
平成26年度事業報告

（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）

公益社団法人福山市観光協会は、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

所在地 福山市三之丸町 JR 福山駅構内（みどりの窓口横）

利用期間 年末年始 (12/29-1/3) を除く全日

利用時間 9 時-17 時 15 分 勤務体制： 1 名

利用件数 28,952 件 （内外国人利用件数 633 件）

観光案内所が移設しました。

平成 27 年 3 月 30 日（月） 8 時 50 分～ オ ープニングセレモニー

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

(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）と共同で運営した。

①ガイドの研修 2 回

②ガイド実績 63 回（利用者数 1, 781 人）

③福山城ボランティアガイド用ジャケット 20 着作成
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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た。

· 懇談会 内容 クラブツ ー リズムパートナ ーズ会

全国 10 ヶ所の旅行センターに誘致宣伝

期間 平成 26 年 6 月 3 日（火）

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 26 年 11 月 27 日-11 月 28 日

都市 大阪

• 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 1 月 26 日-28 日

10 件

都市 たつの•姫路西脇·三木・神戸外 29 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 27 年 1 月 28 日-1 月 30 日

都市 高松市 ・ 四国中央市·今治市・松山市外 25 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 27 年 2 月 3 日-2 月 5 日

都市 松江•米子 ・ 出雲浜田 ・ 兵庫県山間部外 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 27 年 2 月 17 日-2 月 18 日

都市 広島市 ・ 岡山市 11 件

② 第 85 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な

いました。

実施日 平成 26 年 7 月 22 日（火）第 2 試合 14: 00-16 :oo 
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 26 年度はそれぞれ、133 冊、120 冊、46 冊併せて 299 冊

配布しました。

工ふくやま観光写真コンテスト開催

第 41 回ふくやま観光写真コンテスト

① 応募期間平成 26 年 10 月 1 日（水）～平成 26 年 11 月 30 日（日）

②応募者数 76 人

③ 応募点数 269 点

④ 審査会 平成 26 年 12 月 12 日（金）福山市役所 8 階 81 会議室
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⑤ 表彰式 平成 26年 12月 22日 (月 )福山市市民参画センター

⑥ 入賞作品の展示

(ア)平成 27年 1月 9日 (金)～ 1月 15日 (木) 西都市民センター

(イ )平成 27年 1月 16日 (金)～ 1月 22日 (木) 北部市民センター

(ウ)平成 27年 1月 23日 (金)～ 1月 29日 (木) 東部市民センター

(工)平成 27年 1月 30日 (金)～ 2月 5日 (木) 本庁 1階市民ホール

オ.観光コンベンシヨ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 62件 (平成 26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 福山応援サポーターズクラブ

実施日 平成 26年 4月 19日 (上)～ 12月 31日 (水)

場所  輛の浦

② 第 36回鯛網ヨットレース

実施日 平成 26年 5月 31日 (土)～6月 1日 (日 )

場所  仙酔島

③ お手火祭

実施日 平成 26年 7月 12日 (土 )

場所  沼名前神社

④ 福山八幡宮薪能

実施日 平成 26年 7月 28日 (月 )

場所  福山八幡宮境内特設舞合

⑤ 福山ブルガリアフエスティバル 2014

実施日 平成 26年 9月 17日 (水 )・ 18日 (木 )

場所  サンパル沼隈・福山市立南小学校外

⑥ 輛の浦 de ART 2014

実施日 平成 26年 9月 28日 (日 )～ 10月 18日 (■)

場所  輛の浦一円の歴史的建造物の屋内外

⑦ 2014年第 9回秋のばら展

実施日 平成 26年 10月 24日 (金 )・ 25日 (上 )

場所  山陽自動車道福山 SA上 り線

③ 第 59回福山菊花展覧会

実施日 平成 26年 10月 24日 (金)～ 11月 14日 (金 )

場所  福山城公園外

③ お蔵出し映画祭 2014

実施日 平成 26年 10月 31日 (金)～ 11月 2日 (日 )

場所  福山駅前シネマモー ド1

-20- -21-

⑩ お、くやまアー ト・ゥォーク 2014

実施日 平成 26年 11月 2日 (日 )・ 3日 (祝 )

場所  福山城を中心とした文化ゾーシ外
① 復活 !!第 5回『まちコン !』 福山 in福山駅前飲食街

実施日 平成 26年 11月 8日 (上 )

