２２５

４８，４５１

１，０８９

９８３

６２９

２７，７４４

２２，７７２

２４，３４３

１０６，００５

８９，３３４

９６，９２７

地理交通関係
宿泊関係
その他
合

計

◎ももたろう観光センターにおける観光案内業務
ア 利用状況
年 度

来館者数（人）

電話案内件数（件） 窓口取扱件数(件)

平成２９年度

７９，１８６

４，１２７

４９，８６６

平成３０年度

７５，６２１

３，８２７

４８，３５５

令和 元 年度

７３，０６５

３，５９６

４３，６１０

※来館者数７３，０６５人（うち外国人７，３１６人で全体の１０％）
イ 窓口取扱件数内訳（件） ※ 案内取扱時間（９：００～２０：００）
平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

観光関係

１４，５５７

１３，６１５

１１，６６３

土産関係

８６９

７８０

８７９

飲食関係

２，５３０

２，３２９

２，３７２

１６，１７２

１５，５７５

１３，２６９

１，４３４

１，３９２

９５９

その他

１４，３０４

１４，６６４

１４，４６８

合

４９，８６６

４８，３５５

４３，６１０

区分

年度

地理交通関係
宿泊関係
計

ウ 外国人観光客の為の情報発信強化、受入態勢充実(外国語スタッフ配置、Wi-Fi 運営等)
ももたろう観光センターは、英語で対応可能なスタッフが常駐（日によって中国語、
ハングル対応スタッフが勤務）し、岡山市のみならず中四国地方の観光情報の集積地
及び発信地となるべく広域の観光情報を提供した。また、Ｗｉ-Ｆｉフリースポット環
境であることを活かし、外国人観光客向けのタブレット端末の設置や多言語コールセ
ンター、POCKETALK の活用など受け入れ態勢の充実に努めた。また年度の途中には観
光案内所としてカテゴリー３の認定がなされ、全国レベルの観光案内を提供、多言語
化対応の充実を図った。
エ ももたろう観光センターの拠点性向上事業
観光に関するパンフレットの設置、ポスター掲示、大型モニターによる観光映像の放
映等様々なＰＲを行いつつ、パスポートやノベルティの引き換えなど、各機関との連
携を図りながら、観光客の利便性向上に繋がるサービスに努めた。また、地域協力と
して、市内中高校生の学外授業・職場体験等にも協力した。
◎岡山市観光ボランティア活動の支援
岡山市観光ボランティア活動連絡会との連絡調整、会員の育成、活動支援及び市内観光
ボランティア団体の育成・活動支援を行った。

○岡山市観光ボランティア活動連絡会の活動状況
活

動 場 所

活 動 時 間

・岡山城（ボランティアセンター）
・岡山後楽園
・吉備津彦神社（土・日・祝に活動）

午前の部 １０時～１３時
午後の部 １３時～１６時

※３カ所のガイド客数 （計 ４６，１４１人）
※ボランティア会員
１０４人（令和２年３月現在）
ア 観光ボランティアの育成（養成基礎講座等）
○岡山市観光ボランティア養成基礎講座（第３０期）
・期
日：令和元年９月９日（月）～１１日（水）
・場
所：岡山市民会館
・修 了 者：１１名（男性３名、女性８名）
イ 観光ボランティア活動の支援等（研修会等）
岡山市観光ボランティア活動連絡会の県内研修（高梁市）、県外研修（兵庫県明石市）
を実施し、他の自治体の観光ボランティアとの交流を深め勉強会等を実施した。
○観光ボランティアによる観光案内客数８５万人目記念セレモニー
・期
日：平成３１年４月２６日（金）
・場
所：岡山城天守閣前広場
・内
容：同会発足（平成９年）以来２２年で達成。８５万人目に記念品贈呈。
○県内研修（高梁市）
・期
日：令和元年５月１６日（木）
・場
所：頼久寺、山田方谷記念館、高梁市歴史美術館等
○県外研修（兵庫県明石市）
・期
日：令和元年１０月１７日（木）
・場
所：明石公園、明石城本丸跡、
（ぶらり子午線観光ガイド連絡会）等
４ 観光施設管理運営事業
岡山市の指定管理者として、岡山城天守閣（烏城公園含む）及び足守プラザの管理運営を
行った。
（１）岡山城天守閣の管理運営
◎岡山城天守閣の入場者数 及び 天守閣内備前焼工房の備前焼等体験者数
年 度

岡山城総入場者数（人）

陶芸体験者数（人）

平成２９年度

３５９,３５６

５,８０８

平成３０年度

３２７,５５１

４,９３２

令和 元 年度

３４３,６１６

４,７３５

※総入場者数３４３，６１６人（うち、外国人５９，８２５人で全体の１７．４％）
◎着付けの無料体験や天守閣内記念撮影コーナー等の実施
天守閣内の城主の間では職員を配置して着付けの無料体験を実施し、記念撮影コーナー
では刀、火縄銃、手裏剣、陣羽織、池田家の立ち揚羽の家紋入り陣羽織を設置し記念撮
影コーナーの充実を図った。
◎備前焼工房の運営(備前焼体験、各種教室の開催等)
陶芸指導員を配置し、従来の備前焼体験のほか、季節に合わせ、
「鯉のぼり・兜の色付け
（ＧＷ）
」や「備前焼の風鈴（８月）」
、
「オリジナルキャンドル（８月）」、
「干支（ねずみ）
作り（１０月・１１月）
」
、
「備前焼ランプシェード（１０月・１１月）」
、「備前焼クリス
マスツリー（１１月）
」
、
「干支（ねずみ）の色付け（１１月）」、
「備前焼の兜作り（２月）」
等の工芸体験を行った。

