
 

 

 

公益財団法人岐阜観光コンベンション協会  

平成 31 年度事業計画書  

 

事業運営方針  

 

平成 30 年の訪日外国人旅行者数は、 3,119 万人と 6 年連続で過去

最高を更新するとともに初の 3,000 万人台を突破しました。  

本市においては、大型台風の上陸や度重なる豪雨により、鵜飼観覧

船の運航中止日数は過去最多、乗船客数は過去最低を記録するなど、

非常に厳しい年となりましたが、同時に、地域の活力を取り戻す上で、

観光の力は必要不可欠であることを改めて認識した年でもありまし

た。  

そうした中、本年は「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会」、ま

た、来年は「 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」

が開催されるなど、世界中から大きな注目が日本に集まるとともに、

外国人旅行者の大幅な増加が期待されます。  

 また、来年 1 月から放映されるＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」

は、主人公の戦国武将・明智光秀公をはじめ、岐阜市ゆかりの織田信

長公や斎藤道三公にもスポットが当てられるなど、本市の魅力を国

内外へアピールし誘客を促す絶好の機会となります。  

当財団としても、この機を逸することなく、岐阜市をはじめ関係機

関等との連携をさらに強化し、ぎふ長良川の鵜飼や岐阜城など本市

の誇る観光資源を効果的にＰＲするほか、岐阜市の「若手職員プロジ

ェクトチーム会議」から提案された、「鵜飼観覧船の有効活用策」を

推進するなど、観光振興による地域の活性化を図ってまいります。  

一方、当財団事業のもう一つの大きな柱であるコンベンションの

推進については、ここ数年、開催助成件数、金額が増加傾向にあり、

これまでの誘致活動等が着実に実を結んでいるところですが、国内

各地でＭＩＣＥ施設の新設・増設が予定されるなど、ＭＩＣＥ誘致に

向けた機運が高まっており、都市間競争がますます激化していくこ

とが予想されます。  

その中で本市が勝ち残っていくため、当財団としても、関係機関と

連携し、ＭＩＣＥ誘致の重要性や支援内容の理解を深めるためのセ

ミナーをはじめ、本市の充実したコンベンション施設及び宿泊施設

を活用したＭＩＣＥの誘致、支援、広報、宣伝などの事業を、さらに

広く積極的に展開してまいります。  



 

 

 

Ⅰ  公益目的事業  

 

１．コンベンション情報の収集、調査、分析事業  

１）コンベンション情報の収集  

①首都圏での情報収集  

⇒首都圏に拠点を置くコンサルタント会社に、コンベンショ

ン誘致のための定期的なセールス活動や情報収集業務を委

託するとともに、首都圏での誘致活動の拡大を図る。  

②広域的な情報収集  

⇒日本政府観光局（ＪＮＴＯ）や一般社団法人日本コングレ

ス・コンベンション・ビューロー（ＪＣＣＢ）等、コンベン

ション関連団体が主催する会議に参加し、コンベンション

関連団体との情報交換を積極的に行うことにより、コンベ

ンション開催主体である学会や団体の情報収集を図り新規

開拓拡大を図る。  

２）コンベンション情報の調査、分析  

⇒コンベンション誘致の基礎となるコンベンション情報管理シ

ステムのデータ更新を図るとともに、機能改善に努め、誘致団

体のより詳細な情報や誘致活動状況を把握することで、効率

的な営業活動を実施する。  

⇒新聞、雑誌等の媒体から得られるコンベンション開催情報を

データベース化するとともに、コンベンションカレンダーを

作成する等、データの有効活用を図る。  

３）ＭＩＣＥ誘致事業の宣伝  

⇒ＭＩＣＥ誘致事業の活動状況を新聞や雑誌やウェブサイトを

活用した情報発信により、更なる認知度の向上を目指す。  

   ※ＭＩＣＥとは  

Ｍ：企業等の会議（ Meeting）  

Ｉ：企業等の行う報奨・研修旅行（ Incentive Travel）  

Ｃ：国際機関・団体、学会等が行う国際会議（ Convention）  

Ｅ：展示会・見本市、イベント（ Exhibition/Event）  

 ４）ＭＩＣＥ関係者情報連絡会の設立  

⇒会議場、ホテル、運輸機関、その他機関に働きかけ、定期的  

   な会合を持つことで情報交換等、関係強化に努める。  

 

