
平成27年度事業報告

（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

公益社団法人福山観光コンベンション協会は、福山市及びその周辺地域の観光及びコン

ベンションに関する事業の振興を図り、観光資源の開発、観光施設、公園·遊園地の管理運

営 を行い、もって観光客の誘致、コンベンションの誘致·支援等を行なうことにより、地域

経済の活性化及び産業文化の向上並びに都市観光の発展に寄与することと、福山市立動物

園の有効利用の推進に協力するとともに、動物の知識及び動物愛護思想の普及を図り、市

民の教育文化の向上に寄与すること、それぞれ を目的として、次に掲げる公益目的事業 4 事

業、収益目的事業 2 事業、その他事業 3 事業、管理運営事業 1 事業 を行いました。

I公益目的事業

公1 . 福山市観光施策の広報·案内·宣伝·共催·交流等事業

（定款第 4 条第 1 項第 1 号•第 3 号•第 5 号•第 6 号•第 7 号•第 11 号事業）

(1)観光案内所の運営等

ア所在地 福山市三之丸町 JR福山駅構内（改札口斜め前）

利用期間 年末年始 (12/29-1/3) を除く全日

利用時間 9 時-18 時 30 分 勤務体制：変則 2. 5 名

利用件数 56,940 件 （内外国人利用件数 1,078 件）

イ．所在地 福山市鞘町 鞘市営渡船場内

利用期間 年始(1/1)を除く全日

利用時間 9 時-4 時

(2)観光 広報·宣伝・ 交流事業

ア福山城周辺観光ガイドの充実

平成 19 年度に福山城ボランティアガイド発足以来、福山城博物館（福山城博物

館友の会）と共同で運営しました。

①ガイドの研修 3回

②ガイド実績 95回（利用者数 2,682 人）

③福山城ボランティアガイド用パンフレット 10,000 枚増刷
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イ．都市観光宣伝事業

①大都市圏と福山市周辺に向けて、観光誘致宣伝を実施しました。

· 懇談会 内容 クラブツ ー リズムパートナ ーズ会

全国 8 ヶ所の旅行センタ ーに誘致宣伝

期間 平成 27 年 6 月 1 日（月）

場所 ANAクラウンプラザホテル広島

• 関西地域 内容 旅行業者 ・ バス会社への訪問宣伝

期間 平成 27 年 11 月 24 日-11 月 25 日

都市 大阪 ・ 京都•奈良 22 件

• 山口地域 内容 旅行業者 ・ バス会社への訪問宣伝

期間 平成 27 年 12 月 15 日-12 月 16 日

都市 岩国·下松 ・ 周南·山口·宇部·下関 18 件

• 兵庫地域 内容 旅行業者 ・ バス会社への訪問宣伝

期間 平成 27 年 12 月 17 日-18 日

都市 たつの•姫路 ・ 三木 ・ 小野•神戸外 18 件

• 山陰地域 内容 旅行業者 ・ バス会社への訪問宣伝

期間 平成 28 年 1 月 12 日-1 月 14 日（島根県）

平成 28 年 2 月 1 日-2 月 2 日 （鳥取県外）

都市 米子 ・ 松江 ・ 出雲 ・ 大田•浜田 ・ 益田外 22 件

鳥取•北栄•倉吉•津山 ・ 高梁 12 件

• 四国地域 内容 旅行業者・バス会社への訪問宣伝

期間 平成 28 年 1 月 26 日-1 月 28 日

都市 高松 ・ 三豊 ・ 観音寺•四国中央•松山 ・ 今治外 17 件
・ 近隣地域 内容 旅行業者 ・ バス会社への訪問宣伝

期間 平成 28 年 2 月 3 日-2 月 4 日

都市 広島市 ・ 岡山市 12 件

② 第 86 回都市対抗野球大会に出場が決まった福山市代表「JFEスチ ール

西日本硬式野球部 」が最初に出場する日に、郷土芸能により都市宣伝を行

いました。

実施日 平成 27 年 7 月 18 日（土） 第 1 試合 14: 00-16 : 00

郷土芸能 鞘の浦アイヤ節保存会

場所 東京ドー ム

ウ観光素材物語化事業観光資源伝承事業

福山市独自の観光素材を取り上げて、その個性を磨きひからせていくという

「福山ブランドの確立 」の一つとして3種類の歴史トレイルを製作しました。

「鞘の歴史観光トレイル」「福山城の歴史観光トレイル」「神辺 ・ 駅家 ・ 新市の歴

史観光トレイル」 を平成 27 年度はそれぞれ、198 冊、165 冊、65 冊併せて 428 冊

配布しました。
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工.心、くやま観光写真コンテス ト開催

第 42回ふくやま観光写真コンテス ト

① 応募期間 平成27年 10月 1日 (木)～平成27年 11月 30日 (月 )