◎岡山後楽園・岡山城等連携推進協議会、岡山後楽園魅力向上委員会等への参画
岡山後楽園の幻想庭園、岡山城の烏城灯源郷、冬・春の和のおもてなしの実施期間の統
一、共通のポスター、チラシ等を作成してＰＲを行う等の相乗効果を図るとともに、ラ
イトアップ等により両施設の回遊を促すための動線強化を行った。
◎岡山城天守閣等の夜間利活用
天守閣及び付属施設（不明門）の貸出し、９月からは天守閣前広場の貸出しを始めた。
懇親会、誕生日会、結婚式２次会、ワークショップ、セミナー、会議等により天守閣３
８件、不明門２２件、天守閣前広場４件の利用があった。

【天守閣等の夜間利活用の写真】
【天守閣前広場の夜間利活用の写真】
（２）烏城公園及び烏城公園駐車場の管理
◎烏城公園の利用件数及び烏城公園駐車場利用台数
年 度

公園利用件数（件）

駐車場台数（台）

令和元年度

４４

４０，１０６

◎岡山城一帯の賑わい創出
ア 花いっぱい運動
・期
日：夏秋 令和元年５月３１日（金）設置
冬春 令和元年１２月１２日（木）設置
・場
所：烏城公園及び烏城公園駐車場
・内
容：興陽高校造園デザイン科の生徒と協力し、花苗（プランター）を設置。
夏秋時期は、元号改正に因んで赤と白のベゴニアで「令和」の文字を表現。
冬春時期は、色とりどりのパンジーで岡山城天守閣正面玄関を彩った。
イ 烏城七夕飾り
・期
日：令和元年７月５日（金）～７月７日（日）
・場
所：岡山城天守閣地階 塩蔵
・内
容：烏城公園内で伐採した竹を使用し、岡山城天守閣塩蔵で、来館者に短冊に
願い事を書いてもらい、竹の葉に飾って頂く「七夕イベント」を実施。
日本人観光客に限らず、外国人観光客にも日本の季節行事が体験できる機
会を提供した。また、内山下幼稚園に伐採した竹４本を寄贈し、園の七夕
行事で使用してもらった。
ウ 岡山城小学生写生大会
・期
日：令和元年１１月３日（日・祝）
・場
所：岡山城天守閣前広場
・内
容：岡山あげはライオンズクラブと共催し、小学生対象に写生大会を実施。
入賞作品は、岡山城天守閣・ももたろう観光センター前に展示。

エ 休場日の開場
・期
日：令和２年１月１日（水・祝）～１月３日（金）
・場
所：烏城公園駐車場
・内
容：岡山城のイベント「烏城初夢まつり」に合わせ、休場日を開場した。

【令和の花文字写真】
（２）足守プラザの管理運営
◎足守プラザの入場者数等
※体験者含む

土ひねり
コース（件）

平成２９年度

２５，９１０

１，９０８

２６７

１０

平成３０年度

１７，４６０

１，５９８

２７９

１０９

令和 元 年度

１６，１２０

１，７６１

３５８

１２８

年

度

総入場者数（人）

【烏城七夕まつり】

絵付け
コース（件）

組木・盆・面絵付け
コース（件）

◎陶芸(絵付け含む)・木工芸の体験及び各種教室の開催
団体向けの土ひねりや季節にあわせた陶芸教室を月ごとに開催した。
○季節の陶芸教室
「鯉のぼりの土鈴（４月～５月）」
、
「モザイクタイルでコースター（ＧＷ）
」
、
「ウィンド
チャイム（４月～５月）
」
、
「Ｍｙコップ（６月～７月）
」、
「モザイクタイルでミニトレー
（８月）
」
、
「陶の鏡もち（９月）
」
、
「十二支：子（１１月～１２月）」
、
「おひな様（１月）」、
「転写で絵付け（２月）
」
、
「おひな様の土鈴（２月～３月）
」、
「陶の兜（３月）」
◎観光案内など地元ボランティアガイドとの協働による受入
吉備路地区の観光案内をはじめ、足守地区の街歩きなどに協力した。
◎観光関連団体との連携による地域特産品等のパンフレット展示
岡山市内の商工会の開発商品や地域特産品のパンフレット展示しＰＲを行った。

【季節の陶芸教室（おひな様）
】

Ⅱ

コンベンション事業

１ 情報収集・発信事業
◎日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
、日本コングレスコンベンションビューロー（ＪＣＣＢ）
、
中国・四国地区コンベンション推進協議会等への参画
ア 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
国際会議誘致に向けての情報収集及び商談会に参画。
期

日

会

R１.12.12（木）

場

AP 東京丸の内
（東京都千代田区）

会議等
2019 年度国際会議海外キーパーソン
招請事業(Meet Japan)商談会

【商談会場の様子】
【フェアウェルパーティーの様子】
イ 日本コングレスコンベンションビューロー（ＪＣＣＢ）
日本コングレスコンベンションビューローの関係機関と情報交換等を実施した。
期

日

会 場

会議等

R1.6.17(月)

京王プラザホテル
(東京都新宿区)

JCCB 理事会・総会

R1.7.18(木)～19(金)

コ ラ ッ セ 福 島
(福島県福島市）

令和元年度 JCCB 第 1 回コンベンショ
ン・ビューロー部会

【第１回部会の様子】

【福島旧広瀬座視察の様子】

ウ 中国・四国地区コンベンション推進協議会
中国・四国地区コンベンション推進協議会関係機関と情報交換を行うとともに、広域
連携事業を実施した。
期

日

会

R1.7.11(木)～12(金)

場

会議等

広島国際会議

令和元年度中国・四国地区コンベン
ション推進協議会総会

（広島市）

【総会の様子】
【ユニークべニュー会場視察】
◎国際 MICE エキスポ（ＩＭＥ）
、中国・四国地区コンベンション誘致懇談会への出展
ア 国際 MICE エキスポ（ＩＭＥ）
首都圏のコンベンション主催者に対して岡山市のコンベンション施設、支援メニュー
等を情報発信し商談を行った。
期

日

R2.2.26(水)

会

場

東京国際フォーラム
（東京都千代田区）

会議等
第 29 回国際 MICE エキスポ（IME2020）

【開会式の様子】
【岡山ブースでの商談の様子】
イ 中国・四国地区コンベンション誘致懇談会
中国・四国地区のコンベンション協会（ビューロー）のスタッフが一同に集まり、各
ビューローが会議主催者を招待し、商談形式と合わせブッフェスタイルの懇談会を開
催した。
期 日
R1.12.5(木)