 



 

 

 

２．コンベンション振興に関する事業  

１）国内コンベンション主催者に対する誘致活動  

①定期的な誘致活動  

ア  首都圏における誘致活動  

⇒岐阜市東京事務所と連携し、首都圏においてより多くの

学会や協会の事務局を訪問し、情報の収集や支援内容の

周知を図る。  

⇒コンベンション企画運営会社（ＰＣＯ）、旅行代理店のキー

パーソンを訪問し、情報の収集や支援内容の周知を図る。 

⇒長良川国際会議場と協力し、コンベンションの誘致活動

を実施する。  

イ  名古屋地区での誘致活動  

⇒名古屋のＰＣＯ、旅行代理店を訪問し、情報の収集や支

援内容の周知を図る。  

⇒名古屋大学、愛知医科大学等中部圏の大学への誘致活動

を行い、情報の収集や支援内容の周知を図る。  

ウ  岐阜地区での誘致活動  

⇒岐阜大学、朝日大学、岐阜県立看護大学等を重点ターゲッ

トと位置づけ、学会に関する情報収集や支援内容の周知

を図る。  

⇒大会主催者の地元窓口を訪問し、誘致活動を実施する。  

②ＭＩＣＥセミナーの開催  

⇒岐阜大学全学の関係者対象にＭＩＣＥセミナーを実施し、

コンベンション施設やコンベンション開催に伴う支援内容

等に関する情報を提供する。  

（ 8 月）  

⇒岐阜市役所職員（役職者対象）にＭＩＣＥセミナーを実施

し、コンベンション誘致の重要性への理解を深める。  

 （ 7 月）  

⇒市内、公立中学校・高校の教員を対象にＭＩＣＥセミナー

を実施し、各種教育研究会等開催時の支援を周知する。  

 （ 7 月）  

 

 

 

 



 

 

 

③広域的な誘致活動  

⇒ＩＭＥ２０２０ (第２９回国際ＭＩＣＥエキスポ )は、会場

が変更となるが、各種学会や主催者団体との商談会方式は

変わらず。それに参加し、コンベンション開催の情報収集を

図る。商談会では国際会議場や地元のホテル・旅館等と連携

し、岐阜市のコンベンション施設や宿泊施設を紹介すると

ともに、岐阜市の魅力をアピールすることでコンベンショ

ンの誘致に繋げる。  

⇒コンベンション都市推進団体情報交換会への参加  

地方７都市で構成する情報交換会が開催する「７都市情報

懇談会」に参加し、各地で開かれるコンベンション主催者と

の情報交換等を通じて誘致活動を実施する。  

○構成都市； (旭川、秋田、前橋、岐阜、姫路、松山、鹿児島 ) 

⇒首都圏地区で開催される「地方都市コンベンション関連団

体合同ワークショップ」へ参加し、より多くの首都圏所在の

学会・協会事務局関係者との関係強化を図り、コンベンショ

ンの誘致拡大を図る。  

○構成都市； (新潟、松本、びわ湖、和歌山、高松、長崎 ) 

⇒「日本地球惑星科学連合合同学会」会場における地方都市コ

ンベンション関連団体合同ＰＲに参加し、岐阜市東京事務

所と共同で岐阜市を売り込む。  

⇒日本最大級のビジネス展示会である「メッセナゴヤ２０１

９」に出展し、同じく出展している企業、団体へ「世界イ

ベント村ぎふサポートプログラム」の説明を中心とする営

業活動を行う。  

④国内キーパーソン視察受け入れ事業  

⇒首都圏や東海地区等のコンベンション主催者を岐阜市に招

き、コンベンション施設や宿泊施設及び鵜飼等の観光スポ

ットを紹介し、誘致を図る。  

⑤岐阜大学との連携協定推進事業  

⇒ＭＩＣＥセミナーの実施  

   ⇒留学生のインターンシップ受入れ (2 週間程度  1 名 ) 