② 応募者数 74人

③ 応募点数 218点

④ 審査会 平成27年 12月 11日 (金)福山市役所3階 大会議室

⑤ 表彰式 平成27年 12月 22日 (火)福山市ものづくり交流館

⑥ 入賞作品の展示

(ア)平成28年 1月 8日 (金)～ 1月 14日 (木) 東部市民センター

(イ )平成28年 1月 15日 (金)～ 1月 21日 (木) 北部市民センター

(ウ)平成28年 1月 22日 (金)～ 1月 28日 (木) 西部市民センター

(工)平成 28年 1月 29日 (金)～ 2月 4日 (木) 本庁 1階市民ホール

オ.観光コンベンション協会ホームページの充実

春季と秋季に 2回、掲載内容の修正、追加、削除を実施しました。

トピックスの掲載 68件 (平成 27年度)

イベン ト情報 ,おすすめ情報の更新・掲載

力.観光諸行事の共催及び後援

① お手火祭

実施日 平成 26年 7月 11日 (上 )

場所  沼名前神社

② 幸福山 (ハ ッピーマウンテン)行進 (自 転車利用促進協議会)

実施日 平成 27年 8月 15日 (上 )

場所  後山公園～単丙の浦

③ ふくのやま よさこい

実施日 平成 27年 9月 18日 (金 )

場所  中央公園、福山市役所、宮通り

④ 革丙の浦 de ART 2015

実施日 平成 27年 9月 27日 (日 )～ 10月 18日 (日 )

場所  覇の浦一円の歴史的建造物の屋内外 約20カ 所

⑤ 福山ブルガリアフェスティバル 2015

実施日 平成 27年 9月 29日 (火 )・ 30日 (水 )

場所  広島県民文化センターふくやま・福山市立千年小学校外

⑥ 2015年第 10回秋のばら展

実施日 平成 27年 10月 23日 (金 )・ 24日 (上 )

場所  山陽自動車道福山 SA上 り線

② 第 60回福山菊花展覧会

実施日 平成 27年 10月 23日 (金)～ 11月 16日 (月 )

場所  福山城公園外
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③ 猫さがし 革丙の浦・尾道のネコと町

実施日 平成 27年 10月 24日 (上)～ 11月 3日 (火 )

場所  ィォンモール広島祗園

③ 第 1回「ハロウィーンウォーク福山」 in駅前商店街

実施日 平成 27年 10月 31日 (土 )

場所  」R福山駅前商店街

① お蔵出し映画祭 2015

実施日 平成 27年 11月 6日 (金)～ 11月 8日 (日 )

場所  福山駅前シネマモー ド1

① 猫撮り屋 森原輝明写真展「瀬戸内猫のいる風景」

実施日 平成 27年 12月 19日 (■)～平成 28年 1月 3日 (日 )

場所  エディォン広島本店

⑫ 第4回単門の浦ベテランオープンテニス大会

実施日 平成 28年 1月 9日 (■ )・ 10日 (日 )・ 11(月・祝)

場所  竹ヶ端運動公園テニスコー ト

⑬ 第 9回知っとる検定

実施日 平成 28年 2月 7日 (日 )

福山会場,東京会場で 3級・2級・1級を実施

① 第 14回輛・町並ひな祭り

実施日 平成 28年 2月 20日 (上 )～3月 21日 (月・祝日)

場所  輛町―円

⑮ 第 35回ふくやまマラソン

実施日 平成 28年 2月 21日 (日 )