会 場
品川プリンスホテル
（東京都港区）

会議等
令和元年度中国・四国地区コンベン
ション誘致懇談会

【会場の様子】
【岡山ブース商談の様子】
◎インターネットによる情報発信
協会ホームページのコンベンション紹介サイトにより、コンベンション開催カレンダー、
コンベンション施設、支援メニュー、市民公開講座等の情報発信を行った。また、併せ
て英語ページにより国際会議主催者に対しても情報発信を行った。
◎コンベンション開催調査の実施
年２回、岡山大学をはじめ、市内の大学やコンベンション施設等へ調査を実施した。
（２月、８月）
◎コンベンション研修会の実施
○「OKAYAMA スポーツセミナー2019」の開催
当協会が事務局を担う「おかやまスポーツプロモーション機構」と協力し、スポーツ
競技関係者、地元プロスポーツチーム、地元大学関係者等を一同にお招きし、OKAYAMA
スポーツセミナー2019 を開催した。セミナー後は、Okayama MICE Trade Fair 2019
へも参加いただき、スポーツ大会等の会場設営や企画・運営サポート等の紹介及び情
報交換を実施した。
・開催日：令和元年８月２２日（木）
・会 場：岡山コンベンションセンター
・参加者：６８名
・講 師：○美作大学児童学科 准教授 津田幸保氏
タイトル：リズムを使ったスポーツ指導法
○びわこ成蹊スポーツ大学 教授 高橋佳三氏
タイトル：スポーツに活きる古武術的な体の動かし方

【スポーツセミナーの様子（津田准教授）】

【スポーツセミナーの様子（高橋教授）】

◎都市間連携によるコンベンション開催情報交換
松江・山形・つくばと連携し、国際会議開催情報の共有データべースを構築し、情報収
集及び情報提供を行い国際会議誘致に活用した。
◎地元岡山でのコンベンションセミナー等の実施
地元の経済界・まちづくり団体の会合に出向き、岡山市のコンベンション誘致事業や開
催件数等の状況報告を行った。
２ 誘致事業
◎各種団体本部（首都圏等）への個別誘致活動
各種団体本部・支部等への訪問を実施し、
大会情報の収集及び誘致セールス活動を行った。
期

日

訪問先等

H31.4.15（月）～16（火）

個別誘致セールス（京都、大阪地区２大学）

R1.5.30 (木)～31（金）

JNTO/JCCB MICE セミナー参加

R1.5.27 (月)～28(火)

個別誘致セールス（東京都 1 大学、3 団体）及び会場
打合せ

R1.6.17(月)～18(火)

PCO セールス（東京都 2 社）

R1.6.20 (木)～21(金)

個別誘致セールス（東京都 8 団体）

R1.8.8(木)

OKAYAMA 国際会議セミナー2019 ㏌東京

R1.8.9（金）

個別誘致セールス（東京都８団体）

R1.7.12（金）

個別誘致セールス（大阪セミナー会場打合せ）

R1.9.18（水）

個別誘致セールス（札幌市 1 大学）

R1.9.19（木）

個別誘致セールス（東京都 1 団体）

R1.10.24(木)～25(金)

個別誘致セールス（京都、大阪地区３大学）

R1.11.15(金)

OKAYAMA 国際会議セミナー2019 ㏌大阪

R1.12.13(金)

個別誘致セールス（MJ 翌日

R2.1.23(木)～24(金)

個別誘致セールス（九州福岡地区 2 大学）

横浜-都内 7 団体）

【OKAYAMA 国際会議セミナーin 東京の様子】 【OKAYAMA 国際会議セミナーin 大阪の様子】
◎海外コンベンション見本市等への出展
期

日

国名・都市名

会

場

イベント名

R1.7.23(火)～25(木)

台湾（台北・新竹）

各所

国際会議商談及び打合わせ

R1.10.15(火)～17(木)

ベトナム

ホーチミン

国際会議セールス

【台湾商談の様子】
【ベトナム国際会議誘致の様子】
◎地元大学・団体等への個別誘致活動
随時、市内の大学や各種団体等への訪問を実施した。
◎コンベンション誘致関連冊子及びノベルティグッズの作成
ア コンベンション施設・支援サービス案内冊子の作成
○「FINE CONVENTION CITY OKAYAMA～コンベンション施設のご案内～」
・内 容：岡山市内コンベンション施設の紹介等
○「CONVENTION IN OKAYAMA」
・内 容：岡山市のコンベンション支援の紹介等
イ コンベンション誘致用ノベルティの作成
・内 容：誘致用ボールペンを作成
◎コンベンション主催者（国際会議含む）等の招請・視察受入れ
コンベンションキーパーソンを招請し、会場等の視察受入を実施した。
期

日

視察会場

招請者

R1.6.27(木)～28(金)

岡山コンベンションセンター・市内ホテル

国際会議キーパ
ーソン 3 名

R1.9.11(水)

岡山コンベンションセンター・市内ホテル

国際会議キーパ
ーソン１名

R2.2.5(水)

岡山城、岡山後楽園

観光庁 2 名

【国際会議招請打合せの様子】
【会場視察の様子】
◎Okayama MICE Trade Fair 2019 の開催
〇タイトル：～持続可能な MICE 開催のためのビジネスマッチング～
・開 催 日：令和元年８月２２日(木)
・会場：岡山コンベンションセンター１F イベントホール
・参 加 者:約９０名（地元大学関係者・地元経済界・行政関係者等）

【会場の様子】
３ 開催支援事業

【協会会員（出展者）抽選会の様子】

◎コンベンション会場の優先予約
コンベンションの開催会場について、公共施設を中心に優先予約の申請手続きを行った。
◎コンベンション主催者への大会開催補助金の交付
補助金交付対象コンベンションに対し補助金の交付を行った。
○交付件数：１４６件
◎歓迎看板、懸垂幕等の作成及び掲出
当協会の定める要件に該当するコンベンションについて、大会会場等へ歓迎看板や歓迎サ
インの設置を行った。
○掲出件数：６1 件

