平成30年度 事業報告書
平成 30 年度は、新たな市長が初めて年間を通しての市政運営に当たり、
「住む人・来
る人・働く人を増やす成長都市」の目標を掲げ、力を尽くされた年でありました。
観光振興では、度重なる豪雨による鵜飼観覧船の運航中止や乗船客数の激減など、大
変厳しい年となりましたが、長良川温泉の「温泉総選挙 2017 女子旅部門第１位 獲得記
念」として実施した「女子旅クルーズ」や、「おまかせパック」が好評を博したほか、
本市ゆかりの戦国武将と関わりの深い明智光秀公を主人公とした大河ドラマ「麒麟がく
る」の 2020 年 1 月放送決定を契機に、観光振興による地域の活性化を図るため、県や
市において関係機関を構成員とする組織が設立されるなど、今後につながる新たな動き
も出てまいりました。
当財団としても、これらの組織の一員として、関係機関と連携し誘客に向けての取り
組みを進めたほか、年間を通じ国内外で開催される観光展や商談会等に参加する中、特
に後半は様々な機会を捉え、「麒麟がくる」を前面に押し出したＰＲを行うなど、効果
的な誘客対策に努めました。
一方、コンベンション推進については、交流人口の拡大を通じた経済波及効果が地域
活性化に大きく貢献することから、全国的に MICE 誘致の取り組みが強化される中、当
財団としても、施設関係者等と連携し、自主開催の MICE セミナーやコンベンション総
合見本市である IME への参加などを通じ、本市の充実したコンベンション施設や、開催
に際しての助成金制度、文化施設割引入場券の提供等の各種支援について紹介し、その
魅力の周知を図りました。
また、VJMM（ﾋﾞｼﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾏｲｽﾏｰﾄ）や JAPAN MICE セミナー等に参加し、海外から
のコンベンション誘致のための商談を行ったほか、企業コンベンション誘致について、
セールス実施地区の拡大、支援制度見直しの検討など、更なる推進に努めました。
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
首都圏地区におけるコンベンション情報収集及び誘致活動をコンサルタン
ト会社に委託し、四半期毎にレポートを収受。61 件の学協会事務局、PCO(ｺﾝﾍﾞ
ﾝｼｮﾝ企画運営会社)、旅行会社、旅行会社 MICE 部門への誘致活動を行った。

②

広域的な情報収集
・H30.6.25

東京

JCCB 総会

・H30.7.19～20 JCCB 第 1 回ﾋﾞｭｰﾛｰ部会

鹿児島市

・H30.12.12

JCCB 第 2 回ﾋﾞｭｰﾛｰ部会

東京

・H31.1.16

JTB 中部圏誘致協議会賀詞交歓会

名古屋市
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２）コンベンション情報の調査・分析
コンベンション情報管理システムの保守(9 月、3 月)を委託業者によって行うとと
もに、誘致ターゲットの絞り込み及び決定案件・先物案件の管理、新聞雑誌等から得
られるコンベンション情報の入力を行った。

２.コンベンション振興に関する事業
１）MICE セミナーの開催
開催日

H30.8.8

本年度は在名古屋 PCO 職員を対象に、当協会
助成金制度・その他支援サービスの説明を行う
とともに、関係団体（長良川国際会議場、じゅう
ろくプラザ、長良川うかいミュージアム）による
プレゼンテーションを実施した。
また、セミナー終了後、鵜飼観覧船上にて参
加者全員による意見交換会を行った。
２）岐阜大学留学生のインターンシップ受け入れ
同大学夏季休暇中の 8 月から 9 月の間で、留学生 2 名（インドネシア人 1 名、
ベトナム人 1 名）を当協会パンフレットの翻訳業務への従事のため、インターン
シップ生として受け入れた。
また、東京ビッグサイトで開催された VJMM への出展時、留学生 1 名（インド
ネシア人）も同行し、共同でコンベンション誘致活動を行った。
３）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
ⅰ 岐阜市東京事務所との連携による誘致活動
・「日本地球惑星科学連合合同学会」
地方都市コンベンション関連団体の一員として、参加学会ブースへの訪
問や来場者への資料配付のほか、同学会懇親会場における地酒バーへの出
展など、岐阜市のコンベンションに関し連携して PR を行った。
ⅱ 都内学協会事務局、PCO、旅行エージェント MICE 部門への訪問