場所  福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場

キ.観光関係機関との連携を強化、受け入れ体制の充実

① 『せとうち旅情実行委員会」福山市・倉敷市・尾道市 3市の観光課と観光

協会・JR西 日本が連携して、観光客の受け入れ対策を実施しました。
(ア)観光分析事業

ランドブレイン仰へ業務委託を行い、3市連携の有効性、現状分析、ター

ゲット選定するための調査を実施しました。

調査結果として、「今後、3都市の連携とコンセプト、ス トーリーを明確に

した “せとうち旅情"観光は有効であり、存在意識は高い。Jと 報告があり
ました。

(イ )情報発信事業

【1】 観光宣伝事業

パンフレット改訂版の作成  20,000部

【2】 観光誘客事業

関西地区の旅行会社を対象とした観光商談会へ参加し、3市の観光

情報を発信しました。
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晴れの国おかやま観光商談会 (大阪)

日程 :平成 27年 10月 27日 (火 )

場所 :ANAク ラウンプラザホテル大阪

対象旅行会社 :JTB国 内旅行企画 仕入企画

日本旅行」R営業推進部 JR商品企画

クラブツーリズム 関西国内企画センター

阪急交通社 メディア営業一部

(ウ )受入対策事業

3市の観光地としての魅力を高めるため、各地の観光着地整備を行い、

誘客促進を図りました。

② 「備後地方観光連絡協議会J備後地方の市・町並びに民間観光関係機関 11回

体で構成され観光に関する連絡、協調を図り、観光資源の開発整備の促進、

広域観光圏の確立、観光客誘致、観光事業に関する調査等を実施しました。

(ア)組織活動事業

平成 26年度に監修・造成した備後地方観光連絡協議会エリアにおける

産業観光バスツアー (全 10コ ース)を本協議会会員の関係旅行業者に

販売しました。44本設定のうち3本が催行となりました。

(イ )宣伝活動事業

【1】 パンフレットラックの活用

協議会員のイベント情報及び備後地域の観光情報を、三井アウ ト

レットパーク倉敷及びイオンモール倉敷のパンフレットラックで

紹介するなど、倉敷周辺等岡山県内から幅広く誘客を図りました。

(平成 27年 8月 1日 ～平成 28年 3月 31日 )

【2】 マスメディアの活用

「FMく らしき」で、3月 に観光鯛網の宣伝を実施しました。

(ウ )体験観光素材集の制作

平成 28年度 6月 以降より、旅行会社のプロモーション活動に活用する

ため、旅行会社向けの体験観光素材集を2,000部 制作しました。

③ 広島ブランドショップ「TAU」 を活用し、首都圏において福山の観光・

物産を紹介・PRし、福山への集客を図るため「福山観光物産フェアJを

実施 しました。併せて、福山市市制施行 100周年記念協賛として、映画

『探偵ミタライの事件簿 星籠の海」応援イベントを実施 しました。

(ア)福山観光物産フェア

実施日 平成 28年 3月 12日 (上 )・ 13日 (日 )

場所  広島ブランドショップTAU lF
内容  パンフレット配布・物産の販売

「探偵ミタライの事件簿 星籠の海J応援イベント

実施日 平成 28年 3月 12日 (土)10:30・ 14:00

場所  広島ブランドショップTAU 3F
内容  原作者・島田荘司 トークショr、 映画予告編上映など

(イ )観光関係機関

福山市・福山商二会議所・備後地域地場産業振興センター

福山物産協会・」R西 日本岡山支社・ばらグッズお、くやまフレンズ

ク.外国人観光客への情報提供や活動の支援の強化

①「輛の浦音声ガイドJの運用 (日 本語・英語・韓国語・中国語 (簡体語・繁体語))

貸出場所 :革丙の浦観光情報センター、市営渡船場、ホテル鴎風亭

範囲 :輛の浦地区

②「多言語ガイド音声ペンJの運用 (日 本語・英語・韓国語・中国語)

貸出場所 :福山観光案内所 (」 R福山駅構内)

範囲 :福山文化ゾーン(福山城及びミュージアム)

③「外国人観光客おもてなし講習会」の開催

日時 :平成 27年 11月 18日 (水)13:30～ 16:00

場所 :リ ッチモンドホテル福山

内容 :訪日外国人旅行者の現状・来日の目的、おもてなしの必要性外

講師 :外来客受け入れ選任講師 2名

参加 :25事業所等、46名

④英語版観光パンフレット等 2種の作製

「福山・輛の浦パンフレット」英語版 2,000部
『革両の浦散策マップ」英語版    10,000部

(3)観光アシスタント運営事業

① 募集期間 平成26年 12月 1日 (月 )～平成27年 3月 8日 (日 )