【ジップアリーナ前（立看板）
】

【路面電車（車内吊り広告）
】

【髙島屋壁面（懸垂幕）
】

【JR 岡山駅新幹線改札口（歓迎サイン）
】

【岡山空港国内線出口（歓迎サイン）】
【岡山空港国際線出口（歓迎サイン）】
◎コンベンションバッグ、観光パンフレット及び参加者用ネームホルダーの提供
コンベンション参加者へ、コングレスバッグ、観光パンフレット、ネームフォルダー等
の無償提供を行った。
◎岡山の特産品紹介及び物産販売等の協力
コンベンション主催者からの要望により、コンベンション会場内に「物産販売コーナー」
を当協会会員事業者と協力して設置し、コンベンション参加者へ岡山特産品の紹介や販
売を実施した。

【岡山市民会館】
◎郷土芸能等アトラクション助成

【岡山コンベンションセンター】

補助金交付対象コンベンションに対し補助金の交付を行った。
○交付件数：１１件

【備中神楽（ホテルグランヴィア岡山）
】
【うらじゃ（就実大学）】
◎岡山ならではの懇親会、エクスカーション等の提案及び会員事業者の紹介
コンベンション主催者の希望に応じて、ユニーク・ベニューの企画（岡山城天守閣ナイ
トバンケット等）や観光エクスカーションの情報提供及び企画提案を行った。
ア 岡山城天守閣ナイトバンケットの実施回数：５回
（令和元年５月１８日（土）
、５月２５日（土）
、９月１０日（火）
、１１月７日（木）
、
１２月３日（火）
）

イ 観光エクスカーション・テクニカルビジットの情報提供及び企画提案：３回
（令和元年１０月２１日（月）
、１２月５日（木）、１２月１５日（日））

【岡山城天守閣ナイトバンケットの様子①】 【岡山城天守閣ナイトバンケットの様子②】
◎コンベンション参加者への託児所サービス助成
補助金交付対象コンベンションに対し補助金の交付を行った。
○交付件数：１４件
◎コンベンション部会の運営
ア 令和元年度第１回コンベンション部会の開催
・期 日：令和元年７月２日(火)
・会 場：岡山コンベンションセンター
・参加者：部会員ほか４３名

【前坂コンベンション部会長挨拶】
【部会の様子】
イ コンベンション参加者受入れ体制（歓迎表示）拡充事業
大型コンベンション開催時に、当協会部会員及び会員事業者と連携し歓迎サインの拡
充を図った。

【おかやまマラソン歓迎サイン①】

【おかやまマラソン歓迎サイン②】

ウ 郷土芸能等アトラクション紹介シート作成事業
当協会部会員及び会員事業者と連携し、コンベンション懇親会用のアトラクション紹
介シートを作成し当協会 HP に掲載した。
エ 岡山大学短期海外留学生等の宿泊連携事業
会員宿泊施設と連携し、岡山大学の短期海外留学生の宿泊プランを作成した。
オ 倉敷市との交流事業
コンベンションの広域受け入れ体制を構築するため、当協会部会員と(公社)倉敷観光
コンベンションビューローの役員やスタッフとの情報交換会を「倉敷アイビースクエ
ア」で開催した。また、情報交換前には倉敷玉島地区の仲買町にある玉島味噌醤油の
中野様が中心となって実施されている「玉島歩きプラン」を視察した。
・期 日：令和元年１０月２８日（月）
・会 場：倉敷アイビースクエア・玉島地区
・参加者：２１名

【情報交換会の様子】
【倉敷玉島地区視察】
◎Ｇ２０岡山保健大臣会合開催支援
日本での初めての開催となったＧ２０大阪サミットの関係閣僚会合として、岡山市で開催
されたＧ２０岡山保健大臣会合の成功に向け、各種支援を行った。
会合開催日：令和元年１０月１９日（土）～２０日（日）
会 合 会 場 ： ホテルグランヴィア岡山
ア 歓迎レセプション（１０月１８日（金）
）の開催支援
イ 随行者向けオプションエクスカーションの実施
ウ 観光ブースでの観光資源のＰＲ
エ 歓迎装飾によるおもてなしの実施（岡山桃太郎空港、路面電車、高島屋壁面など）