    ・観光関連パンフレットの翻訳（留学生の母国語へ）  

   ・ＶＪＴＭへの帯同  

 

 



 

 

 

２）海外コンベンション主催者に対する誘致活動  

①ＪＮＴＯ海外事務所等の活用による誘致活動  

⇒世界 14 ヵ所にあるＪＮＴＯ海外事務所や日本観光協会の海

外事務所並びに県内企業の海外事務所に対し、定期的に岐

阜市のコンベンション施設情報や観光資源に関する情報を

提供し、海外に向けて発信する。  

・ＪＮＴＯ海外 事務所 :ソウル、北京、 上海、香 港、バンコク、  

シ ン ガ ポ ー ル 、 ジ ャ カ ル タ 、 シ ド ニ ー 、 ロ ン ド ン 、 フ ラ ン ク フ ル ト 、 

パリ、ニューヨ ーク、ロ サンゼルス、ト ロント  

・日本観光協会 海外事務 所 :台湾  

②海外キーパーソン視察受け入れ事業  

⇒ＪＮＴＯ等と連携し、海外から視察に訪れる国際会議主催  

者（国際学会・大会本部担当者）等を鵜飼及び市内観光に  

招待することにより、国際会議の開催誘致を図る。  

③Ｍｅｅｔ  Ｊａｐａｎ商談会事業  

   ⇒同商談会に参加しキーパーソンへ直にアピールする  

  ④海外における国際会議主催者セミナー  

   ⇒ＪＮＴＯが主催するシンガポールまたはバンコクでの同セ

ミナーに参加し、国際会議開催に繋げる。  

３）会議、研修会  

①ＪＣＣＢ総会等への出席  

⇒総会 (6 月 ) 

⇒コンベンションビューロー部会 (7 月：福島市、2 月：未定 ) 

⇒研修 (2 月 ) 

②中部コンベンション連絡協議会の開催  

⇒広域的なコンベンションの振興を図るため中部地区１７団  

体で構成される中部コンベンション連絡協議会の定期協議  

会に参加し、コンベンション情報収集及び意見交換を図る。 

・開催日時  平成 31 年 9 月  豊橋市において  

⇒愛知・名古屋ＭＩＣＥ説明会へ参加し、学会主催者との商談  

により岐阜市をＰＲする（ 1 月）  

４）コンベンション誘致素材の開発促進  

 ①ユニークべニューの開発  

⇒先進都市の例を参考にＭＩＣＥ誘致に重要な要素であるユ  

ニークべニューとして活用できる施設や場所の発掘に取り  

組む。  



 

 

 

５）企業コンベンション関連事業  

①世界イベント村ぎふ企業コンベンション誘致協議会の運営  

⇒企業のコンベンションやイベント等の開催を支援するため、 

岐阜県や長良川国際会議場とともに、「世界イベント村ぎふ  

企業コンベンション誘致協議会」を運営し、各種コンベンシ  

ョンの支援や助成を行う。  

②企業コンベンション誘致活動の実施  

⇒企業コンベンション誘致パンフレット（外国版含む）を作成  

し、誘致ＰＲを行う。  

⇒名古屋・東京・大阪でＰＣＯや旅行代理店等に、「世界イベ

ント村ぎふサポートプログラム」の説明会を開催するとと

もに、首都圏・東海・関西・北陸・静岡・長野地区等で訪問

セールスを実施し、企業コンベンションの誘致に努める。  

⇒岐阜市及び近郊の企業を訪問し、サポートプログラムの説

明を行うことにより誘致ＰＲに努める。  

⇒メッセナゴヤ２０１９において名刺交換をした名古屋及び  

愛知県内企業に対し直接誘致ＰＲを行う。  

③展示会出展の有効活用  

⇒国内唯一の総合コンベンション見本市である「ＩＭＥ２０２  

０」及び東海地区企業が多数参加する異業種交流会「メッセ  

ナゴヤ２０１９」を情報収集のチャンスと捉え、「企業内会  

議」、「報奨旅行」等の情報収集に努めるとともに参加企業に  

対して、継続的な各種誘致活動を展開する。  

３．コンベンションの支援に関する事業  

 １）コンベンション開催助成  

コンベンション振興基金を活用し、岐阜市で開催される各種コ

ンベンションに対し、その規模や参加者数に応じ、助成金の交付

や開催準備資金の無利子融資を行う。  

①コンベンション開催助成金の交付  

⇒コンベンションの開催及び誘致を図るためコンベンション

開催主催者に対し助成金を交付する。  

(対象 ;岐阜県を含む 4 県以上、参加者 100 名以上 ) 