② 応募者数 11人

③ 審査会  平成27年 4月 10日 (金)みやび

④ 表彰式  平成27年 5月 16日 (上 )

⑤ 出務 フラワーフェスティバル等公的行事への出務 年間36回

(4)観光資源推進事業

福山市における観光資源を、訪れる多くの方々に対して判りやすく充実した情

報として発信するために、従来からある当観光コンベンション協会のホーム

ページを全面的にリニューアルするための調査・研究を行いました。
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公 2.福山市立動物園管理運営事業

(定款第 4条第 1項第 10号事業)

(1)福山市立動物園における飼育展示及び動物の治療等の管理運営事業
日飼育展示 ・動物の治療など ・国内サービス ・施設の維持管理運営

(2)野生傷病鳥獣保護事業及び動物に関する調査研究

□野生傷病鳥獣保護事業 日動物に関する調査研究事業

(3)福山市立動物園に対する援助協力事業及び愛護思想の普及事業
B動物の知識及び愛護思想の普及活動・福山市立動物園に対する援助協力事業

(4)動物及び動物園等に関する国並びに地方公共団体からの受託事業
日市町村及び公共団体からの受託事業

施設総面積     26,476浦
飼 育 動 物    哺乳綱  30種  134点

鳥 綱  24種  179点
爬虫綱  11種   44点…
合
…
計
……じむ

B」

種
…ご

・
も
・
ブ薫

…・
(平成28年 3月 31日現在)

・入園者数      309,356人
・会議       日本動物園水族館協会各種会議出席
B休園日の開園   3月 ～ 5月 , 9月 ～ 11月 は無体で開国

期間 行事名 容内

土曜。日曜・祝日

「ゾウ」のわくわくエサやり体験 動物愛護精神の普及啓発を図る目的で実施。
(土曜=13:00～、日曜・祝日=11:15～、先着 50名 )

「キリン」のわくわくエサやり体験 動物愛護精神の普及啓発を図る目的で実施。
(土曜=13:45～、日曜・祝日=13:30～、先着 10組 )

「猛獣」のわくわくエサやり体験 動物愛護精神の普及啓発を図る目的で実施。

(土曜・日曜・祝日=14:15～ 、先着 4組)

「ペンギンJのわくわくエサやり体験 動物愛護精神の普及啓発を図る目的で実施。
(土曜・日曜・祝日=15:00～ 、先着こども 20組 )

毎 日 ぱつくんタイム

&
ワシポイントガイド

動物たちが最も活動的になるエサを食べる様子を
飼育職員の説明を聞きながら観察していただく。

フンボルトベンギン
10:45～ (金曜はなし)

15:00～ (土曜・日祝はなし)

ジェンツーペシギン 10:50～・15:05～ (同 上)

コモシリスザル 12:00～

アジアゾウ 13:00～ (日 祝はなし)

ふれあいコーナー Oテ ンジクネズミのふれあい

(11:00～ 11:30・ 14:00～ 14:45)

Oヤギのエサやり(エサがなくなり次第終了)

Oは虫類のふれあい

(土曜・日曜・祝日 14:00～ 14:10)

第 1。 第 3土曜
バックヤー ド&台所ツアー 一般の入国ではわからない動物国の舞台裏を

案内。(1'00～ 、先着 20名 )

第 2・ 第 4土曜

国内ガイ ドツアー&動物と一緒に

写真に写ろう !