【会合の様子】

【レセプションの様子】

岡山市におけるコンベンションの開催状況
＜令和2年3月31日現在＞

大会種別
種別

学
会
大
会

ス
ポ
ー
ツ

合
計

規模

平成29年度
件数
（件）

平成30年度

参加者数
（人）

件数
（件）

令和元年度

参加者数
（人）

対前年比

件数 参加者数
（件）
（人）

備考
件数

参加者数

国際

34

18,502

37

28,801

43

29,836

116.2%

103.6%

全国

95

60,620

84

27,334

97

36,025

115.5%

131.8%

西日本

12

4,876

7

1,765

7

2,687

100.0%

152.2%

中国・
四国

105

27,561

82

13,889

98

24,649

119.5%

177.5%

その他

0

0

0

0

0

0

合計

246

111,559

210

71,789

245

93,197

国際

0

0

0

0

0

0

全国

42

50,258

46

65,762

36

40,655

78.3%

61.8%

西日本

18

7,043

23

14,068

29

10,942

126.1%

77.8%

中国・
四国

47

16,479

64

19,876

51

17,554

79.7%

88.3%

その他

0

0

0

0

0

0

合計

107

73,780

133

99,706

116

69,151

87.2%

69.4%

国際

34

18,502

37

28,801

43

29,836

116.2%

103.6%

全国

137

110,878

130

93,096

133

76,680

102.3%

82.4%

西日本

30

11,919

30

15,833

36

13,629

120.0%

86.1%

中国・
四国

152

44,040

146

33,765

149

42,203

102.1%

125.0%

その他

0

0

0

0

0

0

353

185,339

343

171,495

361

162,348

合計

―
116.7%
―

―

―
105.2%

※（公社）おかやま観光コンベンション協会調べ
（中国地区以上の規模、開催期間1日以上、参加者が概ね100人以上の大会）

―
129.8%
―

―

―
94.7%

【収益事業等】
１ 物産販売事業
（１） 岡山の特産品をはじめ、各種物品等の販売
自動販売機を岡山城天守閣前広場・烏城公園駐車場・足守プラザ・岡山駅前に設置。
また、岡山城での各種物品販売・望遠鏡設置、足守プラザでのレンタサイクル・木工芸
販売、協会職員による各種物産品販売等を行った。
ア 岡山ならではの商品販売等
イ 自動販売機等の設置
ウ 飲食施設「洪庵茶屋」の運営
２ 観光ツアー事業
（１）バスツアー事業
ア 市民向けバスツアーの企画実施
岡山市民を対象に地元の観光や産業を再発見してもらうため、第三種旅行業登録を活用
し、職員が１名添乗員として同行しバスツアーを実施。
・ツアー名:地元の魅力再発見！桃太郎の生まれたまちおかやま 日本遺産を巡るバスツアー
・コース内容:吉備津彦神社、吉備津神社、足守洪庵茶屋、足守プラザ、造山古墳
・参加者:１１名

イ 観光エクスカーション(アフターコンベンション用)の提案及び会員事業者の紹介
国際会議開催に係る観光エクスカーションの企画及び手配を行った。
ウ インセンティブツアー・国際会議バンケット等の提案及び会員事業者の紹介
岡山城天守閣ナイトバンケット等の企画及び手配を行った。
３ 会員サービス事業
当協会が管理・運営するＷＥＢサイト、おかやま観光ネット・おかやま観光特集「岡山
芸術交流 2019」ページで、対象となる会員から情報を収集し、その中で返答があった会
員の施設情報や商品情報を掲載し、宣伝を行った。
協会会員向け機関誌「てご」
、ホームページ、ＳＮＳによって会員の情報を広く発信した。
機関誌名称

発行部数

「てご」

各号 ６００部
（年４回）

発行日等
〈第 43 号〉令和元年 ６月２６日発行
〈第 44 号〉令和元年 ９月２６日発行
〈第 45 号〉令和元年１２月２６日発行
〈第 46 号〉令和２年 ３月２７日発行

【法人の管理運営】
１ 理事会・総会及び各種会議の開催
（１）令和元年度 第１回理事会
○期
日：令和元年５月２９日(水)
○内
容：平成３０年度事業報告・決算報告、役員の選任、正会員加入、合併契約書
案、通常総会の開催案等
（２）令和元年度 通常総会
○期
日：令和元年６月２１日(金)
○内
容：平成３０年度事業報告・決算報告、役員の選任、合併契約書案、令和元年
度事業計画・収支予算

（３）令和元年度 第２回理事会
○期
日：令和元年６月２１日(金)
○内
容：三役の選定、常勤役員の報酬月額、重要な使用人の選任、正会員加入等
（４）令和元年度 第３回理事会
○期
日：令和元年１２月２日（月）
○内
容：令和２年度より実施内容の変更（収益事業３八幡温泉事業の新設）
（５）令和元年度 第４回理事会
○期
日：令和２年３月２５日(水)
○内
容：令和２年度事業計画(案)・収支予算（案）
、利益相反取引、正会員加入、重
要な使用人の選任、建部町観光公社との合併の効力発生日の変更等
２ 合併準備室の設置
一般財団法人岡山市建部町観光公社との合併について、合併準備室を設置し、合併に向けた
準備を行った（合併期日：令和２年５月１日）
。
7 月 30 日（火）

第１回合併準備室会議

8 月 20 日（火）

第２回合併準備室会議

9 月 10 日（火）

第３回合併準備室会議

10 月 15 日（火）

第４回合併準備室会議

11 月 20 日（水）

第５回合併準備室会議

12 月 17 日（火）

第６回合併準備室会議

1 月 16 日（木）

第７回合併準備室会議

2 月 4 日（火）

第８回合併準備室会議

2 月 17 日（月）

第９回合併準備室会議

（参考資料）
○令和元年度 正会員の入会について
社

名

（業種区分）

コカ・コーラボトラーズジャパン（株）
（自動販売機）
着物レンタルＣＨＡ ＣＨＡ
（ﾚｼﾞｬｰ・観光施設）
(有)ジー・エム・ワークス
（印刷）
アマノ（株）岡山支店
（施設設備管理）
（株）アペックス西日本
（自動販売機）
（株）岡山リベッツ
（クラブチーム）
（株）ＴＲＹＨＯＯＰ
（クラブチーム）
ネッツトヨタ岡山（株）
（自動車販売）
(有)喜怒哀楽
（飲食）
黎明美術館
（ﾚｼﾞｬｰ・観光施設）
（株）石田大成社 岡山営業所（現；
（株）ＩＴＰ）
（印刷）
（株）ファーストディレクション
（イベント企画）
おかやま宿泊会
（宿泊）
玉井宮東照宮
（宗教法人・寺院）
観光農園吉井農園
（ﾚｼﾞｬｰ・観光施設）
トリップアテンダント
（旅行案内）
令和元年度末 正会員数 ３１８

住 所
岡山市南区藤田
岡山市北区表町
岡山市南区新保
岡山市北区北長瀬表町
岡山市中区江崎
岡山市北区野田
岡山市北区厚生町
岡山市南区泉田
岡山市北区下伊福
岡山市北区北長瀬表町
岡山市北区西古松
岡山市東区瀬戸町江尻
岡山市北区富田町（代）
岡山市中区東山
赤磐市仁堀東
岡山市中区高島新屋敷

