
2019年度 事業報告について 

（2019年 4月 1日～2020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を目的としていま

す。また､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も目的としており､以上の目的

を達成するため､公益目的事業 4 事業､収益事業 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    年中無休 

       利用時間    9時～18時 30分勤務体制：変則 2.5名 

（12/29～1/3は 10時～15時 1名体制） 

     利用件数  46,028件  （内外国人利用件数 1,624件） 

 

イ 所 在 地    福山市鞆町    鞆市営渡船場内 

利用期間    年中無休 

         利用時間    9時～16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 

      2007 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｡ 

(ア) ガイドの研修  6回 

(イ) ガイド実績  179回 (利用者数 3,256人) 

(ウ) 文化ゾーンマップ増刷  30,000部 

 

イ 都市観光宣伝事業 

 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｡ 



･ 関東地域 内容  旅行業者への訪問宣伝 

期間  2019年 12月 6日（金） 

都市  東京                                      1件 

･ 兵庫地域  内容  旅行業者・バス会社への訪問宣伝 

期間  2019年 12月 10日（火） 

都市  神戸                        1件 

･ 山陰地域  内容  旅行業者･バス会社への訪問宣伝 

期間  2020年 1月 16日（木）～17日（金） 

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  2020年 1月 22日（水）～23日（木） 

都市  さぬき･高松･観音寺･四国中央 

松山･西条･宇和島                          9 件 

･ 近隣地域  内容  旅行業者･バス会社への訪問宣伝 

期間  2020年 1月 28日（火）・29日（水） 

都市  広島市･岡山市                            6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､｢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 2019年度はそれぞれ､84冊､120冊､51冊併せて 255冊配布しました｡ 

 

エ ふくやま観光写真コンテスト開催 

第 46回ふくやま観光写真コンテスト 

(ア) 応募期間 2019年 10月 1日(火)～2019年 11月 30日(土) 

(イ) 応募者数 99人 

(ウ) 応募点数 304点 

(エ) 審査会   2019年 12月 9日(月) 福山市役所 3階中会議室 

(オ) 表彰式   2019年 12月 26日(水) 福山市ものづくり交流館 

(カ) 入賞作品の展示 

ａ 2020年 1月  9日(木)～1月 15日(水)   西部市民センター 

ｂ 2020年 1月 23日(木)～1月 29日(水)   神辺市民交流センター 

ｃ 2020年 1月 30日(木)～2月  5日(水)   北部市民センター 

ｄ 2020年 2月  6日(木)～2月 12日(水)   本庁１階 

ｅ 2020年 2月 13日(木)～2月 19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  72件 (2019年度) 



イベント情報･おすすめ情報の更新･掲載 

 

カ 観光振興事業の共催 

(ア)  ｢せとうち旅情実行委員会｣ 福山市･倉敷市･尾道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｡ 

ａ 周遊コンテンツ開発 

（ａ）瀬戸内カレッジ 

ＪＲ､自治体､大学が連携し､地域の課題解決を提案する産官学連携プ

ロジェクト「瀬戸内カレッジ」を実施しました。大学と自治体をマッ

チングし､大学生ならではの発想を活かした解決策を提案し､各市の観

光素材の磨き上げや新たな素材の掘り起しなどを行いました。 

(ｂ)３市周遊コンテツ旅行会社エクスカーション事業 

【新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止】 

関西圏､中部圏､首都圏の旅行会社に対し､３市周遊コンテンツ（サイク

ルシップ ラズリ､鞆～児島 島旅クルージング､ラ・マルしまなみ）を

利用するエクスカーションを実施することで､３市周遊旅行企画販売

を促進するもの。 

期 日：2020年 3月 4日（水） 

招待者：旅行会社担当者 12名ＪＲ西日本東京営業部長 ほか 1名 

       ｂ 情報発信事業 

公式 Facebookページの広告宣伝等 

「せとうち旅情公式 Facebook」ページ 

｢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：14,699件  

(2020年 3月 31日時点 ＋5,690増加 2019年 3月末より) 

ｃ 観光誘客事業（３市周遊商品造成支援事業） 

（ａ）媒体掲載支援 

３市周遊及び宿泊した旅行商品の造成に伴う､媒体作成に係る費用 

を、１商品あたり 200,000円を上限に支援。 

(ｂ)送客実績支援 

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催行日あたり 50,000 円交付し､１旅行商品あたり 300,000 円を

上限に支援。 

ｄ 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。 

        ｅ プロモーション事業 

        ３市観光素材及び３市周遊造成支援事業の紹介を行い､2020年度の商 

品を促すプロモーションを実施しました。 



(イ) 福山観光物産フェア 

【新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止】 

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

するもの｡ 

 実施日  2020年 3月 7日(土)･8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 

 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 

 

