
 

(1) 平成 29年度 事業報告について 

（平成 29年 4月 1日～平成 30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 3事業､その他事業 4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  56,017件  （内外国人利用件数 1,353件） 

  

      イ.所 在 地    福山市鞆町    鞆市営渡船場内 

         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  2回 

          ②ガイド実績  102回 (利用者数 2,781人) 

          ③福山城ボランティアガイド用案内マップ増刷  30,000部 

 

 

 



       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｡ 

             ･ 商談会    内容  クラブツーリズムパートナーズ会 

                               中国連合総会及び商談会 

                               全国 8ヶ所の旅行センターに福山市･観光鯛網宣伝 

                               当年度観光鯛網 495名の送客御礼 

                         期日  平成 29年 6月 7日(水) 

                         場所  ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 

             ･ 懇談会    内容  クラブツーリズムパートナーズ会 

                               平成 29年度臨時総会 (出席者:1,000名) 

                               ＣＴ会社戦略･施策発表で､観光鯛網を中心とした 

                               視覚的ＰＲ(DVD放映)を実施｡ 

                         期日  平成 29年 7月 3日(月) 

                         場所  京王プラザホテル 

            ･ 関西地域   内容  旅行業者･バス会社への訪問宣伝 

                         期間  平成 29年 11月 21日～11月 22日 

                         都市  大阪                                    10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 29年 11月 28日～11月 29日 

                         都市  大阪･神戸･加東･小野･姫路･たつの         17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 29年 12月 6日～12月 8日 

                         都市  廿日市･岩国･周防大島･柳井･周南 

                               下松･山口･宇部･下関                     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 30年 1月 18日～19日 

                         都市  松江･出雲･大田･浜田･邑南                14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 30年 1月 24日～1月 26日 

                         都市  さぬき･高松･観音寺･四国中央 

                               松山･西条･今治                          15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 30年 2月 14日～2月 16日 

                         都市  広島市･岡山市                           13件 

            ･ 協議会     内容  新聞社系旅行会社 13社に対して福山市のＰＲ 

                         期日  平成 30年 3月 23日(金) 

                         場所  中国新聞備後本社 

          ② 道の駅へポスター展示･パンフレット設置により誘客を図りました｡ 

            ･ 香川県(6)･愛媛県(3)･広島県(13)･岡山県(8)                 30件 

 

 



        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｡ 

｢鞆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 29年度はそれぞれ､156冊､144冊､10冊併せて 310冊 

配布しました｡ 

 

        エ.ふくやま観光写真コンテスト開催 

           第 44回ふくやま観光写真コンテスト 

           ① 応募期間 平成 29年 10月 1日(日)～平成 29年 11月 30日(木) 

           ② 応募者数 94人 

  ③ 応募点数 312点 

  ④ 審査会   平成 29年 12月 14日(木) 福山市役所 3階 中会議室 

  ⑤ 表彰式   平成 29年 12月 26日(火) 福山市ものづくり交流館 

  ⑥ 入賞作品の展示 

  (ア) 平成 30年 1月 11日(木)～1月 17日(水)   本庁１階南側階段下 

    (イ) 平成 30年 1月 18日(木)～1月 24日(水)   西部市民センター 

    (ウ) 平成 30年 1月 25日(木)～1月 31日(水)   神辺市民交流センター 

    (エ) 平成 30年 2月 1日(木)～2月 7日(水)   北部市民センター 

    (オ) 平成 30年 2月 8日(木)～2月 14日(水)   東部市民センター 

 

        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  89件 (平成 29年度) 

           イベント情報･おすすめ情報の更新･掲載 

 

        カ.観光諸行事の共催及び後援 

① 山野峡山開き式 

         実施日  平成 29年 4月 29日(土) 

         場所    山野峡キャンプ場 

② お手火祭 

                     実施日  平成 29年 7月 8日(土) 

                     場所    沼名前神社 

③ 観光振興セミナー2017 

         実施日  平成 29年 8月 4日(金) 

         場所    広島グランドインテリジェントホテル 

            ④ 第 48回福山美術協会公募展表彰式 

                     実施日  平成 29年 9月 3日(日) 

                     場所    福山天満屋 8階催場 

 

 



⑤ 鞆の浦 de ART 2017 

                     実施日  平成 29年 9月 24日(日)～10月 15日(日) 

                     場所    鞆の浦一円の歴史的建造物の屋内外 

            ⑥ 福山ブルガリアフェスティバル 2017 

                     実施日  平成 29年 9月 25日(月) 