イ

・H30.5.23～24

1 学会、10PCO、1 旅行エージェント

・H30.6.26

6 学会、2 協会

・H30.9.25～26

2 学会、4 協会、1PCO

・H30.11.16

1 学会、3 協会

名古屋地区での誘致活動
・H30.4.19～20

6PCO、3 旅行エージェント
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ウ

岐阜市内及び近郊での誘致活動
単独または長良川国際会議場と共同で訪問
岐阜大学工学部、応用生物科学部、地域科学部、医学部、岐阜薬科大学、
朝日大学、岐阜県私立幼稚園連合会、岐阜県サッカー協会、岐阜県庁、
全国老人保健施設協会岐阜県支部、岐阜県陸上競技連盟、中部学院大学
ほか

②

イベント等参加による誘致活動
・地方都市コンベンション関連団体合同ワークショップ
盛岡、新潟、松本、びわこ、和歌山、高松、岐阜のコンベンションビューロ
ー及び 3 自治体、1DMO、1 観光連盟、1 会議場の計 13 団体が、合同ワークショ
ップを開催し、第 1 部は各組織のプレゼンテーション、第 2 部は各団体ブース
における意見交換会という構成により実施した。
第 2 部では、地域色を出したブースでの地酒提供、特産品の抽選会及び名刺
交換を行ったほか、招待者である学協会事務局員と活発な意見交換を行った。
また、同ホテルにおいて日本工学会
事務局長研修会議が開催され、終了後
に関係者が当ワークショップに参加さ
れたことから、例年より多数の招待者
となった。
期

日：H30.7.26

会

場：ホテル グランドアーク半蔵門

招待者：61 団体 97 名

・メッセナゴヤ 2018
日本最大級の異業種交流イベント・セミナーにブース出展を行った。出展数
は 1,437 団体。数年前より自ブースでの「待ち営業」だけではなく、他ブース
へ出向き、企業には「企業コンベンション誘致
協議会サポートプログラム」、大学・業界団体に
は「コンベンション助成金」の説明を行った。
期

日：H30.11.7～10

会

場：ポートメッセ名古屋

訪 問 数：111 ブース
・平成 30 年度 愛知・名古屋 MICE 説明会 2019
愛知・名古屋 MICE 推進協議会の主催で毎年行われているイベントに、本年
度から正式参加し、資料配布等を行った。
期

日：H31.1.30

会

場：東京大学 伊藤国際学術研究センター

招 待 者：69 団体（学協会事務局、PCO、旅行エージェント）
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・第 23 回 7 都市情報懇談会
コンベンション都市推進団体 7 都市
（旭川、秋田、前橋、姫路、松山、鹿児
島、岐阜）の共催にて開催。
各都市で開催された、または開催予
定の学協会事務局員を 3 団体ずつ招待
し、次回開催に結び付けるため、都市
プレゼンテーション、名刺交換、抽選会等を行うイベントであるが、今年度か
ら、建て替えられた「東京會舘」に会場を戻し、さらなる強化を図り実施した。
※姫路 CVB の招待客「都山流尺八楽会」300 名の案件が、2021 年 7 月に岐
阜市で開催される運びとなった。
期

日：H31.1.24

会

場：東京會舘

招 待 者：21 団体 34 名

・IME2019（第 28 回国際 MICE エキスポ）
本年度から会場が「東京国際フォーラム」に変更となり、セラー、バイヤーと
も参加者数が増加した。
また、岐阜県、高山市も参加し、岐阜県を中央に 3 団体のブースを並べて配置
したが、助成金の説明の際、当協会制度及び上乗せできる岐阜県制度を続けて行う
ことにより、バイヤーに対し、岐阜市でのコンベ
ンション開催の魅力を、強力かつ効果的に PR し
た。
期

日：H31.2.28

会

場：東京国際フォーラム

商談件数：13 団体

③

スポーツ大会誘致活動
下記のスポーツ大会主催者に対し、助成金交付、パンフレット等配付により、
岐阜市での開催を支援した。
・第 14 回東海・北陸ブロック ターゲット・バードゴルフ大会

4月

・平成 30 年度第 18 回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会

4月

・カンガルーカップ国際女子オープンテニス 2018

4月

・第 17 回長良川ツーデーウオーク

6月

・平成 30 年度全国高等学校総合体育大会
「2018 彩る感動 東海総体」

「空手競技」

8月

・第 40 回東海中学校総合体育大会軟式野球競技

8月

・開設 69 周年記念

9月

岐阜競輪 長良川鵜飼カップ

・第 10 回自作三輪車耐久レース GIFU TRY 500 レース

10 月

・第 11 回岐阜オレンジリボンたすきリレー

10 月

・ぎふ清流レクリエーションフェスティバル・マラソン大会

10 月
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④

国内キーパーソン視察受け入れ事業
5 月・・・(一社)日本航空宇宙学会

3名

IME2018 において商談を行った同学会からの要望により、想定
会場である「長良川国際会議場」において現地説明を行ったほか、
視察先である「各務原航空宇宙博物館」までの送り、同博物館に
おける見学手配及びアテンドを行った。
結果・・・2019 年 3 月 6 日～8 日