職員が国内を案内。動物と記念写真を撮つて

いただく。 (10:30～ 、先着 20名 )

動物病院見学ツアー 一般の入国ではわからない動物病院の舞台裏を
案内。(1'30～ 、先着 20名 )

4月 1日 (水 )

1月 31日 (日 )

第31回福山市立動物園

写真ヨンテス ト

動物国内の動物及び国内で撮影した家族写真で

明るく楽しい雰囲気の作品を募集。(金賞 1点・

銀賞 3点・銅賞 10点 )

〔募集期間〕2015年 4月 1日 ～2016年 1月 31日

〔表 彰 式〕 2016年 3月 6日

〔応募総数〕 174点

4月 29日 (祝) ゾウのパースデーイベント ゾウの「ふくちゃんJ来国 14周年にちなみ、17
誕生日をお祝いする。
O誕生日ケーキのプレゼント
Oゾ ウのポイントガイ ド
O体重当て大会 (82組 243名参加、体重 2,450Kg)

ミュージカル「ゾウの森と
ポテトチップス」上映

Orふくちやん」の故郷であるボルネオ島のプウ
をテーマとしたミュージカル。
(35分 X2回上演 :劇団シンデレラ)

O絵本の朗読 (20分 X2回 )

6日 (水 )

5月 3日 (祝) GW行事「こども動物クイズ」 こども対象に、動物にちなんだクイズ憲頭輛訂
~~~

〔参カロ者〕3日 100名・4日 100名・5日 100名
6日 100名

5月 10日 (日 ) 愛鳥週間行事「巣箱作り」 野鳥についての知識や関心を深
愛護精神の普及啓発を図る。

もらい、動物

Or巣箱作り」5月 10日 (日 )13:00～
18組 58 名参加

6月 1日 (月 )

30日 (火 )

第28回 動物愛護に関する標語
コンクール

動物愛護精神の普及啓発を図る目的で実施。
応募作品の中より入選作品5点 を中央審査へ提出。
〔主催〕公益社団法人日本動物園水族館協会
〔募集期間〕6月 1日 ～30日

〔応募総数〕90点

〔入選作品〕5点

○「いやされる どうぶつたちの やさしい目」
O「まもるんだ ぼくが地きゅうと動物を」
O「動物も 同じ地球の友だちだ」
O「動物に 会えば笑顔が スイッチォン」
O「 どうぶつえん わくわくどきどき たのしいな」
〔表彰式〕9月 20日 (日 )入選者 5名

7月 1日 (水)

31日 (金 )

アミメキリンの赤ちゃん

愛称募集

6月 24日 に誕生したアミメキリンの赤ちゃん (♀ )

の愛称を募集。

〔募集期間〕7月 1日 (水)～ 7月 31日 (金 )

〔応募総数〕486種類 1,190点

〔愛称名〕「あんず」
〔命名式〕8月 16日 (日 )、 命名者 2名

7月 24日 (金 )

7月 22日 (水 ) 一日動物教室 児童に直接動物飼育の機会を与え、動物への理解
と親しみを持たせ、動物愛護精神の普及啓発を図
り、人間と動物の共存、地球環境の保護啓発に取り
組む。

O講演 (動物園の歴史、自然環境問題外)

○ 飼育突習

Oデ ィスカッション

〔参加者〕福山市内の小学生 5年生・6年生
22日 (水)10校 45名 ・23日 (木)16校 31名
24日 (金)11校 32名

7月 25日 (水 ) 第31回動物園友の会例会 「キリンの赤ちゃん誕生」のお話&バックヤー ド

見学

〔参加者〕15名
8月 1日 (上 )

8日 (土 )

15日 (土 )

22日 (■ )

29日 (上 )

夜の動物国 夜間動物国の見学を通して普段見られない動物の
生態や行動を見ていただき、動物愛護精神の普及
啓発を図る。

〔開国時間〕18時 30分～21時 00分
〔入園者数〕 1日 (土) 860名

3日 (土)1,632名
15日 (土)2,035名
22日 (土)2,762名
29日 (土) 915名

9月 23日 (祝 ) 動物愛護週間行事
「動物大好きこどもたち大集合 !」

<動物愛護週間=毎年 9月 20日 ～26日 >
9月 23日 (祝)「動物大好きこどもたち大集合 !」

当日入国料無料

アンケー ト、動物わくわくエサやり体験
〔入園者数〕3,775名

(大人 2,021名 。こども 1,754名 )
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9月 23日 (祝) 第36回福山市立動物園
子ども写生大会

〔主 催〕中国新聞備後本社

〔作品提出数〕 872点

〔入賞者表彰式〕11月 7日 (土 )

芝生広場ステージ