キ 観光関係機関との連携の充実 

(ア) 福山-鞆の浦トライアスロン 2019 

【台風接近のため中止】 

実施日 2019年 10月 12日(土)・13日(日) 

場所  鞆の浦～芦田川河川敷 

(イ) お手火祭 

実施日  2019年 7月 13日(土) 

場所    沼名前神社 

(ウ) 鞆の浦 de ART 2019 

実施日  2019年 9月 29日(日)～10月 20日(日) 

場所    鞆の浦一円の歴史的建造物の屋内外 

(エ) 第 4回ふくのやまよさこい 

      【台風接近のため中止】 

実施日  2019年 9月 22日(日) 

場所    緑町公園 

(オ) 第 64回福山菊花展覧会 

実施日  2019年 10月 20日(日)～11月 13日(水) 

場所    福山城公園外 

(カ) お弓神事 

実施日 2020年 2月 9日(日) 

場所  沼名前神社 

(キ) 第 18回鞆･町並ひな祭り 

実施日  2020年 2月 22日(土)～3月 22日(日) 

場所    鞆町一円 

(ク) 第 39回ふくやまマラソン 

【新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止】   

実施日  2020年 3月 15日(日) 

場所    福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 



(ケ) ふく福 Ride 

【新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止】 

実施日 2020年 3月 29日（日） 

場所  福山市内全域 

         

ク 外国人観光客への情報提供や活動の支援の強化 

(ア) ｢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 

(イ) ｢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) 

(ウ) 中国地域観光推進協議会 2019中国地方インバウンドフォーラム 

   海外エージェント 30社､日本側 76社が参加した商談会に参加し､13社 

と観光資源のプロモーションを行い福山への誘致を図るべく商談を行 

いました。 

期日：2019年 9月 4日(水) 

場所：ホテル一畑（松江市） 

 

(３) 観光アシスタント運営事業 

募集期間  2019年 2月 14日(木)～2019年 3月 14日(木) 

応募者数  11人 

審査会    2019年 4月 12日(金) 福山労働会館みやび 

表彰式    2019年 5月 18日(土) 

出務    日本遺産鞆の浦 PR動画出演等公的行事への出務  年間 25回 

 

(４) 新たな観光の魅力創出事業 

ア 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｡ 

 2019年度広島県観光情報説明会 

・ 福岡会場      2019年 9月 6日(金) 個別商談会参加 

・ 東京会場     2019年 9月  9日(月) パンフレット提供 

・ 名古屋会場    2019年 9月 10日(火) パンフレット提供 

・ 大阪会場      2019年 9月 12日(木) パンフレット提供 

・ 福岡会場      2020年 2月  6日(木)～7日（金） 個別商談会参加 

・ 大阪会場     2020年 2月 13日(木)・14日（金）パンフレット提供 

・ 東京会場     2020年 2月 19日(水) パンフレット提供 

・ 名古屋会場    2020年 2月 20日(木) パンフレット提供 

 



イ せとうち広島デスティネーションキャンペーン 

広島県は､2019 年度から 3 年間､大型の観光誘客キャンペーン「せとうち広島

デスティネーションキャンペーン（以下､「ＤＣ」という）」をＪＲ6社と連携

して実施しています。福山市において､新たな魅力ある観光資源を創出し､観光

誘客に繋げるため､広島県観光連盟の主催するＤＣ市町村担当者会議に出席し､

福山市と共同で新たな魅力ある観光資源として､「鞆の浦史跡めぐりクーポン」

のほか７素材を商品造成しました。 

 ・鞆の浦史跡めぐりクーポン 

 ・鞆の浦・阿伏兎クルージング 

 ・神勝寺 禅と庭のミュージアム 

 ・ホロコースト記念館 

 ・みろくの里ダイナソーパーク 

 ・草戸千軒と国宝明王院は中世のフィレンツェ 

 ・神辺史跡めぐりと酒蔵見学 

 ＤＣ市町村担当者会議 

第１回                  

期日：2019年 4月 23日(火) 

場所：広島商工会議所 

第２回 

期日：2019年 7月 10日(水) 

場所：広島商工会議所 

第３回 

期日：2019年 10月 3日(木) 

場所：広島コンベンションホール 

第４回 

期日：2019年 12月 24日(火) 

場所：広島商工会議所 

 

 

 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 

 

【規模及び実績】 

ア 施設総面積         ２６,４７６㎡ 

   イ 飼 育 動 物   哺乳綱  ３０種 １２１点 

              鳥 綱  ２１種 ２４５点 

              爬虫綱   ９種  ２９点 

                合 計  ６０種 ３９５点 （2020年 3月 31日現在) 

   ウ 入園者数     ２６８,４４６人 

   エ 会議       日本動物園水族館協会各種会議出席 

 

【イベント報告】 
期間 行事名 内          容 

 