200 名規模の

「第 59 回航空原動機・宇宙推進講演会」開催の運びとなった。
４）海外コンベンション主催者に対する誘致活動
①

JNTO 海外事務所等の活用による誘致活動
日本の JNTO 経由で、海外 20 都市の事務所に、コンベンション関連資料及び
観光関連資料の外国語版を 1,110 部送付し、効率的な PR 活動を行った。

②

海外キーパーソン視察受け入れ事業
対象者なし

③

MEET JAPAN 商談会
JNTO 主催の合同商談会において、岐阜の
コンベンション事情についてプレゼンテー
ションを行った。
H31.2.28

東京国際フォーラム
7 団体 7 名

④

VJMM
職員 3 名と岐阜大学留学生 1 名（インドネシア人）により、3 日間にわたり
海外からの MICE バイヤー（インセンティブハウス、旅行エージェント）と商
談を行った。
国別では、オーストラリア、ニュージーラン
ド、カナダ、ベルギー、フランス、シンガポー
ル、マレーシア、香港、ベトナム、フィリピン、
台湾のバイヤー16 社と事前アポイントによる
商談のほか、JTB グループのドイツ、スペイン、
ヨーロッパ本社、イギリス、ロシア、デンマー
ク、タイ、フィリピンからの参加者に対し、名
刺交換及び資料配布を行った。
期

日：H30.9.20～22

会

場：東京ビッグサイト

商 談 数：24 社 28 名
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⑤

JAPAN MICE セミナーin シンガポール、十六銀行・JTB 訪問
JNTO 主催の現地旅行会社向けセミナーに、職
員 2 名を派遣し、MICE 全般 2 社、I（インセン
ティブ）4 社、C(コンベンション)1 団体、メデ
ィア 1 社の計 8 団体と商談を行った。
また、十六銀行駐在員事務所と JTB アジア本
社及びシンガポール支店を訪問し、現地事情、
MICE 事情について意見交換を行った。
期