②スポーツ大会開催助成金の交付  

⇒スポーツ大会の誘致拡大を図るためスポーツ大会主催者に

対し助成金を交付する。  

(対象 ;岐阜県を含む 4 県以上、参加者 100 名以上 ) 



 

 

 

③無利子融資制度の運用  

⇒助成金交付対象のコンベンション・スポーツ大会主催者に

対し開催 3 年前から開催準備資金として、開催経費の 10％

以内 100 万円を限度に無利子融資を行う。  

２）コンベンション開催支援  

①コンベンション主催者に対して  

⇒パンフレット等の提供 (主催者用 ) 

・コンベンション総合案内ＤＶＤ (日本の真ん中で話そう ) 

・岐阜市コンベンション施設ガイドブック  

⇒タクシー歓迎ステッカー掲示および共通チケット発行  

⇒ＪＲ岐阜駅構内、歓迎案内デスクの設置  

⇒ＪＲ岐阜駅前広場歓迎横断幕の掲出  

⇒歓迎プラカードの貸出し  

⇒土産品販売コーナーの出店案内 (場所 :コンベンション会場等 ) 

⇒法被の貸出し  

⇒コンベンションマニュアル (支援と開催の手引 )の提供  

⇒コンベンション施設、宿泊施設、地元関係業者の紹介  

⇒アフターコンベンション同伴者プログラムへの協力  

⇒観光ボランティア、通訳ボランティア等の紹介  

②コンベンション参加者に対して  

⇒手提げバッグの提供  

・オリジナル紙製バッグ (有料 ) 

・ビニール製バッグ (無料 ) 

⇒文化観光施設割引入場券の提供  

⇒観光パンフレットの提供  

・岐阜城  

(日本語版、英語版、中国語版（簡体字、繁体字）、韓国語版 ) 

・ぎふ長良川の鵜飼  

（日本語版、英語版）  

・岐阜市観光ガイドマップ  

(日本語版、英語版、中国語版（簡体字、繁体字）、韓国語版 ) 

・魅力いっぱい  岐阜市  

(日本語版、英語版、中国語版（簡体字、繁体字）、韓国語版 ) 

・ぎふガイドタクシー  

・絵はがき (岐阜城、ぎふ長良川の鵜飼、信長 ) 

 



 

 

 

③ＰＣＯ・旅行代理店に対して  

⇒コンベンション主催者に対し、ホテル、弁当、ユニークべ

ニュー、パーティーアトラクション、エキスカーション等

の情報を盛り込んだセールスツールＣＤを、訪問セールス

やＭＩＣＥセミナー・商談会等で配布する。  

 

４．「あんびしゃす」の発行  

⇒機関紙「あんびしゃす」を年２回発行し、コンベンション主催

者等に対し、当財団の事業内容を紹介するとともに、観光情

報・コンベンション情報を提供する。  

・発  行  月： 7 月 (Vol.61)、 1 月 (Vol.62)  

・発行部数： 4,000 部×2 

 