場所  JR福山駅周辺飲食店

⑫ 平成 26年度大正琴定期演奏会

実施日 平成 27年 1月 24日 (■ )

場所  ふくゃま芸術文化ホール

① 第 8回 しっとる検定

実施日 平成 27年 2月 8日 (日 )

福山会場・東京会場で 3級 ,2級・1級を実施
① 第 13回輛・町並ひな祭り

実施日 平成 27年 2月 21日 (土 )～ 3月 22日 (日 )

場所  革丙町―円

⑮ 第 34回心、くやまマラソン

実施日 平成 27年 3月 8日 (日 )

場所  福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場
① 2015年たじり杏まつり

実施日 平成 27年 3月 22日 (日 )

場所  田尻町内

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J福山市・倉敷市・尾道市 3市の観光課と観光

協会が連携して、観光客の受け入れ対策を実施している。
(ア)観光宣伝事業

【1】 東京キャラバンの実施  平成 26年 9月 12日 (金)～ 14日 (日 )

旅行エージェント訪問 (JR西 日本ウラフ・ツーリス・ム・JTBメテ・ィアリテーリンク・)

有楽町・交通会館マルシェにてパンフレット配布 (1,000セ ット)

3市のクイズアンケー ト実施調査

イメージキャラクターによるPR
物販イベントの調査

【2】 関西圏の 20～ 40代女性をターゲットとし、情報誌へ広告掲載を実施
情報誌 :「Hanak。 (関西の週末旅)J80,000部

【3】 パンフレットの一部改訂

既存のパンフレットに、内容変更による一部改訂を実施。
一部改訂版増刷数 :A4版・5,000部

(イ )広告宣伝事業

東京地区の旅行会社に対して旅行商品造成依頼を行うことにより、3市ヘ

の誘客の促進を図つた。また、お客様へ 3市の特産品のプレゼントを実施
した。

と



② 「備後地方観光連絡協議会」備後地方の市・町並びに民間観光関係機関11団

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ている。

(ア)組織活動事業

広域観光の促進を図るために、北部ルー トの産業観光試作会を実施し、

過去に実施した南部ルー トと併せ、産業観光バスツアー備後めぐリコース

10コ ースの商品化を図りました。

(イ )宣伝活動事業

【1】 パンフレットラックの活用

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

ラックに市内の観光パンフレットを掲出しました。

【2】 マスメディアの活用

FMく らしきにて、3月 に観光鯛網の宣伝を実施しました。

(ウ )共同印刷物の発行

産業観光ツアーを紹介したパンフレットを作成し、次年度以降、旅行会社

を始めとした関係箇所に配布、持参するなどしてPRを行いました。

③ 広島ブラン ドシヨツプ『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」を

実施 しました。

(ア)実施日 平成 27年 3月 7日 (土 )・ 8日 (日 )

場所  広島ブランドシヨツプTAU

内容  パンフレット配布・物産の販売

(イ )観光関係機関

福山市・福山商工会議所・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・ばらグッズふくやまフレンズ

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」の運用 (日 本語・英語・韓国語・中国語 (簡体語・繁体語))

賞出場所 :輛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」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(JR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)観光アシスタント運営事業

① 募集期間 平成25年 12月 1日 (日 )～平成26年 3月 8日 (上 )

② 応募者数 19人

③ 審査会  平成26年 4月 11日 (金)アルセ

④ 表彰式  平成26年 5月 17日 (上 )

⑤ 出務 フラワーフエステイパル等公的行事への出務 年間52回

(4)観光資源登録推進事業

平成 25年度から引き続き、観光資源で伝統的行事である観光鯛網 (朝の浦鯛 しば
り網漁法)を、無形民俗文化財として申請登録 し、永 く後世に伝統文化を伝える
ための事業を実施 しました。

ア.福山市文化財保護審議会 文化財指定申請  提出日:平成 26年 4月 28日 (月

'

イ.福山市文化財保護審議会 協議 (鯛網は中止)実 施日:平成 26年 5月 12日 (月 )

ウ.福山市文化財保護審議会 事前会議 実施日:平成 26年 9月 26日 (金 )

工.福山市教育委員会 文化財指定申請書提出  実施日:平成 27年 2月 20日 (金 )

オ.福山市教育委員会 文化財指定諮問 実施口:平成 27年 2月 24日 (火 )

力.福山市教育委員会 文化財指定答申 実施日:平成 27年 3月 16日 (月 )