                     場所    広島県民文化センターふくやま 

          ⑦ DISCOVER WEST 現地研修における懇親会 

                   実施日  平成 29年 9月 26日(火) 

                   場所    クレイトンベイホテル呉 

          ⑧ DISCOVER WEST 現地研修における意見交換会 

                   実施日  平成 29年 9月 27日(水) 

                   場所    三原市役所 

            ⑨ 2017年第 12回秋のばら展 

                     実施日  平成 29年 10月 21日(土) 

                   場所    山陽自動車道福山 SA上り線 

          ⑩ 第 62回福山菊花展覧会 

                     実施日  平成 29年 10月 21日(土)～11月 13日(月) 

                     場所    福山城公園外 

            ⑪ 第６回鞆の浦ベテランオープンテニス大会 

                     実施日  平成 30年 1月 6日(土)～8日(月) 

                     場所    竹ヶ端運動公園テニスコート 

          ⑫ 第 16回鞆･町並ひな祭り 

                     実施日  平成 29年 2月 17日(土)～3月 18日(日) 

                     場所    鞆町一円 

            ⑬ 第 37回ふくやまマラソン 

                     実施日  平成 30年 3月 18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) 情報発信事業 

             【1】パンフレットの増刷･改訂 

                  各ページの部分修正及び裏表紙デザイン制作等を行いました｡ 

                  部数：5,000部 

                  配布先：３市の観光案内所､ＪＲ岡山支社管轄の各駅に提出しました｡ 

             【2】公式ＨＰの修正 

                  パンフレット改訂に伴い､公式ＨＰの掲載内容の変更､及び 

尾道～鞆の浦航路の紹介ページを新設しました｡ 

 

 



             【3】公式 Facebookページの広告宣伝等 

                  ＦＭふくやまに公式 Facebookページの広告宣伝を委託｡ 

                  ｢いいね｣数､及び３市観光情報の投稿に対するリーチ数を増加させま 

した｡ 

                  ｢いいね｣数：4,700件 (2018年 3月 31日 ＋3,992増加 

             【4】ドローン動画の作成 

                  各市のドローン動画を制作し､公式ＨＰで配信するとともに､公式 

Facebookページにて情報発信を行いました｡ 

各市 WEB配信用２分､SNS配信用 30秒､空撮写真 5枚を制作しました｡ 

             (イ) 観光誘致事業費 

                  ３市周遊商品造成支援事業 

                  ３市周遊及び宿泊した旅行商品に対し､各市の体験素材に係る費用を 

                  １設定日あたり 50,000円を上限に支援｡首都圏の旅行会社にプロモー 

ションを実施し､３市周遊の旅行商品化を促進し､誘客を図った｡ 

取り組んだ旅行会社：３社 

                  設定本数：２６本 

                  催行本数：７本 

                  送客数：１７７名 

             (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 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｣を 

実施しました｡ 

             (ア) 福山観光物産フェア 

実施日  平成 30年 3月 3日(土)･4日(日) 

                      場所    広島ブランドショップＴＡＵ １Ｆ 

                      内容    パンフレット配布･物産の販売 

             (イ) ＪＲ東日本品川駅コンコースにてパンフレット等を配布 

             (ウ) 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･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｢鞆の浦音声ガイド｣の運用(日本語･英語･韓国語･中国語(簡体語･繁体語)) 

              貸出場所：鞆の浦観光情報センター､市営渡船場､ホテル鴎風亭 

              範囲：鞆の浦地区 

         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外国人旅行者おもてなし講習会の開催 

実施日  平成 29年 11月 15日(水) 

              場所    リッチモンドホテル福山駅前 

              講師    (一社)国際交流サービス協会招聘事業部 阿川正彦 

              内容    福山市の観光産業関係者を対象に､外国人対応の意識付けを 

行い､より多くの事業者が受け入れを始められるようにする｡ 

              参加者  ３２名 (主にホテル従事者) 

           ④基本会話集(英語ほか３ヶ国語)の作成 

              ｢あいさつでお互いの心が温まる基本会話集｣   1,000部 

           ⑤福寿会館を活用した外国人観光客誘致事業 

             体験メニュー提供：着物 40人､茶道 2人､箏 4人､折紙＆抹茶 19 人 

                               能 3人､侍コスプレ 14人､うずみ 2人     計 84人 

             地域別：アメリカ､オーストラリア､フランス､香港､韓国､フィリピン等 

 