〔入選作品展示〕11月 7日 (土)～ 11月 28日 (上 )

は虫類館内
9月 28日 (月 ) 動物慰霊祭 2014年 9月 1日 から2015年 8月 31日 までに

亡くなつた飼育動物 46点、保護動物 53点 を供養。
11月 3日 (祝) ゾウの体重当て大会 11月 1日 「計量の日」にちなみ実施。

〔参加者〕42組 168名

〔体重〕 2,435 Kg

※正解者上位 10組様を「ゾウのエサやり体験Jに

ご案内。
11月 15日 (日 ) 第 5回福山市立動物園まつり

※ 14日 (土)が、雨で順延

地元芦田町福相学区町内会連合会・有磨学区自治

会連合会 ,福山あしな商工会・福山市北部生涯学習
センターをはじめ各種団体と協働により参画型の

イベントを開催。
O入囲料無料    ＼
O各動物ゾーンのワンポイントガイド解説
O動物エサやり体験の補助
Oテ ンジクネズミのふれあい

O】し部生涯学習センターの協働企画事業
O動物の写真展・動物愛護標語・動物写生大会の

作品展示

〔入園者数〕3,786名

(大人 2,103名・こども1,633名 )

1月 2日 (土 )

1月 4日 (月 )

正月行事 「こども動物クイズ』 こども対象に、動物にちなんだクイズを実施。
(参加者)2日 100名 。3日 100名・4日 100名

サルの缶バッジ作り ! 2016年の干支 (申 )に ちなみ、当国の飼育展示サル
9種類の中から好きな写真を使って、サルの缶バ

ッジを作製。

(参加者)3日 50名・4日 50名

1月 2日 (土 )

3月 2日 (水 )

(企画展〉

2016年 干支展
「ウキウキ :お さる展」

O顔出しパネル設置
O展示 ①骨格標本 ②サル類の豆知識

③ニホンザル解説 ④当国飼育サルの
エサ&ウ ンチ

2月 13日 (上 )

14日 (日 )

バレンタインデー企画
「国内のハー トを

探しタインデー 2」

国内7ヵ 所に設置したハー トマークを探す。
※参加賞―オリジナルチョコレー ト

全問正解賞―先着 20組に「エミューの羽根
ス トラップ」

3月 13日 (日 ) 第32回動物園友の会例会 施設見学ツアー 「高知県立のいち動物公園」
〔参加者〕41名

※ 国内動物の感染調査のため、3月 11日 (金)か ら3月 18日 (金)まで一時休国措置をした。

公 3.福 山市観光簿周網管理運営事業

(定款第 4条第 1項第 2号・第 3号事業)

「鯛網」の伝統無形文化財である「しばり網漁法』を保存伝承 し、下記の期間において

福山市民を始め、全国の方々に広く観覧していただきました。併せて、郷土芸能の継承

と保存の観点から『輛の浦アイヤ節」や『輛の浦大漁節Jの披露を事業の中で実施 しまし

た。

(1)期間    平成 27年 5月 1日 (金)～ 5月 17日 (日 )

(2)観覧者数  6,656人

(3)実施回数  17日間 25回

(4)臨時駐車場  鉄鋼団地内『爛オーザック駐車場J シャトルバス運行

(5)網引き体験参加者  60人
(6)史跡めぐり参加者 444人

なお、平成 27年度において網船 2隻 (真網・逆網)を新造しました。

FRP製 :総 トン数 5.5ト ン

全長 15m   2隻
(網船進水式 ) ア.日 時  平成 28年 4月 21日 (木 )

イ.場所  稲葉造船所

公 4.福 山市 コンベンシ ョン振興事業

(定款第 4条第 1項第 1号・第 4号・第 6号・第 11号事業)

地域経済の活性化及び産業文化の向上並びに都市観光の発展のため、コンベンション事業

を推進し、各種会議。大会・展示会等を誘致、支援を行いました。

(1)企画・調査事業

実態調査の実施

平成 26年度に福山市で開催されたコンベンションについて実態調査を行い、統計と

して取りまとめたものを関係機関、会員等に配布しました。

(2)広報宣伝事業

ア.ホームページの活用

ホームページを活用し、「コンベンション開催助成金交付要綱」「コンベンション

カレンダーJを掲載して広報しました。

イ.国際ミーティング・エキスポ (IME)への出展

福山市を全国にPRし、コンベンション情報収集のために出展しました。

① 名称  第 25回国際ミーティング・エキスポ (IME2015)

② 実施日 平成 27年 12月 9日 (水)～ 10日 (木 )

③ 会場  東京国際フォーラム 展示ホール

