報告事項

平成２９年度 事業報告書
Ⅰ）コンベンション部会
（１） グルメガイド作成事業 継続・一部新規
各種学会や大会等の参加者に、飲食や観光情報を掲載したハンディタイ
プのグルメ＆ナイトスポットガイドVol.19 を作製し、
配布した。
（20,000
部）また、掲載店にインバウンド対策に向けた外国語版の必要性につい
てアンケート調査を実施した。
（２） コンベンション大会歓迎事業 継続
① 主催者へ観光パンフレット、手提げ袋等を提供した。
（27 件 参加数
6,677 人）
② 会場・宿泊施設・アフターコンベンションの紹介など、支援を行った。
（３） コンベンション開催助成事業 継続（Ｐ６参照）
① 県内大会を除き、宿泊を伴う学会・大会等を開催した主催者に対し、
その宿泊延べ人数に応じて助成金を交付した。
② ①の主催者で、300 人以上の参加者が見込まれるものに、コンベンショ
ン開催時のシャトルバス等の運行費に対し、助成金を交付した。
（４） ホスピタリティ推進委員会事業 継続
① 全市的なホスピタリティのレベルアップを図るため、推進委員による
講師派遣やセミナーを開催した。
「紙芝居」
「クイズ」等を
② 石炭記念館をはじめ市の施設などへ出向き、
行い、ホスピタリティの理解と実践を学べるプログラムを提供した。
（５） コンベンション誘致強化事業 継続・一部新規
① 東京で開催された国内外の MICE 関係者が一堂に会する「第 27 回国
際 MICE エキスポ」に山口県観光連盟等と共同で出展し、コンベンショ
ン誘致に向けた商談やＰＲを行った。
（2 月 28 日 京王プラザホテル）
② 中国・四国地区コンベンション推進協議会に参画し、総会等において
情報収集に努めた。
（7 月 6 日・7 日 愛媛県松山市）
③ 宇部市スポーツコミッション等と連携し、助成金交付制度の周知等を
図り、大会等の誘致を促進した。
④ 山口県 MICE 誘致推進協議会に参画した。
（６） 学会・研究会誘致促進委員会 継続
① 高専・大学関係者と情報交換会を行うなど、多岐にわたる学会・研究
会の誘致策等について検討した。
（10 月 13 日 国際ホテル宇部）
② 学会・研究会開催の事前情報を収集し、関係団体等に情報提供を行う
ことにより、宿泊・飲食業・土産店等への経済波及効果を高めた。
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③ 定期的に大学等へ訪問し、多くの先生方にコンベンションの誘致に係
る支援内容の周知を図った。
④ 学会等を開催した主催者に、準備・運営等での問題点や要望をアンケ
ート等で調査し、委員会において対策等を検討した。

Ⅱ）観光推進部会
（１） 宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会事業
① 産業観光推進事業 継続・一部新規
宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会の事務局を担当し、募集
型ツアー（6 月～11 月）や旅行会社などと連携した受注型ツアーを実
施した。今年度は昨年、世界かんがい施設遺産に登録された常盤湖か
んがい施設とダム湖を巡る記念ツアーを新たにコースに取り入れ、延
べ 1,537 人の参加者があった。
② 南山口観光推進協議会事業 継続
平成 25 年度に、県の広域観光力強化事業にあわせ組織化した南山口観
光推進協議会において、県のやまぐち幕末 ISHIN 祭やデスティネーショ
ンキャンペーンの関連事業と連携し、幕末維新ゆかりの地を巡り、志士
たちの足跡を追うバスツアーを実施した。
（12 月 9 日）
（２） 観光推進支援事業 継続
宇部市が管理する白土海水浴場の海開きにおいて安全祈願祭を実施し、
あわせて岐波観光開発協会が実施するキワ・ラ・ビーチ（岐波海水浴場）
の安全祈願祭に参加した。
（7 月 10 日）
（３） 観光宣伝事業 継続・一部新規
宇部市・山陽小野田市・関係業者と連携して、春のまるごとグルメフェ
スタ 2017（4 月 8 日 広島）
、ひろしまバスまつり（9 月 10 日）等に出
展し、ときわ動物園や産業観光、UBE ビエンナーレなどをＰＲする観光
宣伝を行った。また、1 月に韓国との定期便客を誘致するため、韓国で
エージェント等にプロモーション活動を行った。
（1 月 25 日～27 日）
（４） 歴史観光事業 継続・一部新規
やまぐち幕末 ISHIN 祭と連携し、宇部地方史研究会等が主催する「宇
部の幕末維新セミナー」
（7 月 15 日）へ共催し、
「長州藩と石炭採掘」
をテーマに講演会を行った。また、新山口駅発の宇部の歴史探訪バス
ツアー「禁門の変と長州藩の二家老」を実施した。
（2 月 24 日）
。
（５） ときわ公園観光推進事業 継続
ときわ公園における春・秋キャンペーンやときわ公園まつり実行委員
会に参画し、さくらまつり（4 月 2 日）
、フラワーフェスタ＆緑化祭（5
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月 28 日）
、しょうぶまつり（6 月 11 日）
、サマーフェスタ（8 月 26 日）
、
TOKIWA ファンタジア（11 月 19 日～1 月 14 日）等へ参加、協力した。
（６） クルーズ船インダストリーツアー事業 新規
宇部市交通局と連携して、宇部港を出港し海上から宇部市近郊の工場郡
を眺める「宇部港工場見学クルーズ」ツアーを実施した。
（10 月 21 日）
（７） 観光ガイド養成事業 継続
過去の「宇部市民おもてなし観光ガイド養成講座」を受講した方を対象
に「観光ガイドが知っておくとよい国内旅行業法の超入門編」をテーマ
とした宇部市観光ガイド育成研修会を実施した（3 月 14 日）
。
（８） ＤＭＯ準備委員会事業 新規
宇部市・宇部商工会議所等とで、DMO（観光地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ組織）
組織体制の諸準備に向けた「宇部 DMO 準備委員会」を設置し、インバウ
ンドの推進、地域の魅力増と観光プロモーション等の今後の取り組み等
を検討・協議を行った。また、食農観光・ユニバーサルアート・インバ
ウンドに関する事業に取り組んだ。
（
「日本版ＤＭＯ候補法人」登録 3
月 30 日）
（９） 食農体験ネットワーク宇部協議会事業 新規
宇部市・宇部商工会議所・くすのき商工会等と協議会を設立し、地元産
品等を通じた食に関する講習会等を北部地域等の関係者と共同で実施
した。