５．観光客の誘致及び宣伝事業  

１ )国内観光客の誘致  

①誘客宣伝事業の推進  

⇒岐阜市の魅力を広報、「ぎふ長良川の鵜飼」や「岐阜市長

良川鵜飼伝承館」、 8 年連続「にっぽんの温泉 100 選」に選

ばれた「長良川温泉」、 9 年目を迎える「長良川おんぱ

く」、日本百名月に認定されている「岐阜城にのぼる月」、

長良川流域で薦める「長良川体験チケット」、岐阜駅前地

区の観光化をめざす「世界のタマミヤプロジェクト」等、  

観光資源をＰＲし誘客を図る。  

②大河ドラマ「麒麟がくる」に関連する誘致活動  

      ⇒ 2020 年の大河ドラマ館開設に向けた誘致を図る。  

   ⇒大河ドラマ館＆金華山等を巡るきっぷ〔 (仮称 )光秀きっぷ〕

を構築し、回遊につながる環境を整える。  

    （協議会等の支援、誘致活動等）    

   ⇒観光バス駐車場対策  

・岐阜市内の観光バス駐車場問題の改善策  

観光客（団体）受入環境向上の為、大型観光バス駐車場  

について調査研究を行い、行政・民間と連携し対策を検  

討する。  

③教育旅行の誘致活動  

⇒教育旅行の取扱を拡大するため、関東地区・関西地区の旅

行代理店等に情報を提供し誘致営業を図る。  



 

 

 

④「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１９」への出展（ 10/24～）  

⇒日本最大の観光イベント「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２

０１９」に出展し、岐阜市への誘客宣伝活動を行う。  

⑤観光キャンペーン、観光キャラバンの実施  

・観光キャンペーンの実施  

⇒各種イベントに参加し、観光宣伝や誘客活動を展開する。  

・観光キャラバンの実施  

⇒「ぎふ長良川の鵜飼」・「長良川鵜飼伝承館」・「長良川温

泉」・「世界のタマミヤ」の宣伝及び誘客活動のため、観

光キャラバン隊を編成し関東・関西・東海の報道関係社

や旅行代理店を訪問する。  

⑥各種観光展（イベント）の出展及び誘客宣伝  

⇒ＪＰタワー、東京タワー等東京で開催される観光展の他、

名古屋、大阪、各都市で開催されるイベントに出展し誘客

宣伝活動を行う。（富山市、浜松市など）  

また、岐阜市東京事務所と連携して、東京を中心とした首

都圏での効率的な観光ＰＲや誘致活動を推進する。  

⑦名古屋鉄道と連携したキャンペーンの推進（ 7 月 -11 月）  

⇒岐阜の魅力を、名古屋を中心とした中部圏の人々に知って

もらうため「岐阜まち歩き」キャンペーンを開催し、名古

屋鉄道沿線からの誘客を図る。  

また、「岐阜城きっぷ」の充実を図る。  

⑧スポーツ大会等参加者に対する観光案内  

⇒「第９回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン」の参加者に

対して、割引券付観光パンフレットを提供する。  

２）海外観光客の誘致  

①海外観光展・商談会・セミナーへの参加  

⇒岐阜市の認知度を向上させるため、ＪＮＴＯや昇龍道プロ

ジェクト（中部運輸局）等と連携し、海外で開催される観

光展・商談会に出展し、海外観光客の誘客を図る。  

（インドネシアＪＴＦ、ベトナムＪＦＶ、その他）  

②インセンティブ・ツアーの誘致  

⇒国土交通省をはじめ、ＪＮＴＯや中部広域観光推進協議会等

が主催する招請事業に参加し、外国人観光客の誘客を図る。  

 

 



 

 

 

③各種インバウンド関連商談会への参加  

⇒国内でのインバウンド関連の商談会に積極的に参加し、海

外の旅行代理店等を対象に岐阜市のＰＲ活動を行う。  

④外国人観光客の誘致活動の推進  

⇒岐阜市や観光関係団体等と連携し、国際会議観光都市岐阜

の魅力を海外に発信するとともに、外国人観光客の効果的

な誘致活動の推進及び受け入れ体制の充実を図る。  

⇒ビジットＧＩＦＵ協議会のプロモーションを強力に支援する。  

３）鵜飼を支援する各種事業  

⇒「ぎふ長良川の鵜飼」と「長良川うかいミュージアム」のＰ

Ｒ活動を行う。         

⇒「ぎふ長良川の鵜飼」の魅力や更なる誘客を図るため、新商

品を提案、商品化し支援する。  

⇒鵜飼開催期間中に募集される「長良川を詠む」をテーマとし

た俳句を通し、「ぎふ長良川の鵜飼」をＰＲする。  

⇒長良川温泉旅館協同組合や観光関連団体と協力して、長良川

鵜飼の視察や研修を実施し誘客を図る。  

⇒オフシーズンの観覧船の活用を民間事業者に促進し利用者増  

に繋げる。   

 