日：H30.10.15～10.18

会

場：Ion Orchard, ORION SKY@L56（シンガポール）

招 待 者：40 団体 54 名
セ ラ ー：15 団体
５）会議、研修会
①

JCCB 総会等
・総会

H30.6.25

於：京王プラザホテル

・コンベンションビューロー部会

②

H30.7.19～20

於：鹿児島市

H30.12.12

於：東京

中部コンベンション連絡協議会
・H30.9.26～27

③

於：伊勢志摩

IME アドバイザリー委員会（中部 8 県代表として任期 2 年間）
・H30.8.28

第1回

・H31.1.23

第2回

・H31.3.18

第3回

④

JCCB 主催「下期人材育成研修会」
・H30.12.13～14

1 名派遣（40 名参加）

６）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

・H30.4.12

第 1 回幹事会

・H30.4.24

総会

・H30.8.29

関連施設担当者会議

・H30.10.16

第 2 回幹事会

・H31.3.25

第 3 回幹事会

②

企業コンベンション誘致活動の実施
ア

誘致パンフレットの作成

・世界イベント村ぎふサポートプログラムパンフレット
日本語

4,000 部
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イ

日本語リーフレット

1,000 部

英語リーフレット

1,000 部

誘致説明会及び誘致セールスの実施
・H30.5.24～25、29、31～6.1
名古屋地区誘致セールス

17 社 41 事業所

・H30.6.13
名古屋地区誘致説明会（名古屋キャッスルプラザ）

参加者

58 名

参加者

56 名

・H30.7.4
大阪地区誘致説明会（大阪新阪急ホテル）
・H30.8.1～3
首都圏誘致セールス

15 社 26 事業所

・H30.8.22
東京誘致説明会 （ホテルグランドアーク半蔵門）

参加者

60 名

・H30.9.10～12
大阪地区誘致セールス

16 社 29 事業所

・H30.10.9～11
北陸地区誘致セールス

10 社 20 事業所

・H30.10.24～26
長野地区誘致セールス

8 社 13 事業所

・H30.12.5～7
静岡地区誘致セールス
ウ

15 社 23 事業所

その他
・岐阜県福岡商談会及び交流会（岐阜県観光連盟主催）
H31.2.6～7

於：アークホテルロイヤル福岡天神

現地側旅行社 15 社
岐阜県側業者 24 社

・メディア・エージェント招聘事業

旅行関連 27 社 メディア 8 社

・VJMM
・シンガポール JAPAN MICE セミナー
・メッセナゴヤ 2018 ブース出展

訪問ブース 111 団体

⇒ その後、営業につなげた愛知県内企業
デンソー(株)、(株)メイテツコム
・IME2019 ブース出展
エ 岐阜市内及び近郊企業・団体へのサポートプログラムの説明
中部電力、昭和コンクリート、岐阜プラスチック工業、岐阜大学、
岐阜聖徳学園大学、朝日大学、岐阜医療科学大学、中部学院大学
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
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①

コンベンション開催及びスポーツ開催助成金の交付

No

コンベンション名称

開始日

終了日

規模

会場

参加人数 外国人

1 日本商工会議所青年部第37回全国大会岐阜かかみがはら大会 H30.2.15 H30.2.17 全国

岐阜都ホテルほか

6,134

0

2 第49回全青司全国大会ぎふ、第51回全青司定時総会

長良川国際会議場

385

0

H30.3.14 H30.3.15 その他

ホテルパーク

101

0

4 電子情報通信学会 MI/SIP/IE/PRMU 合同研究会

H30.5.17 H30.5.18 全国

岐阜大学サテライトキャンパス

125

0

5 生活経済学会第34回研究大会

H30.6.9

岐阜大学

145

2

6 第14回東海・北陸ブロックターゲット・バードゴルフ大会

H30.4.28 H30.4.29 スポーツ 岐阜メモリアルセンター

111

0

7 第39回癌免疫外科研究会

H30.5.17 H30.5.18 全国

岐阜都ホテル

271

0

8 地域に根差したチームオンコロジーセミナー2018

H30.5.12 H30.5.13 全国

じゅうろくプラザ

101

1

H30.7.7

岐阜薬科大学

166

0

3

9

全国すし商生活衛生同業組合第47回中部ブロック代表者「岐
阜県会議」

日本医学放射線学会第164回中部地方会、日本核医学会第87
回中部地方会、第64回中部IVR研究会

H30.3.3

H30.3.4

全国

H30.6.10 全国

H30.7.8

その他

10 清流の国ぎふ平成30年度ボーイスカウト日本連盟全国大会

H30.5.26 H30.5.27 全国

長良川国際会議場

969

20

11 6th Asian Network for Natural and Unnatural Materials

H30.7.27 H30.7.28 全国

岐阜大学ほか

126

90

12 平成30年度東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会岐阜大会 H30.7.12 H30.7.13 その他

長良川国際会議場ほか

980

0

13 第60回近畿東海矯正歯科学会学術大会・総会

H30.6.30 H30.7.1

その他

長良川国際会議場

614

0

14 2018ブルーベリー全国産地シンポジウムin岐阜

H30.6.8

全国

岐阜グランドホテル

510
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15 第19回「梅の実講演会」東海地区岐阜県

H30.8.25 H30.8.25 全国

じゅうろくプラザ

480

0

H30.7.30 H30.7.31 その他

十八楼

233

0

H30.9.4

全国

長良川国際会議場

256 142

18 国際植物生殖会議2018

H30.6.11 H30.6.16 全国

長良川国際会議場

335 236

19 2018年日本液晶学会 討論会・液晶交流会

H30.9.3

岐阜大学

276

0

20 日本地域看護学会第21回学術集会

H30.8.11 H30.8.12 全国

長良川国際会議場

580

0

21 自治労第91回定期大会

H30.8.23 H30.8.24 全国

岐阜メモリアルセンター

3,339

0

22 平成30年度第46回全国理数科教育研究大会（岐阜大会）

H30.10.3 H30.10.5 全国

ホテルグランヴェール岐山

362

0

23 日本方言研究会第107回研究発表会

H30.10.12 H30.10.12 全国

岐阜大学

113

0

H30.10.29 H30.10.31 全国

じゅうろくプラザ

109

1

25 第44回全国視覚障害者情報提供施設大会

H30.10.25 H30.10.26 全国

じゅうろくプラザほか

220

2

26 日本赤十字社第3ブロック支部合同災害救護訓練

H30.11.2 H30.11.3 全国

岐阜メモリアルセンターほか

278

0

H30.10.16 H30.10.18

じゅうろくプラザほか

68

34

16
17

24

27

全国高等学校農場協会近東支部大会、
近畿・東海地区高等学校農業教育研究大会
2018韓日フォーラム 光・電子技術のための有機材料国際会
議（KJF-ICOMEP2018）