○令和２年４月１日以降の入会団体 （令和２年４月２０日現在）
社

名

（業種区分）

（株）ｔｈｒｅｅ ｓｅｖｅｎ
（株）ＪＴＢ商事 岡山営業所

（飲食）
（通信卸小売）

住 所
岡山市中区国富
岡山市北区表町

○令和元年度 各種事業への後援等
月

日

事

業

主

催 団 体

R1.5.11

ドローンレースおかやま奉還町商店街

(一社)日本マルチコプタ-協会

R1.5.20～5.22

春の岡山さつき展

岡山市・岡山さつき会

R1.8.17

WEST SIDE CARNIVAL 2019 －西口じゃろ
ー！全員集合！！－

（株）岡山コンベンションセン
ター、奉還町商店街振興組合、
リットシティビル管理組合

R1.8.30～8.31

SPring-8 シンポジウム 2019

SPring-8 ユーザー協同体、理化
学研究所放射光化学研究セン
ター、
（公財）高輝度光化学研
究センター、岡山大学

R1.10.1～10.2

おかやま「雄町と地酒の祭典」2019

おかやま「雄町と地酒の祭典」
実行委員会

R1.10.5～10.6

2019 おかやま元気まつり in コンベックス
岡山

岡山放送（株）

R1.10.5～10.6

チャリティークラシックカーツーリング
ベッキオ・バンビーノ 2019Autunno

ベッキオ・バンビーノ実行委員
会

R1.10.19～11.10

おかやま菊花大会

岡山市、岡山菊花協会

R1.10.20

第 30 回足守メロンまつり

足守地域活性化推進事業実行
委員会

R1.10.26～12.22

2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN

（一社）日本バレーボールリー
グ機構

R1.11.1～11.3

第 33 回中国地区ろうあ高齢者大会

中国地区ろうあ連盟高齢部

R1.11.2～11.4

備前岡山ええじゃないか 2019 大誓文払い

岡山市商店会連合会､山陽新聞社

R1.11.3

岡山あげはライオンズクラブ第 10 回岡山
城小学生写生大会

岡山あげはライオンズクラブ

R1.11.9

第 2 回ドローンレース おかやま奉還町商
店街

（一社）日本マルチコプター協
会

R1.11.14

第 17 回シニアオープンテラス岡山大会

岡山県シニアテニス連盟

R1.11.15～11.17

第 19 回葦の森展

葦の森実行委員会

R2.1.25～1.26

第 18 回岡山県近県府中学校女子バレーボ
ール大会

岡山県近県府中学校女子バレ
ーボール大会実行委員会

R2.2.2

第 6 回晴れの国おかやま検定

岡山商工会議所

R2.2.4～3.22【中止】 令和 2 年 陣屋町足守町並み雛めぐり

岡山市近水観光振興会

R2.3.8【中止】

食の祭典「第 52 回南国土佐皿鉢祭」

南国土佐皿鉢まつり実施運営
委員会

R2.3.9～3.15

第 10 回山陽ベテランオープンテニス選手
権大会

岡山県テニス協会

R2.3.27～4.5【中止】 2020 岡山さくらカーニバル

岡山さくらｶｰﾆﾊﾞﾙ実行委員会

■附属明細書
１ 指定管理について（岡山市の指定を受け、施設の管理運営を行う。
）
【足守プラザ】
施設指定管理期間： 平成３１年４月～令和６年３月（５年間）
【岡山城天守閣】
施設指定管理期間： 平成２８年４月～令和３年３月（５年間）
【烏城公園】
施設指定管理期間： 平成３１年４月～令和３年３月（２年間）

一般財団法人岡山市建部町観光公社
令和元年度 事業報告書
一般財団法人岡山市建部町観光公社は、観光振興のための諸施策を実施し、地域経済の活性化と
市政の発展に寄与することを目的とし、各種事業を実施しているところである。
尚、各業務に関する実施内容を次のとおり報告する。

業

務 内

訳

１

観光公社一般事業
１）理事会・評議員会及びその他の会議の開催

２

観光施設等の管理運営業務（指定管理施設の管理運営）
１）たけべ八幡温泉の管理運営業務
２）各種団体で組織する観光対策事業への参画
３）各種団体及び事業の連絡調整
４）各種催事の後援及び協賛

３

公益目的事業
１）観光物産育成事業（「たけべふるさと小包」事業）
「ふるさと小包」の会員募集、町特産品の発送とともに、
建部地域の観光宣伝等情報提供を行う。
２）観光宣伝事業（イベント出店業務）
近隣市町村で開催される各種イベントへの参加、
観光ＰＲをすることにより、建部地域への集客を図る。
３）特産品製造販売事業（特産物加工場の管理運営業務）
建部地域の農林水産物を使用して、特産物加工品の開発・販売を行う。

１

観光公社一般事業
〇監事会の開催
・令和元年度 第１回監事会
開催日：令和元年５月１０日（金）
場 所：たけべ八幡温泉
内 容：平成３０年度決算
・令和元年度 第２回監事会
開催日：令和２年３月１６日（月）
場 所：たけべ八幡温泉
内 容：令和元年度決算（～１月３１日分まで）

〇理事会の開催
・令和元年度 第１回理事会
開催日：令和元年５月２０日（月）
場 所：たけべ八幡温泉
協議・報告事項
（１）平成３０年度事業報告について
（２）平成３０年度収支決算について
（３）理事及び監事の選任及び辞任について
（４）評議員の選任について
（５）理事及び監事並びに評議員の任期の変更について
（６）合併契約書について
（７）加工場の運営について
（８）消費税増税に伴う料金の改定について
（９）令和元年度定時評議員の招集について
・令和元年度 第２回理事会
開催日：令和元年１１月１９日（火）
場 所：たけべ八幡温泉
協議・議決事項
（１）令和元年度上半期事業及び収支報告について
議決事項
（１）年末・年始の営業について
・令和元年度 第３回理事会
開催日：令和２年３月２４日（火）
場 所：たけべ八幡温泉

議決事項
（１）公益社団法人おかやま観光コンベンション協会との合併の効力発生日
の変更について
（２）令和２年度事業計画及び収支予算について
報告事項
（１）令和元年度事業報告（令和２年１月３１日まで）について
（２）令和元年度収支決算（令和２年１月３１日まで）について
〇評議員会の開催
・令和元年度