④ 来場者 3.440人

ウ.中国・四国地区&東北地区合同コンベンション誘致懇談会

中国・四国。東北地区の各コンベンション協会が合同でPR、 誘致するための

懇談会を開催しました。

(ア)期 日   平成 28年 1月 19日 (火 )

(イ )会場   都市センターホテル

(ウ)参加者  中国四国 12団体  東北 16団体

招待者 190名

(3)情報収集・情報提供事業

ア.コ ンベンションスケジュールの作成

平成 27年度における福山市で開催予定のコンベンションについて、庁内、大学、

コンベンション施設、大会の主催者等から情報収集をして、「コンベンション

カレンダー」に整理した後、ホームページに掲載して情報提供しました。

イ.コ ンベンション関係の会議へ出席

① 平成 27年度中国・四国地区コンベンション推進協議会総会

(ア)期日   平成 27年 7月 9日 (木 )～ 10日 (金 )

(イ )会場   宇部市文化会館

(ウ)参加団体 加盟 13団体 29人
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② 広島の未来をMICEで 語るシンポジウム

(ア)期 日   平成 27年 8月 18日 (火 )

(イ )会場   広島国際会議場

(ウ)参加者  150人

③ 地域の特性を活かしたMICEの 推進に係る調査報告・勉強会

(ア)期 日   平成 28年 3月 4日 (金 )

(イ )会場   中国運輸局

(ウ)参加者  20人

(4)誘致支援事業

ア.コ ンベンション主催団体等への誘致活動

① 首都圏の主催団体事務局を訪問して、コンベンション開催に関する支援の内容

を説明して誘致活動を実施しました。

平成 27年 12月 11日 (金)     26団 体

平成 28年 1月 20日 (水 )・ 21日 (木)28団 体  計 54団体

② 広島圏域への誘致活動

平成 28年 2月 12日 (金)     12団 体

イ.コ ンベンション主催者に対する支援

① コンベンション開催助成金交付要綱に基づき、交付要件を満たした各種コンベ

ンション(大会・学会・会議・スポーツ大会)を対象に助成金を交付し、開催促進

と支援を行いました。

開催助成金交付件数及び金額  32件  830万円

② パンフレット、文化ゾーン施設特別優待券、手提げビニール袋、グルメ&ナイト

マップ、コングレスパッグを提供する支援を行いました。

ウ.歓迎機運の醸成

主催者及び参加者への「おもてなし」、そして市民の歓迎機運を盛り上げるため

の効果が高い歓迎看板を、」R福山駅北ロヘ設置しました。

9月 4日 ～6日  第 43回全国郵政サッカー大会

9月 27日    平成 27年度詩吟朗詠錦城会全国大会

Ⅱ 収益目的事業

収 1.駐車場管理運営事業

(定款第 3条第 1項及び第 4条第 1項第 11号事業)

輛の浦第 1駐車場 利用台数 29,843台
″ 第 2駐車場 利用台数 20,318台

第 4駐車場 利用台数   0台
鍛冶駐車場 利用台数 23,311台

レンタサイクル利用台数  895台

収 2.売店。自動販売機等管理運営事業

(定款第 3条第 1項及び第 4条第 1項第 11号事業)

自動販売機等

1動物園  小型遊具 7台

2地下道広告    9ヵ 所

3フ ァミリーパーク

4仙酔島渡船待合所

5春 日池公園

6市民参画センター

7緑町公園

8輛第 2駐車場

9富谷 ドームラン ド

10輛町鍛冶駐車場

11蔵王公園

12服部大池

13動物園駐車場

14堂々公園

15革丙渡船場

16汚泥処理センター

17リ ム・ふくやま

18リ サイクルプラザ

19新市中継施設

20新浜中継施設

21あ しあとスクウェア

22福山城内堀

23福山城本丸

自動販売機 13台  売店 lヵ 所

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

自動販売機

6台

1台

7台

2台

3台

2台

5台

2台

2台

1台

2台

1台

3台

1台

30台

1台

1台

1台

1台

2台

1台

臨時売店

臨時売店

自動販売機 計 88台
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Ⅲ その他事業