日本マイクログラビティ応用学会第30回学術講演会
（JASMAC-30）

UGSAS-GU Roundtable & International Symposium in
Agricultural & Environmental Science2018

H30.6.9

H30.9.7

H30.9.6

全国

小規模国際

28 第66回全国地域婦人団体研究大会

H30.10.4 H30.10.5 全国

長良川国際会議場ほか

1,544

0

29 第4回PCI Optimization by Physiology And Imaging

H30.10.5 H30.10.6 全国

じゅうろくプラザ

364

1

30 第15回全国青年土地家屋調査士大会IN岐阜

H30.11.17 H30.11.17 全国

岐阜都ホテル

205

1

31 平成30年度全国保育士養成セミナー

H30.9.14 H30.9.16 全国

長良川国際会議場ほか

1,055

0

32 第32回「法人会全国青年の集い」岐阜大会

H30.11.8 H30.11.9 全国

長良川国際会議場ほか

2,473

0

H30.10.18 H30.10.19 全国

じゅうろくプラザほか

577

0

34 第6回鉄鋼用耐火物専門委員会講演会

H30.11.26 H30.11.27 全国

長良川国際会議場ほか

164

5

35 第17回日本病院総合診療医学会学術総会

H30.9.15 H30.9.16 全国

じゅうろくプラザ

552

0

H30.11.8 H30.11.10 全国

じゅうろくプラザ

448

69

37 第33回日本女性医学学会学術集会

H30.11.3 H30.11.4 全国

長良川国際会議場ほか

2,056

0

38 第29回日本消化器内視鏡学会東海セミナー

H31.1.20 H31.1.20 全国

岐阜市文化センター

288

0

39 全建総連第59回定期大会

H30.10.17 H30.10.19 全国

長良川国際会議場ほか

1,544

0

H31.2.18 H31.2.19

岐阜大学ほか

90

48

33

36

40

第55回東海・北陸地区中学校技術・家庭科研究大会、第30回
岐阜県中学校技術・家庭科研究大会 岐阜大会

第60回日本先天代謝異常学会総会、第16回アジア先天代謝異
常症シンポジウム

The 10th Joint Symposium of Veterinary Research in East
Asia

小規模国際

助成金の交付額合計：10,705,000 円
② 無利子融資制度の運用 該当なし
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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
・岐阜市コンベンション施設ガイドブックの提供