     (3) 観光アシスタント運営事業 

       ① 募集期間  平成 29年 1月 16日(月)～平成 29年 3月 6日(金) 

       ② 応募者数  8人 

       ③ 審査会    平成 29年 4月 21日(金) アルセ 

       ④ 表彰式    平成 29年 5月 20日(土) 

       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 42回 

 

     (4) 観光資源推進事業 

     広島県観光連盟の観光振興事業である着地型旅行商品の造成支援事業に参画 

     し､福山市内における着地型商品素材を完成､商品化､広島県観光情報説明会で 

     旅行会社等に情報提供､ツアー造成依頼を行いました｡ 

          (ア) 第１回ワークショップに参加 

           日時：平成 29年 5月 10日(水) 

           場所：広島商工会議所 

      (イ) 第２回ワークショップに参加 

           日時：平成 29年 6月 20日(火) 

           場所：広島商工会議所 

     ２回のワークショップを経て､作成した着地商品素材(旅の素)及び市町モデル 

     コースを作成しました｡ 

      (旅の素) 

       平成 30年度上半期分 

       ① 鞆の浦･琴の調べ      山紫水明の地･絶景を望みながら優雅なひと時を 

       ② 鞆の浦･鯛匠の郷      歴史の町鞆の浦で昔ながらの手握り鯛ちくわ体験 

       ③ 瀬戸内海のクルージングと鞆の浦散策 

                               瀬戸内海しまなみを五感で鞆･阿伏兎を満喫 

 

 



       平成 30年度下半期分 

       ① 鞆龍馬とめぐる鞆の浦史跡めぐり 

                                歴史上の人物たちも歩いた港町 

       ② 瀬戸内海クルージング  瀬戸内海と鞆･阿伏兎を五感で満喫 

       ③ 福山市松永はきもの資料館(あしあとスクエア) 

                                下駄･宇宙靴からカープ選手の靴まで 

     平成 29年度広島県観光情報説明会(個別商談会) 

       ・ 東京会場      平成 29年 9月 5日(火) 

       ・ 名古屋会場    平成 29年 9月 6日(水) 

       ・ 大阪会場      平成 29年 9月 29日(金) 

       ・ 福岡会場      平成 29年 10月 12日(木) 

 

 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 ・園内サービス ・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 ・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 

       ・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 

       ・市町村及び公共団体からの受託事業 

   施設総面積         ２６,４７６㎡ 

    飼 育 動 物    哺乳綱  ３１種 １２３点 

             鳥 綱  ２４種 ２３３点 

             爬虫綱  １１種  ５７点 

               合 計  ６６種 ４１３点 （平成 30年 3月 31日現在) 

   ・入園者数     ２８３,４４０人 

   ・会議       日本動物園水族館協会各種会議出席 

   ・休園日の開園   ３月～５月，９月～１１月は無休で開園 

 
期間 行事名 内          容 

土曜･日曜･祝日 ｢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｣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) 

※ ｢キリン｣は 6月から出産のため､｢ゾウ｣は病気治療のため休止中｡ 

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。 

 
 

フンボルトペンギン 
10:45～(金曜はなし) 

15:00～(土･日･祝はなし) 

ジェンツーペンギン 10:50～･15:05～ 

コモンリスザル 12:00～ 

ミーアキャット 13:00～(土･日･祝) 



ふれあいコーナー 

○ テンジクネズミのふれあい 

(11:00～11:30･14:00～14:45) 

○ ヤギのエサやり(エサがなくなり次第終了) 

○ は虫類のふれあい 

  (土･日･祝 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動物園の舞台裏(調理

場､寝室等)を案内｡ (11:00～､先着 15名) 

第２･第４土曜 

園内ガイドツアー＆ 

動物と一緒に写真に写ろう！ 

動物の説明をしながら園内を案内｡動物と一緒に

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は､ゾウ病気治療中のため休止中｡ 

４月１日(土) 

～ 

１月３１日(水) 

第３３回福山市立動物園 

写真コンテスト 

動物園内の動物及び園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〕2017年 4月 1日～2018年 1月 31日 

〔表 彰 式〕 2018年 3月 4日 

〔応募総数〕 183点 

４月２９日(土) 
ゾウの｢ふくちゃん｣ 

バースデーイベント 

ゾウの｢ふくちゃん｣ 19歳の誕生日をお祝いする｡ 

○ 誕生日ケーキをプレゼント ○ ワンポイント

ガイド  ○ ミュージカル｢ゾウの森とポテトチッ

プス｣上演 

５月３日(水) 