 

土曜･日曜･祝日 

｢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･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｣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 15組) 

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～ 

ふれあいコーナー 

小動物とふれあう事で動物愛護の醸成を行う 

○ テンジクネズミのふれあい 

(11:00～11:30･14:00～14:45) 

○ 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) 

４月１日(月) 

～ 

１月３１日(金) 

第３５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〕2019年 4月 1日～2020年 1月 31日 

〔応募総数〕53名 163点 

４月２９日(月) 
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｣ 21歳の誕生日をお祝いする 

○ フルーツプレゼント ○ ワンポイントガイド  

○ エンリッチメントアイテムお披露目 

○ 講演「ふくちゃんのふるさとボルネオ島と私た

ちの暮らし」 

５月３日(金) 

～ 

５日(日) 

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１２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〕 9組 32名 

   

   

   



６月２２日(土) 

～ 

７月１５日(月) 

「キリンの赤ちゃん」 

愛称募集 

6月 19日に誕生した雄の愛称を募集 

〔応募数〕1,189点 

〔愛称名〕はっさく 

〔命名式〕7月 28日(日) 

７月１日(月) 

～ 

３１日(水) 

第３２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。 

〔応募総数〕97点 

〔入選作品〕5点 

〔表彰式〕9月 21日(土) 入選者 5名 

７月２０日(土) 

～ 

９月１日(日) 

企画展 

｢スイゲンゼニタナゴ｣ 

市内に生息する国内希少野生動植物種の企画展示 

○ 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・リーフレット設置 

７月２４日(水) 

～ 

７月２６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〕(24日)28名･(25日)28名･(26日)29名 

 ８月３日(土) 

   １０日(土) 

   １７日(土) 

 ２４日(土) 

３１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〕  3日(土)   696名 

             10日(土) 1,856名 

             17日(土) 2,324名 

             24日(土) 1,269名 

31日(土) 2,907名 

９月１６日(月) 第 37回動物園友の会例会 

〔内容〕ヘビのお話､抜け殻でカード作り 

    ヘビと記念撮影 

〔参加者〕10家族 27名 

９月２０日(金) 動物慰霊祭 
2018年 9月 1日から 2019年 8月 31日までに 

亡くなった飼育動物 35点､保護動物 55点を供養｡ 

９月２３日(月) 

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〕3,229名 

(大人 1,672名･こども 1,557名) 

 １１月２日(土) 第９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 

○バルーンアート 

○芦田中学校・県立戸手高校の吹奏楽等 

○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〕5,167名 

       (大人 2,864名･こども 2,303名) 

 １月２日(木) 

～ 

１月３日(金) 

正月行事 

新年を迎えてのイベント 

○ オリジナル缶バッジ作り 

○ 動物ワンポイントガイド 

○ ゾウのパックンタイム 

○ テンジクネズミのふれあい 

○ 猛獣・ペンギンのエサやり体験 



１月２日(木) 

～ 

１月３１日(金) 

ふくズ－干支展 

2020年の干支「ねずみ」にちなんだ展示 

○ 歴史､ことわざ等のパネル展示 

○ 骨格標本 

○ クイズ､写真撮影用原寸大パネル 

２月１４日(金) 

～ 

２月１６日(日) 

バレンタイン 

イベント 

イベント参加者と展示動物をインスタントカメラ

で撮影し､写真とオリジナルデザインのチョコを

プレゼント 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 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｢鯛しばり網漁法｣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      2019年 4月 28日(日)・29日(月)  5月 3日(金)～5月 26日(日) 

  (２) 観覧者数  7,690人 

  (３) 実施回数  26日間 34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  169人 

  (６) 史跡めぐり参加者  455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 

         2019 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ＭＩＣＥ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｡ 

名称    第 29回国際ＭＩＣＥエキスポ (IME2020) 

実施日  2020年 2月 26日(水) 

会場    東京国際フォーラム 

来場者  セラー96団体 81ブース バイヤー 363名 (福山 3名参加) 



ウ 令和元年度 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｡ 

期日      2019年 12月 5日(木) 

会場      品川プリンスホテル 

来場者    136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 

       2020 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 

(ア) 2019年度ＪＣＣＢ総会 

期日  2019年 6月 17日（月） 

会場  京王プラザホテル 

参加者 73団体 134名（福山 1名参加） 

(イ) 2019年度中国･四国地区コンベンション推進協議会総会 

             期日    2019年 7月 11日(木)～12日(金) 

             会場    広島国際会議場 

             参加者  12団体 26名（福山 2名参加） 

 