820 冊

・タクシー乗降ドア掲示用歓迎ステッカーの作成

10 件

・共通タクシーチケットの発行

10 件 51 冊

・ＪＲ岐阜駅構内案内デスクの設置及び歓迎看板の作成

8件

・ＪＲ岐阜駅前広場歓迎横断幕の作成及び設置

9件

・歓迎プラカードの貸出

16 件 133 本

・土産品販売コーナー出展に係る取次

6件

・法被の貸出

3 件 110 枚

② コンベンション参加者に対して
ア

コンベンション参加者用手提げバッグの提供
・オリジナルコンベンションバッグ（有料）

11 件

・ビニール製コンベンションバッグ（無料）

46 件 19,450 枚

イ

文化施設割引入場券の提供

ウ

各種観光パンフレット等の提供

48 件

9,240 枚
22,040 枚

・岐阜城

17,452 冊

・ぎふ長良川鵜飼

17,837 冊

・岐阜市観光ガイドマップ

28,672 冊

・魅力いっぱい岐阜市

3,818 冊

・ぎふガイドタクシー

9,620 冊

・絵はがき

1,165 枚

・たびビタ

8,210 冊

４.あんびしゃすの発行
・Ｎｏ59（7 月）
、Ｎｏ60 号（１月）の発行

各 4,000 部

５.観光客の誘致及び宣伝事業
１） 国内観光客の誘客
①

誘致宣伝事業
ア 岐阜県観光キャンペーン
・H30.5.5

場所：ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎

9

イ

岐阜県観光連盟商談会
・東京商談会

H30.7.3

場所：メルパルク東京

・大阪商談会

H30.9.6

場所：メルパルク大阪
場所：メルパルク名古屋

・福岡商談会

場所：アークホテルロイヤル福岡天神

ウ

・名古屋商談会 H30.11.8
H31.2.6

ツーリズム EXPO ジャパン 2018
・H30.9.20～23

場所：東京ビッグサイト

エ 東海６都市周遊フェア
・H30.7.21

場所：まるごとにっぽん（浅草）

オ 大交流コンベンション
・H30.7.12
カ

場所：ホテルイースト 21 東京

中部広域観光フォーラム
・H30.11.21

場所：ホテルメトロポリタン

キ 新聞社等へのキャラバン
・H30.4.23

訪問先：名古屋マスコミ７社

ク メッセナゴヤ 2018
・H30.11.7～10

場所：ポートメッセ名古屋

ケ IME2019（第 28 回国際 MICE エキスポ）
・H31.2.28
コ

場所：東京国際フォーラム

旅まつり名古屋 2019
・H31.3.16～17

場所：名古屋久屋大通公園

サ 女子旅クルーズ
・30.5～9 月の最終金曜日、10.12

計６回

96 名

長良川温泉 2017 年女子旅部門日本一キャンペーンとして
毎月最終金曜日（計６回）に女性向けに装美した専用船を仕立て運航
（長良川温泉旅館協同組合と JV）
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②

教育旅行誘致
教育旅行専用パンフレットにて、各種商談会や営業で提案。

③

「ツーリズム EXPO ジャパン 2018」への出展
・H30.9.20～23

④

場所：東京ビッグサイト

観光キャラバン、観光キャンペーン
・観光キャラバン

⑤

新聞社

H30.4.23

訪問先：名古屋

7社

エージェント

H30.12.5～6

訪問先：首都圏内 25 社

各種観光展の出展
H30.4.28

長久手市

・東山動植物園春まつり

H30.4.29

名古屋市

・イオンモール常滑観光展

H30.5.3～4

常滑市

・愛知・岐阜の観光物産展

H30.5.6～7

刈谷市

・富山春まつり

H30.5.12～13

富山市

・岐阜県観光物産展 in 金山

H30.6.7～8

名古屋市

・まるごと東海フェスタ

H30.7.21

東京台東区

・岐阜県観光展 in ジャズドリーム長島

H30.8.7～8

桑名市

・ツーリズム EXPO ジャパン 2018

H30.9.20～23

東京港区

・岐阜市・富山市観光物産展

H30.10.27～28

富山市

・岐阜県・愛知県観光物産展 2018

H30.11.10～11

豊中市

・東海６都市観光展

H31.2.9

東京港区

・旅まつり名古屋 2019

H31.3.16～17

名古屋市

⑥

・うまいもの祭り

名古屋鉄道と連携したキャンペーン
ア

名鉄キャンペーン

期間：H30.9.14～12.2（2 ケ月半）

・
「岐阜まち歩き」をテーマにキャンペーンを展開
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・実績
イ

ゆるり岐阜まち歩ききっぷ

新商品【岐阜城きっぷ】の販売

・新キャンペーンを展開
・実績
ウ

⑦

760 名

期間：H30.7.13～9.13

岐阜城きっぷ

名鉄キャンペーンＰＲ活動

307 名
H30.7.18、9.27

場所：名鉄名古屋駅

スポーツ大会での観光 PR
・高橋尚子杯『清流ハーフマラソン』

H30.4.22

場所：岐阜陸上競技場

・FC 岐阜ホームタウンデー

H30.6.23

場所：岐阜メモリアルセンター

・岐阜競輪『長良川鵜飼カップ』

H30.9.9

場所：岐阜市競輪場

⑧ ブランド認定による観光 PR
「日本百名月」第 26 番登録に認定された、
「岐阜城にのぼる月」を活用した
様々な事業を展開
２）海外旅行客の誘致
①

海外商談会・観光展
ア

日本観光物産博覧会 in 台湾
・H30.6.21～24

台湾：台北市

イ JNTO インドネシアセミナー・商談会
・H30.10.13～18

ウ

インドネシア：ジャカルタ市・スラバヤ市

JNTO マレーシア＆ベトナムセミナー・商談会
・H31.1.13～18

マレーシア：クアラルンプール市
ベトナム：ホーチミン市
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エ TITF＃24＆セールスコール
・H31.2.13～17
②