６．鵜飼等への招請事業  

⇒国内外のコンベンション主催者や観光関係者を「ぎふ長良川の

鵜飼」に招待し、コンベンション施設や観光スポット等をＰＲ

し、誘致活動を展開する。  

・鵜飼開き招待                   5 月  

・メディア＆旅行代理店の招待     6 月 25～ 26 日（予定）  

・外国人留学生の招待（岐阜大学）          6 月  

・コンベンション主催者・観光関係者招待       随時  

 

７．誘致資料・宣伝物等作成、広告掲出事業  

①観光パンフレットの作成・発行  

⇒観光マップや、各種イベント等を紹介する観光パンフレッ

トを改版し、ＪＲ岐阜駅構内観光案内所での配布等、誘客

活動に活用する。  

    多言語パンフの充実を図る（仏語）  

     （魅力いっぱい・ガイドマップ等を中心に）  



 

 

 

②営業用ツールの作成  

⇒主要な観光ルートや受入体制等を紹介するセールスツール

を作成し、商談会等の誘客セールスに活用する。  

③マスメディアを利用した広告宣伝 (新聞、雑誌、テレビ等 ) 

④インターネットを利用した広告宣伝  

⇒旅行サイトに岐阜市の観光情報掲載により観光客の誘致を

図る。（ｄトラベル、るるぶ等）  

⇒岐阜市の最新情報を多くの人に提供できるよう多種のＳＮ

Ｓ（ｸﾞｰｸﾞﾙﾏｯﾌﾟ・ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ・ﾂｲｯﾀｰ）を活用して観光宣伝

活動を行う。  

⇒財団ホームページの活用：賛助会員用フェイスブックの活

用を図る。  

⑤ＪＲ岐阜駅歓迎看板及び中部国際空港ＰＲの掲出  

⇒ＪＲ岐阜駅構内・中部国際空港内のＰＲ看板を確保し、観

光歓迎看板を掲出、また今増加中の外国人の誘客を図る。  

            （名鉄岐阜駅は無料掲出）  

⑥バスボディを活用した観光宣伝（岐阜バス、ＪＲ高速バス）  

⑦ノベルティ・グッズ等の作成、配布  

⑧取材協力 (新聞、雑誌、テレビ等 ) 

 

８．行事等の開催、協賛事業  

１）観光関連事業およびイベント  

①財団主催行事  

・鵜飼安全祈願祭（ 5/11) 

・鮎供養（ 7/16) 

・鵜供養（ 10/20) 

・鵜飼乗船者プレゼント（ 5 万人目、 10 万人目 ) 

②後援・協賛・協力行事  

・道三公追悼式（ 4/6）  

・岐阜まつり協賛第 47 回道三まつり（ 4/6-7）  

・手力の火祭（ 4/13）  

・岐阜城パノラマ夜景（期間限定）  

・長良川鵜飼開き（ 5/11）  

・長良川まつり（ 7/16）  

・第 63 回全国選抜長良川中日花火大会（ 7/27）  

・第 74 回全国花火大会（ 8/3）  



 

 

 

・手力の火祭・夏（ 8/11）  

・第 33 回伝統文化の夕べ幽玄の世界「長良川薪能」（ 8/30）  

・長良川おんぱく２０１９オープニングイベント（ 9 月中旬）  

・信長公追悼式（ 10/5）  

・第 63 回ぎふ信長まつり（ 10/5-6）  

・第 48 回菊人形・菊花展（ 10－ 11 月）  

・池ノ上みそぎ祭（ 12/14）  

・岐商連楽市楽座年末年始セール（ 12-1 月）  

・玉性院節分つり込み祭（ 2020/2/3）  

・第 68 回梅まつり（ 2020/3 月）  

・その他岐阜市内開催の撮影会等  

 

９．ホームページによる情報提供の充実  

⇒日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語、

ベトナム語、インドネシア語、フランス語による観光・コンベ

ンション情報を提供する。  

 