他 1.富谷公国内遊園地管理事業

(定款第 4条第 1項第 8号事業)

富谷 ドームランド及び動物園駐車場管理

他 2,福山市指定の公園管理運営事業

(定款第 4条第 1項第 3号事業)

フアミリーパーク(宇治島含む)管理事業

① 内容 園内の清掃,鹿・孔雀の飼育など

鹿 20頭 孔雀 84羽 (平成 28年 3月 31日現在)

② キヤンプ場利用者数 3団体 39人

③ 宇治島の調査
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他3.福山市輛の浦海水浴場管理運営事業

(定款第4条第 1項第9号事業)

① 期間   平成27年 7月 18日 (土 )～ 8月 16日 (日 )

② 場所   仙酔島田の浦海水浴場

③ 入場者数 22,795人

30日 間

Ⅳ 管理運営事業

法人会計 (定款第 4条第 1項第 11号事業)

(1)管理事業

ア.人事管理

イ.会計管理

ウ.情報管理

(2)運営事業

ア.理事会及び総会を開催 しました。

(理事会)

① 平成 27年度 第 1回 理事会

1期 日 平成 27年 6月 12日 (金 )

2場所 福山商工会議所

3議題 議第 1号 入会の承認について

議第 2号 平成 26年度事業報告について

議第 3号 平成 27年度通常総会提出議案について

② 平成 27年度 第 2回 理事会

1期 日 平成 27年 9月 16日 (水 )

2場所 福山商工会議所

3議題 議第 1号 平成 28年度観光鯛網事業

議第 2号 入会の承認について

(案)について

③ 平成 27年度 第 3回 理事会

1期 日 平成 28年 3月 15日 (火 )

2場所 福山商工会議所

3議題 議第 1号 平成 28年度事業計画 (案)について

議第 2号 平成 28年度収支予算 (案)について

議第 3号 専務理事の職務代行について

議第 4号 入会の承認について

(総会)

第4回 通常総会

1期日 平成 27年 6月 29日 (月 )

2場所 アルセ

3議題 議第 1号 定款の変更について

議第 2号 平成 26年度各事業会計決算認定について

議第 3号 特別会員の推薦について

議第 4号 役員の選任について

4報告事項 (1)平成 26年度事業報告

(2)新会員の紹介

(3)平成 27年度観光鯛網事業の概況について

イ.登記事務

ウ.事業運営委員会を開催 しました。

(観光鯛網事業運営委員会)

① 第 1回 観光鯛網事業運営委員会

1期 日 平成 27年 3月 27日 (金 )

2場所 福山市市民参画センター

3議題 平成 27年度観光鯛網の開幕式 (案)について

福山市無形民俗文化財について

鯛網船について

② 第 2回 観光鯛網事業運営委員会

1期 日 平成 27年 5月 21日 (木 )

2場所 福山市市民参画センター

3議題 平成 27年度観光鯛網実績

網船 (真網・逆網)新造について

③ 第 3回 観光鯛網事業運営委員会

1期 日 平成 27年 9月 4日 (金 )

2場所 福山市市民参画センター

3議題 平成 27年度観光鯛網事業決算見込みについて

平成 28年度観光鯛網事業 (案)について

網船新造について

工.関係機関との連絡調整

・福山観光キャンペーン実行委員会総会

・福山まつり委員会 2015理事会及び総会

・ (―社)広島県観光連盟通常総会

・福山革丙の浦弁天島花火大会実行委員会総会

・福山物産協会通常総会

・福山会総会

・ 備後地方観光連絡協議会総会
。しまなみ。中国やまなみ沿線観光協会連絡協議会総会・幹事会

・福山ホテル旅館組合通常総会
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。中国。四国地区コンベンション推進協議会総会

・ ひろしま国際交流サミット総会

・ ふ くやまフィルムコミッション幹事会

,福山市財団法人等連絡会議

・ せとうち旅情実行委員会総会及び幹事会

・ ふ くやま国際交流協会総会

・ 福山ローザ リアンクラブ総会

・ 広島県東部視光推進協議会新年賀調交換会

・ 福山市立動物園運営協議会

・ うつみ竜宮まつり

・ 福山市みなと事業推進委員会総会

・ 山野峡山開き
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