タイ：バンコク市

各種インバウンド関連商談会の参加
ア JAPAN-ASEAN+INDIA トラベルマート
・H30.11.27～28

場所：神戸国際展示場

イ VISIT･JAPAN トラベルマート 2018
・H30.9.20～9.22
参加者：海外
国内
ウ

場所：東京ビッグサイト
380 社
560 団体

IME2019（第 28 回国際 MICE エキスポ）
・H31.2.28

場所：東京国際フォーラム

エ JNTO 個別相談会

③

・H30.9.6

場所：ホテル椿山荘東京

・H31.2.18

場所：品川プリンスホテル

外国人観光客の誘致活動の推進
・ビジット GIFU 協議会の運営
JNTO や昇龍道と連携したプロモーションを継続的に展開
・外国人旅行客を迎えるための観光セミナーを実施
長良川温泉旅館協同組合や岐阜ホテル会と連携し開催（1 回）
・メディア取材やエージェント視察に伴うアテンド
* スペイン国営放送
* タイ

VECTOR

* フランス AFP 通信

など多数

６.鵜飼等への招聘事業
旅行会社及び報道機関を招請し、長良川の鵜飼など観光誘客宣伝を実施
・H30.6.26～27

旅行社

27 社 、メディア 8 社
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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・観光ポスター・ノベルティの作成
・魅力いっぱい（インドネシア語）

5,000 枚

・ガイドマップ（日本語）
〃

120,000 枚

（英語）

10,000 枚

・たびビタ 2019

60,000 部

・おまかせパック

30,000 枚

・フォトコンテスト

6,000 枚

・絵はがき（鵜飼）

110,000 枚

〃 （岐阜城にのぼる月）

50,000 枚

・岐阜市を巡る（清流マラソン）

14,000 枚
など多数

②

マスメディアを利用した広告宣伝（雑誌・情報誌・新聞）
・旺文社「大人の小さな旅」
・るるぶ「るるぶ岐阜・飛騨高山・白川郷’19」
・リクルート「東海じゃらん」
・角川書店「東海ウォーカー」
・地球の歩き方「GOOD LUCK TRIP」
・タウン誌「咲楽」
、
「ぷらざ」
・Web「るるぶトラベル」
など多数

③

JR 岐阜駅、セントレア、名鉄岐阜駅での広告看板の掲出
期間：H30.4.1～H31.3.31
JR 岐阜駅及び名鉄岐阜駅構内に歓迎看板を掲出し、岐阜市の観光 PR と歓迎
に努めた。また、セントレアでも観光看板を設置
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④

岐阜バス・JR 東海バスへのバスボディ広告掲出
期間：H30.4.１～H31.3.31

⑤

マスコミ等取材への対応
ア

国内取材
ⅰ

テレビ局
・NHK 岐阜放送局「名曲アルバム」

H30.5.12

・東海テレビ「スイッチ！」

H30.5.16

・東海テレビ「スイッチ！」

H30.6.22

・岐阜放送「 DrivE41 -for one-」

H30.6.27

・朝日テレビ「今ちゃんの実は」

H30.8.27

・名古屋テレビ「UP!」

H30.8.31

・エフエム岐阜「モーニングスプラッシュ」

H30.10.4

・ぎふチャン「清流長良川の鮎」

H30.10.9

・モンド TV「ザ・純烈ショー！」

H30.10.15

・エフエム岐阜「MASA21 30TH Birthday Special」

H30.11.23

・BS 朝日「つなげよう明日へ」

H31.2.4

・テレビ朝日「日本のお城総選挙」

H30.3.6

ⅱ

新聞＆雑誌

・日立製作所広報誌「はいたっく」

H30.5.16

・朝日デジタル

H30.5.25

・JCB 会員情報誌「JTB THE PREMIUM」

H31.2.22

・三栄書房
イ

月刊男の隠れ家別冊「日本の名城を歩く 2019」 H31.3.8

海外取材（訪日外国人ツアー）
・RTVE スペイン国営放送

H30.9.21

・フランス Sipa Press

H30.9.28

・香港ウォーカー

H30.10.3

・アメリカ ゲッティ・イメージズ

H30.10.9

・タイ

H30.10.10

VECTOR

・フランス AFP 通信

H30.10.11

・台湾タイガーエア連携ブロガー招聘

H30.11.16

15

８.行事・事業の開催
①

主催行事
・鵜飼安全祈願祭

H30.5.11

・鮎供養

H30.7.16

・鵜飼乗船者プレゼント

５万人目

・鵜供養
②

H30.8.27
H30.10.21

後援・協賛・協力行事
・道三まつり、道三公追悼式

H30.4.7～8

・岐阜手力火祭

H30.4.14

・長良川まつり

H30.7.16

・GIFU ナイトビュー事業

H30.7.14～8.31
9.1～10.14 の土日祝

・中日花火、全国花火大会

H30.8.4、8.25

・長良川薪能

H30.8.31

・信長まつり、信長公追悼式

H30.10.6～7

・岐阜公園菊花展

H30.10.25～11.20

・池の上みそぎまつり

H30.12.8

・玉性院節分つり込みまつり

H31.2.3

・ぎふ梅まつり

H31.3.9～10

・その他、市内で開催のイベント、俳句会等
９.ホームページによる情報提供及び宣伝活動の強化
・タイムリーな情報をコンスタントに提供
・「イベントバンク」を活用した観光情報の提供
・Facebook を利用した旬な観光情報の提供
・スマートフォン HP「岐阜市漫遊」での情報提供
10.「ぎふ長良川メイツ」の活用
・道三まつり