１０．ぎふ長良川メイツの選奨・派遣事業  

・「ぎふ長良川メイツ」の活用  

⇒岐阜の観光宣伝及び都市のイメージアップを図るため、 3 名

の「ぎふ長良川メイツ」を委嘱し、各種イベントや事業に派

遣し岐阜市の魅力をＰＲする。また、ＳＮＳでの情報提供も

継続して発信する。 (第 8 期生任期 :平成 31～ 2020 年度 ) 

 

１１．ぎふ観光フォトコンテスト＆撮影会  

⇒岐阜市のイメージアップを図り、観光振興に活かすことを目的

に岐阜市の観光資源をテーマに掲載した写真を募集し、入賞作

品展を開催する。また、「岐阜城と月」の撮影会も継続し実施

する。  

 

１２．近隣他県市町村や観光団体等と連携した広域観光の推進事業  

⇒岐阜県や岐阜県観光連盟、中部広域観光推進協議会等と連携

し、広域的な観光ＰＲ、誘客宣伝に努める。  

⇒岐阜・下呂・郡上観光宣伝協議会、岐阜市・富山市観光物産交

流推進協議会、信長公居城連携協議会等の活動に参加し、岐阜

市のＰＲ活動を行う。  



 

 

 

１３．ホスピタリティを醸成するための講座・セミナーの実施事業  

・ホスピタリティ講座の開催  

⇒一般市民を対象に、「おもてなしの心」を醸成するため、ホ

スピタリティ講座（おもてなしセミナー）を開催する。  

・日  時： 2020 年 2 月（予定）  

 

１４．観光情報の収集・活用事業  

⇒岐阜市周辺地域の観光情報や、岐阜市で開催されるイベントや

祭り等の情報を収集・整理し活用する。また、新しい観光資源

の発掘や観光ルートの研究、産業観光や体験観光に関する情報

収集に努め、パンフレットやホームページ等に活用する。  

 

１５．観光施設等運営受託事業  

・「岐阜市観光案内所」  

⇒ＪＲ岐阜駅観光案内所の管理・運営を行う。  

各種観光情報の発信及び観光案内サービスの一層の充実に努

め、県都のゲートウェイにふさわしい観光案内所の運営管理

を行う。  

 

 

  



 

 

 

Ⅱ  収益事業  

 

１．手配旅行  

１）鵜飼観覧船事業  

⇒岐阜市が運営する鵜飼観覧船に係わる事業（おまかせパッ

ク・おまかせＤＸ）を主催し、「ぎふ長良川の鵜飼」を支援

する。  

⇒鵜飼乗船客の拡大に向け、協会主導の鵜飼パックを商品化

し、乗船客の拡大を図る。  

 

２）その他旅行関連事業  

⇒国内外の旅行社より問合せを受けるランド手配を受注し、旅

行業社の代理店の役割を担い、誘客促進の担い手を図る。  

 

２．企画旅行  

１）募集型商品事業  

⇒協会企画の旅行商品をパッケージ化し、国内外の旅行社に  

販売する。（例：名鉄ＣＰ、光秀ＣＰの商品開発）  

 

２）受注型商品事業  

⇒岐阜市が企画立案するプランを旅行商品化し、全国の旅行社  

   に販売促進する。  

 

  



 

 

 

Ⅲ  その他の事業  

 

１．観光セミナーの開催  

長良川温泉旅館協同組合を中心として、大河ドラマ「麒麟がく  

る」の事前学習として「明智光秀」に関する知識の習得等を目  

的とした観光セミナーを開催する。  

・日  時： 2019 年 9 月（予定）  

 

２．救急救命講座の開催  

コンベンション施設や宿泊施設等の賛助会員を対象に、ＡＥＤ

の取扱いや心肺蘇生法等の救急救命講習会を実施する。  

・日  時： 2019 年 9 月（予定）  

 

３．観光コンベンション功労団体・功労者、優良従業員の表彰  

コンベンション及び観光事業の発展と振興に尽力し、その功績

が特に顕著であった者や団体並びに賛助会員の優良従業員を表

彰する。  

・日  時： 2020 年 2 月（予定）  

・被表彰者：功労団体、功労者、優良従業員  