～ 

５日(金) 

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を実施｡ 

〔参加者〕各日とも先着 100名 

５月１４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めてもらい､動物

愛護精神の普及啓発を図る｡ 

〔参加者〕 20組 67名 

６月３日(土) 

～ 

７月２日(日) 

アミメキリンの赤ちゃん 

愛称募集 

5月 31日に誕生したメスの愛称を募集｡ 

〔応募数〕957種類 2,271点 

〔愛称名〕｢すもも｣ 

〔命名式〕7月 16日(日) 

７月１日(土) 

～ 

３１日(月) 

第３０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 点を日動水協中央審

査へ提出。 

〔募集期間〕7月 1日～31日 

〔応募総数〕107点 

〔入選作品〕5点 

○「動物園 それは命の 博物館」 

○「ありがとう Zoo～っと楽しい 動物園」 

○「守ろうよ 森と動物 ぼくたちで」 

○「守ろうよ みんなの自然と 動物を」 

○「飼うのなら きちんと飼おう 最後まで」 

〔表彰式〕10月 1日(日) 入選者 5名 

７月２２日(土) 

～ 

８月３１日(木) 

企画展 

｢スイゲンゼニタナゴ｣ 

○ スイゲンゼニタナゴと芦田川水系の淡水魚の 

展示 

○ パネル展示 

７月２６日(水) 

～ 

７月２８日(金) 

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｡ 

○ 講演 (動物の歴史､自然環境問題外) 

○ 飼育実習 

〔参加者〕(26日)29名･(27日)29名･(28日)29名 

 ８月５日(土) 

   １２日(土) 

   １９日(土) 

   ２６日(土) 

夜の動物園 

夜間動物園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｡ 

〔開園時間〕18時 30分～21時 00分 

〔入園者数〕  5日(土) 1,638名 

             12日(土) 3,460名 

             19日(土) 3,288名 

             26日(土) 3,353名 

 



９月３日(日) 第 34回動物園友の会例会 
〔内容〕うちわ作り､ゾウの話 

〔参加者〕24名 

９月２２日(金) 動物慰霊祭 

2016年 9月 1日から 2017年 8月 31日までに 

亡くなった飼育動物 19 種類 32 点､保護動物 21 種

類 31点を供養｡ 

 ９月２３日(土) 

動物愛護週間行事 

｢動物大好き 

こどもたち大集合！｣ 

〔内容〕入園料無料､アンケート､動物わくわく 

エサやり体験 

〔入園者数〕1,418名(大人 649名･こども 769名) 

第３８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 

〔参加者数〕2,528名 

 (大人 1,375名･こども 1,153名) 

〔入賞者表彰式〕11月 11日(土) 

芝生広場ステージ 

〔入選作品展示〕11月 11日(土)～12月 13日(水) 

                は虫類館 

１０月２２日(日) 第３５回動物園友の会例会 
〔内容〕組み木作り 

〔参加者〕57名 

１１月４日(土) 第７回福山市立動物園まつり 

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･福山あしな商工会等と協働により参画

型のイベントを開催｡ 

○ 入園料無料 

○ 各動物ゾーンのワンポイントガイド解説 

○ 動物エサやり体験の補助 

○ テンジクネズミのふれあい 

○ 北部生涯学習センターの協働企画事業 

○ あしな商工会青年部企画事業 

○ リムムンがやって来る！ 

○ 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〕5,893名 

       (大人 3,308名･こども 2,585名) 

１２月１０日(日) 

福山市立動物園 

入園者８００万人 

突破記念セレモニー 

1978年 4月に私立動物園を引き継ぎ開園､ 

入園者数 800万人を達成した記念セレモニーを 

開催｡ 

○ クス玉割り､認定証交付､花束･記念品贈呈､ 

   記念撮影 

１月２日(火) 

～ 

４日(木) 

正月行事 

｢こども動物クイズ｣ 

｢缶バッジ｣作り！ 

〔参加者〕各日とも先着 100名 

〔参加者〕各日とも先着 50名 

１月２日(火) 

～ 

３１日(水) 

〈企画展〉 

｢２０１８年度干支展｣ 

2018年干支(戌)にちなんだ企画展を開催｡ 

○ パネル展示 

   ｢イヌと人｣､｢イヌと仲間｣､｢イヌの歴史｣外 

２月１０日(土) 