キ.福山市教育委員会 文化財指定審議・決定  実施日:平成 27年 3月 25日 (水 )

(文化財指定書)福山市教育委員会指令文第 36号 指定日:平成 27年 3月 25日 (水 )

名称

内容

『革両の浦鯛 しばり網漁法』

所在地  福山市輛町

保存団体 輛の浦鯛 しばり網保存会

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
・飼育展示 ・動物の治療など 日園内サービス

(2)野生傷病鳥獣保護事業及び動物に関する調査研究

・施設の維持管理運営

・野生傷病鳥獣保護事業 ・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

日動物の知識及び愛護思想の普及活動 口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

飼 育 動 物

D入園者数
日会議
口休園日の開園

261476浦

哺乳綱  30種  133点
鳥 綱  23種 181点

哺 :ま屯

・

琴

…
翼

・
策

…
僻 成 27年 3月 31日現0

日本動物園水族館協会各種会議出席
3月 ～ 5月 ,9月 ～ 11月 は無体で開園
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期 行事名 内 容
ゾウ」の くわくエサやり体験 の 及啓発を図 目的で実施。

5～、先着 50名 )
(土曜 =13:00～、日曜・祝日=11:1

「キ リン」のわくわくェサゃり体験 及啓発を図る目 で実施。
～、先着 10組 )

(土曜 =13:45～、日 祝 日=13:30
猛獣」の くわ〈エサやり 動物愛 普の 及 る 目 で的 実施。

(上 日曜 曜 日 4 5祝 4先着 組 )

土曜・日曜・祝日

ペシギン」の くエ や りく
及啓愛護精神の普 を発 る 的目 で実施

日(土曜 曜 日祝 00～ 先着 もど 20 組 )
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毎 日 ぱっくんタイム
&

ワンポイントガイド

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。日曜はなし)

ジェンツーペンギン 10:50～・15:05～

コモンリスザル 12100～

アジアゾウ 13:00～

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 一般の入園ではわからない 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。動物と自由に記念写真を

撮っていただく。 (10:30～ 、先着 20名 )

動物病院見学ツアー

'没

あ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

1月 31日

第30回福山市立動物園

写真コンテス 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〕2014年 4月 1日 ～2015年 1月 31日

〔表 彰 式〕 2015年 3月 21日

〔応募総数〕 279点

4月 29日 (火 ) ゾウのパースデーイベント ゾウの「ふくちやん」 13 年にちなみ、16歳の

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

○ 体重当て大会 (48組 250名参加、 2,495Kg)

5月 3日 ～ 6日 GW行事「こども動物クイズJ こ ど に、動物にちなんだクイ

〔参加者〕3日 100名・4日 100名・5日 100名

6日 100名

5月 11日 (日 ) 愛鳥週間行事 「巣箱作り」 野蔦についての知識や関心を深めてもらい、動物

愛護精神の普及啓発を図る。

Or巣箱作り」5月 11日 (日 )14組 50名参加

6月 11日 (水) 「アムールヒヨウの赤ちやん」

愛称募集

3月 11日 に誕生したアムールヒヨウの赤ちやん

(♀ の双子)を一般公開。併せて愛称を募集。

〔募集期間〕6月 11日 (水)～ 7月 10日 (本 )

〔応募総数〕1,735名・3,470点

【愛称名〕「カラン」&rコ ロンJ

〔命名式〕7月 19日 (土 )、 命名者 2名

7月 1日

7月 31日

第27回 動物愛護に関する標語

コンクーサレ

の普及啓発を図る日

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〕7月 1日 ～31日

〔応募総数〕119点

〔表彰式〕 9月 23日 (火 ,祝)入選者 5名

〔入選作品〕5点

Or育つきみ 育てたあなた ありがとう」

Orいきものの 命を大切に 守ろうねJ

O「愛情を そそいで育てる 動物園」

Orぜつめつを まもれるのは わたしたち」

Orどぅぶっぇん 生命いつばい 愛がある」

7月 6日 (日 ) 入国者700万人達成イベント 山市 r入園者 700万 !」

記念行事 Oく す玉割 り

O認 定証交付

O花 束・記念品贈呈

7月 6日 (日 ) 第 29回動物園友の会例会 O猛獣舎のパックヤー

oアムールヒョウ赤ち

〔1回 目〕7月 6日

〔2回 目〕7月 13日

ツアー

ゃんビデオ解説

参加者各回50名

7月 25日 (金 )