第１回評議員会

開催日：令和元年６月１１日（火）
場

所：たけべ八幡温泉

協議・議決事項
（１）平成３０年度事業報告について
（２）平成３０年度収支決算について
（３）理事及び監事の選任及び辞任について
（４）評議員の選任について
（５）理事及び監事並びに評議員の任期の変更について
（６）合併契約書について
（７）加工場の運営について
（８）消費税増税に伴う料金改定について
報告事項
（１）令和元年度事業計画及び収支予算について
・令和元年度

第２回評議員会

開催日：令和２年３月２４日（火）
場

所：たけべ八幡温泉

報告事項
（１）公益社団法人おかやま観光コンベンション協会との合併の効力発生日
の変更について
（２）令和２年度事業計画及び収支予算について
（３）令和元年度事業報告（令和２年１月３１日まで）について
（４）令和元年度収支決算（令和２年１月３１日まで）について

２

観光施設等の管理運営業務（指定管理施設の管理運営）
(一財)岡山市建部町観光公社は平成２７年度より「たけべ八幡温泉」の指定管理を受け、満５年

が経過しました。
昨年度の利用客数は、西日本豪雨災害の影響により７月単月で２，０００人減でしたが、今年度
は２年前と同程度の利用客数まで戻すことができました。回復要因としては、４月からシルバー割
引きの適用範囲を岡山市内から岡山県内に広げたことや、春休み・夏休み期間に利用できるイベン
ト入浴割引券を発行して、近隣の観光施設、レジャー施設、店舗等に依頼し利用客へ配布していた
だいたことにあると考えます。また、リピーターによる回数券の利用も増え、９月までの中間期ま
では順調な運営ができていました。
しかしながら、１０月からの消費税増税、また暖冬の影響もあり伸び悩み、さらには、１月末から
の新型コロナウィルスの影響により、予約を受けていた宴会・宿泊等のキャンセルが続きました。
通常であれば３月は卒業式、歓送迎会、同窓会等の宴会で年間通じても確実に売上があがる月間に
も関わらず、大幅な収入減による大きな打撃を受けました。
経費においては、１０月から岡山県の最低賃金が改定になり、パート従業員の賃金が上昇しまし
た。レストランの畳の張り替え、のぼり旗の購入、レストランの食券機の導入、消費税増税・軽減税
率対応のレジの購入と既存のポスレジのバージョンアップ、また、消費税増税による料金改定に伴
うパンフレット印刷などにより、多額の経費がかかりました。また、施設も開館より５年を経過し
メンテナンスも実施しました。職員及びパート従業員で行っていた風呂掃除業務と週２回程度の日
常清掃業務は業者に委託しました。そのことにより、勤務シフトも組み易く、何より従業員の仕事
負担も軽減されました。
昨年３月、岡山市に設置していただいたバイオ発電機のおかげで電気使用料が１，１５３千円減
少。また、湯張り時間の調整や湯出量の節約に努め、水道料金も２２０千円安くなりました。
自主事業については、レストランでの食券機導入によりスタッフの作業動線が改善され、スムー
ズかつスピーディな接客ができるようになりました。しかしながら、飲食収入においては大きく減
少したため、料理メニューや価格の変更、店内のレイアウトやメニュー表示の改善を行います。さ
らに、売店については夏場の野菜・果物の入荷が少なかったことにより売上が減少したため、今後
は商品配置のレイアウトや仕入れ商品などの見直しを図り、魅力ある売り場づくりに努めていきた
いと思います。
イベントについては、次ページの【館内イベント】の内容により実施しました。町内の各種販売店
等で構成された団体主催の「たけべマルシェ」は年３回、「ＴＡＫＥＢＥ広場」を会場に開催してい
ただきました。これからも、イベントや入浴割引券の配布など、地域の各種団体と協力しながら、温
泉ＰＲとともに建部地域のＰＲに努めていきたいと思います。
また、毎月一回、職員ミーティングや、厨房・接客のチーフスタッフのミーティングを行いなが
ら、問題点や改善点を協議し、従業員一人ひとりが目標意識を高め、サービスの向上に努めました。

１）たけべ八幡温泉の管理運営業務
施設利用状況表
項

目

宿

泊

（単位：人）
指定管理

自主事業

合

計

0

437

437

宴会・休憩

1,052

2,958

4,010

会議・研修

1,503

0

1,503

食

事

0

13,130

13,130

入

浴

71,619

0

71,619

合

計

74,174

16,525

90,699

収入内訳表
項

（単位：円）
目

指定管理

事業収入

自主事業

合

計

38,596,778

45,401,005

83,997,783

雑収入

25,872

205,765

231,637

繰入金

0

0

0

38,622,650

45,606,770

84,229,420

合

計

年末年始利用状況（１２月２９日～１月３日）
12/29
3

宴会・休憩
レストラン

入 浴
宿 泊
計

―
389
―
392

（単位：人）

12/30

12/31

―

―

―

―

13

16

―

―

―

―

97

97

513

2,055

0

0

623

2,168

265
―
265

633
―
633

1/1

―
―
―

1/2

255
―
255

1/3

計

【館内イベント】
○ ４月 １日（月）
４周年記念イベント
○ ５月 １日（水）～６月３０日（日） お母さん似顔絵展
○ ５月 ５日（日）
こどもの日(たけべマルシェ)
来館３０万人達成記念イベント、菖蒲湯
○ ５月１２日（日）
母の日カーネーションの足湯
○ ６月 １日（土）
岡山市民の日
○ ６月 １日（土）
お父さん似顔絵展
○ ６月１６日（日）
父の日バラの足湯
○ ６月２６日（水）
風呂の日イベント
○ ６月３０日（日）～７月 ７日（日） 七夕飾り
○ ７月 ７日（日）
七夕市（たけべマルシェ）