～ 

１２日(月) 

バレンタインデーイベント 

動物たちの仲睦まじい､可愛い､ほっこりするよう

な写真を撮影してもらう｡ 

〔参加者〕300名 

２月１２日(月) ライオン｢ブワナ｣ お別れ会 

2月4日に死亡した雄ライオン｢ブワナ｣のお別れ会 

を実施｡ 

献花台､思い出写真展､メッセージボード 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 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) 

    市無形民俗文化財である｢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｢鞆の浦アイヤ節｣や｢鞆の浦大漁節｣の披露を事業の中で実施しま 

した｡ 

 



     (1) 期間      平成 29年 5月 3日(祝)～5月 28日(日) 

     (2) 観覧者数  8,636人 

     (3) 実施回数  26日間 33回 

     (4) 臨時駐車場  鞆鉄鋼グラウンド･㈱オ－ザック駐車場 

     (5) 網引き体験参加者  121人 

     (6) 史跡めぐり参加者  487人 

 

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 29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｣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 27回国際ミーティング･エキスポ (IME2018) 

②  実施日  平成 30年 2月 28日(水)～3月 1日(木) 

③  会場    京王プラザホテル 

④  来場者  セラー75団体 82ブース､マイヤー 469名 (福山 3名参加) 

※ 今後に繋がるセラーが 5件福山ブースを訪問｡ 

ウ.中国･四国地区コンベンション推進協議会研修会 

   中国･四国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 

   研修会を開催しました｡ 

             (ア) 期日      平成 30年 3月 15日(木)～16日(金) 

             (イ) 会場      広島国際会議場 

             (ウ) 参加者    12団体 27名 

              ※ ㈱コングレより誘致提案書の書き方についての講演及びコンベンション 

                 誘致に向けての都市ＰＲの発表を行った｡ 

     (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 29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 29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 29年 7月 6日(木)～7日(金) 

             (イ) 会場      松山市立子規記念博物館 

             (ウ) 参加団体  13団体 30人 

           ② 平成 29年度ＪＣＣＢ第２回コンベンション･ビューロー部会 

             (ア) 期日      平成 29年 12月 7日(木)～8日(金) 

             (イ) 会場      高知会館 

             (ウ) 参加者    78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 29年 7月 4日(火)    ５団体 

              平成 30年 3月 1日(木)  １７団体    計 ２２団体 

           ② 地元の大学､病院等へのセールス 

              福山市立大学･福山大学･福山平成大学･福山市民病院･大田記念病院･中国中央 

              病院･福山市医師会･消防局へ誘致活動を行いました｡ 

         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    33件   607.5万円 

           ② コンベンションガイドの刷新 

コンベンション施設にコンベンション関連情報を加え､より充実させました｡ 

          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､ＪＲ福山駅等へ設置しました｡ 

 

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) 

鞆の浦第 1駐車場 利用台数 27,569台 

     〃 第 2駐車場 利用台数 18,771台 

 

        レンタサイクル利用台数  506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 自動販売機 １３台  売店 １ヵ所 

       2 地下道広告       ９ヵ所 

     3 ファミリーパーク        自動販売機  ７台   臨時売店 

     4 仙酔島渡船待合所        自動販売機  １台 

     5 春日池公園           自動販売機  ７台 

     6 市民参画センター        自動販売機  ２台 

      7 緑町公園                 自動販売機    ４台 

     8 鞆第 2駐車場            自動販売機    １台 

     9 富谷ドームランド         自動販売機    ６台   臨時売店 

    10 鞆町鍛冶駐車場           自動販売機    ２台 

    11 蔵王公園            自動販売機    ２台 

    12 服部大池            自動販売機    １台 

     13 動物園駐車場          自動販売機    ２台 

          14 堂々公園                 自動販売機    １台 

          15 鞆渡船場                 自動販売機    ３台 

          16 汚泥処理センター         自動販売機    １台 

          17 リム･ふくやま            自動販売機  ２０台 

          18 リサイクルプラザ         自動販売機    １台 

          19 深品中継施設             自動販売機    １台 

          20 新浜中継施設             自動販売機    １台 

21 あしあとスクウェア       自動販売機    １台 

22 福山城内堀               自動販売機    ２台 

23 福山城本丸               自動販売機    １台   自動販売機  計８０台 

 

収３．ばらのご当地商品開発及び販売事業 

       (定款第 3条第 1項及び第 4条第 1項第 11号事業) 