7月 23日 一 日

8蔚督埜薯

物の歴史、自然環境問題外)

Oデ ィスヵッション

軍tiを写聯甚整デ`歳駄
・
l就5名

に取

童児 育 の 黙 を え の 理 解
親と しみ た せを持 動 精神の物愛護 普 及 啓 発 図を

り と人間 物動 共の 存、地球環境の保護啓発 り
組む

8月 2日 (土 )

16日 (土 )

23日 (土 )

30日 (土 )

※ 9日 (土 )は、台風のため中止。

預目薯騒:18晃;豚Ч″翠終)

16日 (土)1,634名
23日 (土)2,373名

だ

夜間動物園の を し通 普て ら段見 しれ な の
態生 や ヽ行動 を て見 し た き 動 物愛護精神 及の普

る啓発を図

30日 (土 ) 2,4918月 1日

8月 10日

「ワオキッ ちやん」
愛称募集

ル の

篇蒼懇財滉l尾ょ留
～8月 Ю日⑪

ちゃん

者 2名

&「エルサ」
日(日 )、 命名

〔愛称名〕
〔命名式〕

「アナ」
3月 24

3月 27日 に誕生
(♀ の双子)の愛称を募集。

したワ キツネ の

8月 1日

8月 31日

企画展

こと た

山 内で 見 る
が で きる野生動物 ち

ン
ミ カ マ ヽキ や ′リ ロイ イ ゴ ウな

る生 き物を展示に生息 してぃ

〔場所〕は虫8月 13日
14日 (木 )

15日 (金 )

イベン ト

。舞喜;革】ふ塁写罵,・

カピバラ)

Oは 虫類のふれあい

O′ ックシ イム

(レ ッドテグー・ボールニシキヘビ)8月 13日

3月 31日

「カラカルの赤ちゃん」
愛称募集

:憲藝二:霧 ::む思堪l昆よ〔留
～8月 31日 (日 )

〔愛称名〕 rクルン」

5 31月 日 誕生 した フ力 ルカ の 赤 やち ん ♀ の
称愛 を募集。

9月 7日 (日 ) 、命名者 1名〔命名式9月 23日
「動物大好きこどもたち大集合 !J

動 事

壬文雷暮象;詔粋宅亀
わくエサやり体験

た

く動物愛護週間 毎年 9 20月 日 26 >日
9 月 23 (祝) き「動物大好 ど も ち大 集合 」

日当 入国料無料

ども 1,327名 )
(大人 1,951 名。こ9月 23日 第 35回福山市立

子ども写生大会

〔入賞者表彰式〕10月 18日 (土)

芝生広場ステージ
〔入選作品展示〕10月 18日 (土 )～ 11月 16日 (日 )

催〕中国新聞

は虫類館内

〔作品提出数〕 1,021点

9月 26日 (金) 動 2013年 9月 1日 から 2014年 月 31 日 で 1こ

点を供養。点、保護動物 66亡くなった飼育動物 4711月 2日 (日 )

※ 1日 (土)が、雨で順延

第 4回福山市 まつり

8霊務整了〓子保屋x零翫
ントガィド解説

Oテンジクネズミのふれあい

「こ

田地 町 相 町区 内 雰 有 区学 治自
会連 福 あ山 し エな商 福 】し山市 部生涯学習

め 体各種団 と協働 よ り参 の型

シO 耳し部生涯学習セ タ

センターをはじ
イベントを開催
O入 □料無料
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作品展示

〔入国者数〕2,424名

生大会の
○ 動 物の写真展・

(大入 1, 443名・こども 981名 )

〔参加者〕35組 152名

で琵逸者生避;∫盈様を『ゾウのエサやり体験」に

日」にちな 施。11月 1日

ご案内。

ゾウの 当て大会11月 3日 (祝)

施設研修 島根県立しま

〔参加者315家族41名
第 30回動 の12月 21日 (日 )

(参加者)2日 1 00名・3日 100名 。4日 100名
なんだクイズをこども対 に、動物にち

正月行事 こども動物クイズ

な

りン

りか 好0 中育動 種類の市立動物国の飼福山
ミ てつ も′ ツ 作をナン 缶)レてつ オ )使を首写

つ 。 (参加費無料)

オリジナリ缶パツジ作 り !