(ウ) 2019年度ＪＣＣＢ第１回コンベンション・ビューロー部会 

期日  2019年 7月 18日（木）～19日（金） 

会場  コラッセ福島 

参加者 79名（福山 2名参加） 

(エ) 2019年度ＪＣＣＢ第２回コンベンション･ビューロー部会 

             期日  2019年 12月 3日(火)～4日（水） 

             会場    かずさアカデミアホール（木更津市） 

             参加者  70名 

      

(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 

(ア) 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｡ 

               2019年 6月 18日(火)          ３団体 

        2019年 12月 6日(金)        ４団体 

               2020年 2月 27日(木)         ４団体    計 １１団体 

(イ) 地元の大学へのセールス 

            福山市立大学及び･福山大学の研究室を訪問して､コンベンション開催支援制

度の説明をする中で学会誘致をお願いしました。 



 

イ コンベンション主催者に対する支援 

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    28件   580万円 

 

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 30,451台 

     〃 第 2駐車場 利用台数 16,373台 

     レンタサイクル利用台数     361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 

           ・ 動物園  小型遊具 ７台 自動販売機 １３台  売店 １ヵ所 

       ・ 地下道広告       １１ヵ所 

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

     ・ 仙酔島渡船待合所       自動販売機  １台 

     ・ 春日池公園          自動販売機  ７台 

     ・ 市民参画センター       自動販売機  ２台 

     ・ ばら公園         自動販売機  ２台 

      ・ 緑町公園                自動販売機    ４台 

     ・ 鞆第 2駐車場           自動販売機    １台 

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

     ・ 鞆町鍛冶駐車場          自動販売機    ２台 

     ・ 蔵王公園           自動販売機    ２台 

     ・ 服部大池           自動販売機    １台 

      ・ 動物園駐車場         自動販売機    ２台 

           ・ 堂々公園                自動販売機    １台 

           ・ 鞆渡船場                自動販売機    ３台 



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

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

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

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

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

・ あしあとスクエア       自動販売機    １台 

・ 福山城内堀              自動販売機    ２台 

・ 福山城本丸              自動販売機    １台   自動販売機  計７９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 

・福山 オードパルファム 

・福山 ハンドクリーム 

・福山 香りのソープ      ３種のフレグランス 

       天満屋福山店･市内ホテル等２１店舗で販売 

       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 13頭  孔雀 74羽 (2020年 3月 31日現在) 

(２) キャンプ場利用者数  175団体 753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    2019年 7月 20日（土）～8月 18日（日）  30日間 

 (２) 場所    仙酔島田の浦海水浴場 



 (３) 入場者数  13,790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    2019年 4月 1日（月）～2020年 3月 31日（火） 

(２) 広島県営鞆町鍛冶駐車場  利用台数  38,759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 

(ア) 2019年度 第 1回 理事会 

期日 2019年 6月 10日（月） 

場所 福山商工会議所  

議題 議第１号 入会の承認について 

               議第２号 2018年度事業報告について 

議第３号 2019年度通常総会提出議案について 

(イ)  2019年度 第 2回 理事会 

期日 2019年 10月 17日（木） 

            場所 福山商工会議所 

       議題 議第１号 2020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 

(ウ) 2019年度 第 3回 理事会 

           期日 2020年 3月 13日（金） 

          場所 福山商工会議所 

       議題 議第１号 2020年度事業計画(案) について 

議第２号 2020年度収支予算(案) について 

  イ 総会 

          第８回 通常総会 

期日 2019年 6月 27日(木) 

       場所 福山労働会館みやび 

       議題  議題１号 2018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 



議題３号 役員の選任について 

               報告事項  (1) 2018年度事業報告 

                         (2) 新会員の紹介 

                        (3) 2019年度観光鯛網事業の概況について 

 

ウ 登記事務 

 

    エ 事業運営委員会 

        (観光鯛網事業運営委員会) 

(ア) 第 1回 観光鯛網事業運営委員会 

            期日 2019年 3月 27日（水） 

        場所 福山市市民参画センター 

        議題  2019年度観光鯛網の開幕式(案)について 

     (イ) 第２回 観光鯛網事業運営委員会 

         期日 2019年 9月 26日（木） 

         場所  福山市市民参画センター 

        議題  2019年度観光鯛網事業報告について 

               2020年度観光鯛網事業(案)について 

 

オ 関係機関との連絡調整 

･ 福山まつり委員会企画実行委員会及び総会 

･ 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 

･ 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 

･ 世界バラ会議福山大会準備委員会総会 

･ 福山･鞆の浦トライアスロン大会実行委員会 

･ 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歓会 

･ 福山城築城４００周年記念事業実行委員会 

・Viva Mexico!（ビバ メヒコ）実行委員会 

・ばらのまち福山ミステリー文学新人賞実行委員会 

・福山郷心会総会 

・日本遺産鞆の浦魅力発信協議会企画運営会議 

・福山市都市ブランド戦略推進協議会 

･ 福山市立動物園運営協議会 