       ｢ばら｣のフレグランスの販売 

        1 福山 オードパルファム 

        2 福山 リップクリーム 

        3 福山 ハンドクリーム 

        4 福山 香りのソープ      ４種のフレグランス 

       (1) 天満屋福山店･市内ホテル･福山サービスエリア等３３店舗で販売 

       (2) 販促活動 

       ・大政奉還 150周年記念物産展(京都)にて販売    平成 29年 10月 13 日～15日 

       ・まるごと HIROSHIMA 博 2017(二子玉川)にて販売  平成 29年 11月 18 日～19日 

       ・福山物産フェア(TAU)にて販売                 平成 30年 3月 3日～4日 

       ・市内イベント､コミュニティ紙等での広報 

 



Ⅲ その他事業 

 他１．富谷公園内遊園地管理事業 

       (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) 

       ファミリーパーク(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 17頭  孔雀 74羽 (平成 30年 3月 31日現在) 

       ② キャンプ場利用者数  58団体 519人 

 ③ 宇治島の調査 

 

 他３．福山市鞆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 29年 7月 15日（土）～8月 16日（水）  33日間 

    ② 場所    仙酔島田の浦海水浴場 

    ③ 入場者数  20,440人 

 

 他４．駐車場管理運営事業(指定管理事業) 

       (定款第 4条第 1項第 9号事業) 

① 期間    平成 29年 4月 1日（土）～平成 30年 3月 31日（土） 

② 広島県営鞆町鍛冶駐車場  利用台数  37,628台 (定期含む) 

 

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 29 年度 第 1回 理事会 

          1 期日 平成 29年 6月 14日（水） 

                  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 28年度事業報告について 

 議第３号 平成 29年度通常総会提出議案について 



 議題４号 規程の変更について 

  議第５号 顧問の委嘱について 

            ② 平成 29年度 第 2回 理事会 

                1 期日 平成 29年 9月 4日（月） 

                 2 場所 福山商工会議所 

            3 議題 議第１号 平成 30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 

③ 平成 29 年度 第 3回 理事会 

                1 期日 平成 30年 3月 19日（月） 

                2 場所 福山商工会議所 

            3 議題 議第１号 規程の一部変更について 

議第２号 平成 30年度事業計画(案) について 

                      議第３号 平成 30年度収支予算(案) について 

                      議第４号 入会の承認について 

            (総会) 

            第６回 通常総会 

             1 期日 平成 29年 6月 29日(木) 

             2 場所 アルセ 

             3 議題  議題１号 定款の変更について 

議第２号 平成 28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 28年度事業報告 

                              (2) 新顧問･新会員の紹介 

                              (3) 平成 29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 29年 3月 24日（金） 

              2 場所 福山市市民参画センター 

              3 議題  平成 29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 29年 8月 24日（木） 

              2 場所  福山市市民参画センター 

              3 議題  平成 29年度観光鯛網事業報告について 

                      平成 30年度観光鯛網事業(案)について 

          エ.関係機関との連絡調整 

･ 福山まつり委員会 2017理事会及び総会 

･ 福山観光キャンペーン実行委員会幹事会 

･ 広島県観光連盟通常総会 



･ 広島県清港会福山支部総会 

･ 井原線沿線観光連盟総会 

･ 福山ホテル旅館組合通常総会 

･ 福山飲食組合通常総会 

･ 福山物産協会理事会･通常総会 

･ 広島県東部港湾振興協会福山港部会通常総会 

･ びんご圏域活性化戦略会議 

･ 福山市総合戦略推進懇話会 

･ 福山鞆の浦弁天島花火大会実行委員会総会 

･ 福山会総会 

･ ふくやま･新幹線活性化協議会総会 

･ 備後地域の港湾を考える会 尾道糸崎港･福山港整備促進決起大会 

･ 21 世紀の朝鮮通信使 日韓トップ囲碁対局･鞆実行委員会 

･ 世界バラ会連合地域大会福山大会準備委員会設立会議 

･ メキシコオリンピックチーム事前合宿受入準備委員会設立総会 

･ ふくやまサイクリングロード整備検討調整会議 

･ 福山･鞆の浦トライアスロン大会実行委員会設立総会 

･ 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 

･ 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 

･ 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 

･ 広島県東部観光推進協議会新年賀詞交換会 

･ 福山市歴史文化基本構想策定委員会議 

･ 福山市立動物園運営協議会 

 