1月 2日 ～ 4日

見学してもらう。

※ 正解者に rェ ミ

た
ン

こ′所に

…ヽ…′つ をトロ で模レチスや発泡ルダ
―ヽい なが 19しを探ト7 設置。来国者ケ国内

ューの羽 をプレゼント。

一企画バレンタイン丁

「園内のハー ト・探しタインデー !」

2月 14日 (土)

15日 (日 )

orアムールヒヨウを取り巻く現状について』

パネル展示

orお祝いメッセージ色紙記入コーナー」設置

○ ワンポイントガイ

o「限定(50個 )オ リ

ド

ジナル缶バッジ」の販売

○「双子の写真」′ミネル展示
アムールヒヨウ

「カラン」&rコ ロン」

1歳バースデーイベント

3月 引5日 日)

81漸 i丁■竃こと線 とナ司韻
ネル展示記録」′orアナ &エルサの

○ ワンポイントガイド

ヮォキツネザル

「アナ」&「エルサ」

1歳バースデーイベン ト

3月 29日 (日 )

公 3.福山市観光鯛網管理運営事業

(定款第 4条第 1項第 2号・第 3号事業)

「鯛網Jの伝統無形文化である「しばり網漁法J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「革丙の浦アイヤ節Jや「革丙の浦大漁節Jの披露を事業の中で実施しました。

(1)期間    平成 26年 5月 3日 (土)～ 5月 18日 (日 )

(2)観覧者数  6,495人

(3)実施回数  16日間 21回

(4)臨時駐車場  鉄鋼団地内「l抑オーザツク駐車場」 シヤトルバス運行

(5)網 引き体験参加者  28人

(6)史跡めぐり参加者 482人

公 4.福 山市 コンベ ンシ ヨン振興事業

(定款第 4条第 1項第 1号 '第 4号 t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、コンベンシヨン事業

を推進し、各種会議・大会・展示会等を誘致、支援を行ないました。

(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ヨ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.ホームページの開設

ホームページを開設し、「コンベンシヨン開催助成金交付要綱J「コンベンション

カレンダー」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、コンベンシヨン情報収集のために出展しました。

① 名称  第 24回国際ミーテイング・エキスポ (IME201 4)

② 実施日 平成 26年 12月 9日 (火 )～ 10日 (水 )

③ 会場  東京国際フォーラム 展示ホール

④ 来場者 3,452人

(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25年度以降、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J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 26年度 JCCB第 1回 コンベンション・ビューロー部会

(ア)期 日   平成 26年 5月 15日 (木)～ 16日 (金 )

(イ )会場   大阪国際会議場

(ウ)参加者  71人
② 平成 26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 26年 7月 17日 (木)～ 18日 (金 )

(イ )会場   海峡メッセ下関

(ウ)参加団体 加盟 13団体 28名

③ 平成 26年度」CCB第 2回 コンベンション・ビューロー部会

(ア)期日   平成 26年 10月 29日 (水)～ 30日 (木 )

(イ )会場   熊本キャッスルホテル

(ウ)参加者  64人
④ 第 12回 JCCB/CB部会「実務担当職員研修会J

(ア)期 日   平成 27年 2月 2日 (月 )～3日 (火 )

(イ )会場   国立オリンピック記念青少年総合センター

(ウ)参加者  41人

⑤ 第 20回中国・四国地区コンベンション誘致懇談会

(ア)期 日   平成 27年 2月 12日 (木 )

(イ )会場   ANAイ ンターコンチネンタルホテル東京

(ウ)参加者  招待者  135人

福山市ブース来訪者 61団体 88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

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。
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2014年 12月 11日 (木) 13団 体

2015年 2月 13日 (金) 23団 体  計 36団体

イ.コ ンベンシヨン主催者に対する支援

① コンベンシヨ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

ンジヨン(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

と支援を行ないました。

開催助成金交付件数及び金額  24件  630万円

② パンフレット、文化ゾーン施設特別優待券、コンベンシヨン用手提げビニール

袋、グルメ&ナイトマップ、コングレスバツゲを提供する支援を行ないました。

ウ.歓迎機運の情勢

主催者及び参加者への「おもてなしJ、 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福山駅北口・南ロヘそれぞれ設置しました。

10月 12日 ～13日  第 63回チヤーチル会全国大会 in福山

10月 25日     平成26年度 (第 65回)電気情報関連学会中国支部連合大会

″       第 10回 ヒユーマン・ナーシング研究学会学術集会 in福山

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8号事業)