H30.4.7

岐阜市

・名古屋市内メディア訪問

H30.4.23

名古屋市

・うまいもの祭り

H30.4.28

長久手市
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・東山動植物園春まつり

H30.4.29

名古屋市

・ぎふ長良川鵜飼開き

H30.5.11

岐阜市

・富山市観光物産展

H30.5.12～13

富山市

H30.5.23

名古屋市

・金山観光展

H30.6.7～8

名古屋市

・FC 岐阜ホームタウンデー

H30.6.23

岐阜市

・まるごとにっぽん

H30.7.21

東京台東区

・長良川おんぱくオープニング

H30.9.1

岐阜市

・岐阜競輪

H30.9.9

岐阜市

・ツーリズム EXPO ジャパン 2018

H30.9.22～23

東京港区

・信長まつり

H30.10.7

岐阜市

・ぎふ長良川鵜飼閉幕

H30.10.15

岐阜市

・小倉城観光展

H30.10.20

小倉市

・岐阜市・富山市観光物産展

H30.10.27～28

富山市

・せんちゅうパル観光物産展

H30.11.10～11

豊中市

・東京タワー観光展

H31.2.9

東京港区

・旅まつり名古屋 2019

H31.3.16～17

名古屋市

・なごやかサロン・ぎふ

四水会

等
11.ぎふ観光フォトコンテスト 2018 入賞作品展の開催
・メディアコスモス、十六銀行本店で展示
期間：H31.2.4～25
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
岐阜県や一般社団法人岐阜県観光連盟、中部広域観光推進協議会等と連携し、広
域的な観光ＰＲ、誘客宣伝に努めた。
また、岐阜市・富山市観光物産交流推進協議会の活動に参加し、岐阜市のＰＲを
行った。
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13.ホスピタリティ講座「セミナーおもてなしの心」の開催
対 象：賛助会員及び一般市民
期 日：H31.2.19(火)
場

所：じゅうろくプラザ

参加者：560 名

演 題：
「天気の達人 天達がみる地球の今」 ～地球にも、おもてなしが必要？～
講 師：情報プレゼンター とくダネ！ 気象キャスター

天達 武史 氏

14.観光・コンベンション情報の活用（収集と提供）
・コンベンション・イベント開催情報の収集と提供
・他都市観光・コンベンション推進機関の実態調査
・観光・コンベンション関連機関の情報の収集
・県内及び周辺市町村の観光情報の収集
・観光・コンベンション施設の内容等調査
15.観光施設等運営受託事業
・岐阜市観光案内所の運営
・観光地、施設、宿泊等の紹介

55,483 件（前年比 94％）

Ⅱ 収益事業
1.観覧船支援事業
１）
「おまかせパック」
「おまかせパック DX」の実施
①「おまかせパック」の広報宣伝
・実績

開催日 49 日

利用人員

684 名（前年比 65.6％）

②「おまかせパック DX」の広報宣伝
・実績

開催日

利用人員

49 日

295 名（前年比 113.9％）
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Ⅲ その他の事業
１.観光セミナーの開催
対

象：宿泊施設・飲食店等観光関連の従業員

期

日：H30.5.9（水）

演

題：地方創生・観光セミナー＆世界のタマミヤプロジェクト決起大会

場所：ホテルリソル岐阜

参加者 50 名

２.救命救急講座の開催
岐阜市消防本部の協力のもと、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 の取扱いをはじめ、救命救急講習会を実施
期

日：H30.9.14（金）

場所：岐阜中消防署

参加者 18 名

３.観光コンベンション功労団体・優良従業員の表彰
※ホスピタリティ講座と同時開催
期

日：H31.2.19（火）

場

所：じゅうろくプラザ

表彰対象：功労団体
優良従業員

3 団体
13 団体 35 名

参 加 者：560 名

【事業報告の附属明細書】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成 19 年 4 月 20 日法務省令
第 28 号）第 34 条第 3 項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」はありま
せんでした。
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