○ ７月２７日（土）
○ ８月２５日（日）
○ ９月１４日（土）
○ ９月２６日（木）
○１１月２２日（金）
○１１月２６日（火）
○１２月 １日（日）～２５日（水）
○１２月２２日（日）
○１２月２４日（火）
○１２月２６日（木）～１月７日（火）
○１２月２９日（日）
○ １月２６日（日）
○ ２月 ３日（月）
○ ２月２６日（水）
○ ３月１５日（日）
○ ３月２６日（木）

３

土用の丑うなぎ販売
大試食大会（たけべｶﾌｪｸﾞﾛｯﾌﾟ）
お月見市（たけべマルシェ）
風呂の日イベント
いい夫婦の日 1,120 御膳
風呂の日イベント
クリスマスイルミネーション
冬至 ゆず湯
クリスマスキャンドル風呂
門松設置
年末朝市
いい風呂イベント 1,120 定食
恵方巻き販売
風呂の日イベント、甘酒サービス
たけべマルシェ（中止）
いい風呂イベント 1,120 定食

公益目的事業

１）観光物産育成事業（「たけべふるさと小包事業」）
建部地域でとれた農産物や手作りの加工品などの安全・安心な商品に加えて、温泉の利用割引
券や建部地域の観光マップ、たけべ八幡温泉のＰＲちらし等を同封し、ふるさと建部の味と思い
出を年３コースに分けて発信しました。夏コースの申込数が減りましたが、お正月商品を取り揃
えた冬コースの申込数が増えたため、総数では昨年度とあまり変わらない申込数でした。

事業申込数

（単位：件）

コース名
ふるさとコース

フレッシュ夏コース

ほのぼの冬コース

計

会

費

令和元年度

平成３０年度

比 較

5,000 円

40

33

7

10,000 円

11

11

0

7,000 円

27

38

△ 11

5,000 円

54

38

16

10,000 円

26

27

△ 1

15,000 円

7

10

△ 3

165

157

8

小包内容
コース名
たけべの味
ふるさとコース

会

費

・5,000 円
入浴割引 15 回

発送日

小包内容

8月5日

野菜クッキー、福神漬け、きゅうりの粕漬

6日

け、生芋こんにゃく、野菜パン、建部ヨー
グルト、のむヨーグルト、ブルーベリージ
ャム、焼肉のたれ、コーヒードリップバッ
ク

・10,000 円

鮎の甘露煮、野菜クッキー、福神漬け、き

入浴割引 30 回

ゅうりの粕漬け、そよご蜂蜜、野菜パン、
山ゆり味噌、ブルーベリージャム、焼肉の
たれ、山の芋ドレッシング、建部ヨーグル
ト、のむヨーグルト、コーヒードリップバ
ック

フレッシュ
夏コース
ほのぼの
冬コース

・7,000 円

8 月 13 日

シャインマスカット

12 月 25 日

白餅、豆餅、かきもち、生芋こんにゃく、

12 月 26 日

建部ヨーグルト、たけべ米

2房

入浴割引 20 回
・5,000 円
入浴割引 15 回
・10,000 円
入浴割引 30 回

白餅、豆餅、山ゆり味噌、生芋こんにゃく、
建部ヨーグルト、たけべ米、つぐね芋、生
しいたけ

・15,000 円
入浴割引 45 回

白餅、豆餅、山ゆり味噌、鮎の甘露煮、干
し柿、かきもち、生芋こんにゃく、建部ヨ
ーグルト、たけべ米、つぐね芋、生しいた
け、コーヒードリップバック

２）観光宣伝事業（イベント出店業務）
建部地域及び隣接市町等が開催した各種イベントに参加し、特産品の展示・販売と温泉施設のＰ
Ｒを行いました。「たけべの森はっぽね桜まつり」「建部町納涼花火大会」など建部地域の恒例とな
ったイベント行事、また近隣からの出店要請がある場合には積極的に参加し、「たけべ八幡温泉」の
ＰＲをかねて次回の事業に継続できるよう努めました。しかしながら、新型コロナウィルス感染拡
大防止のため、３月以降のイベントがすべて中止になっています。

4 月 7 日(日)

たけべの森桜まつり

たけべの森公園

4 月 29 日(月)

吉田れんげまつり

建部町吉田区内

5 月 26 日(日)

めだかの学校環境まつり

めだかの学校

6 月 2 日(日)

そよご蜂蜜採集会

たけべの森公園

7 月 27 日(土)

夏祭り in みつ 2019

御津公民館前広場

8 月 11 日(日)

第 45 回建部町納涼花火大会

親水公園

9 月 21 日(土)

御津大青空市

岡山市御津公民館

10 月 6 日(日)

第 14 回わっしょい和んさか吉備中央フェスタ

吉備中央町サンサン広場

10 月 6 日(日)

ベッキオバンビーノクラシックカーラリー

八幡温泉郷駐車場

11 月 3 日(日)

竹枝かいぼり調査

竹枝小学校前旭川

11 月 24 日(日)

建部町ふるさと野菜市感謝祭

観光物産案内所周辺

里山まつり（中止）

富沢地内 里山

3 月 22 日(日)

３）特産品製造販売事業（特産物加工場の管理運営業務）
各種漬物、野菜クッキー、鮎・はえの甘露煮等の製造を行い、建部地域に販売拠点を置き、
近隣においては、かもがわ円城道の駅やＪＡ津山サンサン久米南等で販売しました。市内におい
ては、ふるさと交流プラザ奉還町店やＪＡ岡山はなやか北店、ＪＡ岡山はなやか中央店での販売
を行いました。今年度で特産物加工場の閉鎖が決まり、製造は１２月末まで稼働し、各販売店での
販売は１月末まで行い、事業は終了しました。
加工場利用状況表
項 目

（単位：回）
令和元年度

平成 30 年度

143

194

観光物産育成事業

9

5

ふるさと小包の準備・発送

観光宣伝事業

8

10

イベント出店に係る準備

その他（備品）

4

8

町内各種団体（はっぴ、U 字溝、食器類など）

164

217

特産加工品事業

計

備

考

鮎の甘露煮、野菜クッキー、きゅうり等の加工等