フアミリーパーク(宇治島含む)管理事業

① 内容 国内の清掃!鹿・孔雀の飼育など

鹿 22頭 孔雀 81羽 (平成27年 3月 31日現在)

② キヤンプ場利用者数 3団体 42人

③ 宇治島の調査

13服部大池

14動物園駐車場

15堂々公園

16輛渡船場

17汚泥処理センター

18リ ム・ふくやま

19リ サイクルプラザ

20新市中継施設

21新浜中継施設

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 自販機 89台

1台

2台

1台

3台

1台

31台

1台

1台

1台

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)

単両の浦第 1駐車場 利用台数 26,364台

″ 第 2駐車場 利用台数 18,206台

第 4駐車場 利用台数   0台

鍛冶駐車場 利用台数 19,785台

レンタサイクル利用台数  769台

1又 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カ 所

3フ ァミリーパーク

4仙酔島渡船待合所

5春口池公園

6市民参画センター

7ば ら公園

8緑町公園

9輛第 2駐車場

10富谷 ドームランド

11輛町鍛冶駐車場

12蔵王公園

自動販売機 14台  売店 1カ 所

他 3 福山市朝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26年 7月 19日 (土 )～ 3月 17日

② 場所   仙酔島日の浦海水浴場

③ 入場者数 16,870人

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。

(日 ) 30日 間

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

臨時売店

臨時売店

7台

1台

7台

2台

2台

3台

2台

5台

2台

2台
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(理事会)

① 平成 26年度 第 1回 理事会

1期 日 平成 26年 6月 12日 (木 )

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 25年度事業報告について

議第 3号 平成 26年度通常総会提出議案について

議第 3号 顧間の委嘱について

② 平成 26年度 第 2回 理事会

1期 日 平成 26年 6月 26日 (木 )

2場所 アルセ

3議題 議第 1号 会長・副会長・専務理事及び相談役の選任について

③ 平成 26年度 第 3回 理事会

1期日 平成 26年 9月 5日 (金 )

2場所 福山市役所

3議題 議第 1号 平成 27年度観光鯛網事業 (案)について

議第 2号 入会の承認について

④ 平成 26年度 第 4回 理事会

1期 日 平成 27年 3月 10日 (火 )

2場所 福山商工会議所

3議題 議第 1号 平成 26年度第 3回臨時総会提出議案について

議第 2号 入会の承認について

(総会)

① 第 3回 通常総会

1期日 平成 26年 6月 26日 (木 )

2場所 アルセ

3議題 議第 1号 平成 25年度各事業会計決算認定について

議第 2号 特別会員の推薦について

議第 3号 役員の選任について

4報告事項 (1)平成 25年度事業報告

(2)新顧問・新会員の紹介

(3)平成 26年度観光鯛網事業の概況について

② 第 3回 臨時総会

1期日 平成 27年 3月 26日 (木 )

2場所 福山商工会議所

3議題 議第 1号 規程の変更について

議第 2号 平成 27年度 収支予算 (案)について

議第 3号 資金調達及び設備投資の見込みについて

議第 4号 平成 27年度 事業計画 (案)について

議第 5号 役員の選任について (案)

4報告事項 新会員の紹介

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 26年 3月 24日 (月 )

2場所 福山市市民参画センター

3議題 平成 26年度観光鯛網の開幕式(案)について

② 第 2回 観光鯛網事業運営委員会

1期 日 平成 26年 8月 28日 (木 )

2場所 福山市市民参画センター

3議題 平成 27年度観光鯛網事業 (案)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 2014理事会及び総会

・広島県東部港湾振興協会福山港部会通常総会
。(―社)広島県清港会通常総会

・ (―社)広島県観光連盟通常総会

・福山単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

・井原線沿線観光連盟総会

・ (公社)福山法人会通常総会

・福山ホテル旅館組合通常総会

・広島県教育旅行誘致協議会理事会・通常総会

・ 中国・四国地区コンベンション推進協議会総会

・ 中四国・瀬戸内クルージングサミット

・ 岡崎市観光夏祭 り第 66回花火大会

・ ひろしま国際交流サミット総会及び備後地域分科会

・ふくやまフィルムコミッション

・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

・心、くやま国際交流協会総会

・備後地方観光連盟協議会総会

・ 福山ローザリアンクラブ総会

・ 広島県東部観光推進協議会新年賀詞交換会

・福山市立動物園運営協議会
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