Ⅲ）イベント部会
（１） ときわ公園市民大茶会事業 継続
茶道表千家・裏千家・賣茶流の三流派の協力により、ときわ公園におい
て、
「第 20 回ときわ公園市民大茶会」を開催、20 回目の節目として、
留学生の方を対象とした特別体験企画も併せて実施した。
【11 月 12 日
（日）
】
（２） その他共催事業等
① 宇部まつり 継続 <助成金対象事業>
宇部市最大のまつり、
「第 66 回宇部まつり」を宇部市、宇部商工会議
所及び関係団体等と連携して実施し、2 日間で延べ 23.2 万人の集客が
あった。
【11 月 4 日(土)前夜祭・5 日(日)本祭】
② 宇部市花火大会 継続 <助成金対象事業>
「第 63 回宇部市花火大会」を宇部市及び宇部商工会議所と共催し、実
施、支援した。
【7 月 22 日（土）
】
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③ 新川市まつり 継続
新川市まつり実行委員会に参画し、協力した。
【5 月 5 日（祝）
】
④ くすのきカントリーマラソン 継続
「第 14 回くすのきカントリーマラソン」に共催し、支援した。
【3 月
18 日】
⑤ その他助成事業 継続 <助成金対象事業>
「うべ彫刻ファン倶楽部」
【9 月 23 日（土・祝）
】
「宇部市海の日カッターレース競技会」
【7 月 22 日（土）
】
「くすのき元気福祉まつり」
【10 月 28 日（日）
】

Ⅳ）広報交流部会
（１） ＨＰ開発・会報発行事業
① インターネットの利用 継続・一部新規
公式ホームページ「UBE-NAVI」等の運営を行い、観光・コンベンショ
ン情報を積極的に掲載・更新し、広報交流に向けた展開を図った。ま
た、インバウンド対応に向け、韓国の国際定期便運行に伴い、韓国語
サイトを開設した。
（ａ）
「UBE-NAVI」年間アクセス数
訪問数 120,088
ページビュー数 380,334
都道府県別アクセス数トップ５
地域

訪問数

割合

1

山口県

41,815

35.4%

2

大阪府

28,491

24.1%

3

東京都

17,792

15.1%

4

福岡県

5,306

4.5%

5

神奈川県

5,072

4.3%

（ｂ）Facebook 年間ページビュー数 30,331
② 協会だよりの発行 継続・一部新規
協会の年間通した部会活動や事業紹介等の内容を掲載した「協会だよ
り」を年 2 回（7 月・1 月）発行し、会員等へ発送した。
（２） 新年交流懇親会事業 継続
観光・コンベンションの関係団体と協会会員との交流・懇親を深めるた
めに新年懇親会を開催した。
【1 月 16 日（火） ANA クラウンプラザホテル宇部 参加数 111 名】
（３） 観光大使派遣選出事業 継続・一部新規（Ｐ７参照）
宇部市の観光ＰＲ大使を、宇部市民又は市内で勤務・就学されている方
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を対象に公募し、黒﨑夕貴さん・高本 彩さんの２名を選出（任期：平
成 29 年 11 月 1 日～平成 31 年 10 月 31 日）
、市外・市内のイベントや記
念行事等へ観光ＰＲ等のため、大使を派遣した。また、名称を全国から
公募し、
「宇部観光ふれあい大使」に決定した。
（４） その他事業
① まちづくりへの積極参加 継続
観光交流施設等の整備やにぎわいづくりなど、市と連携しまちづくり
へ積極的に関わった。
・宇部市スポーツコミッション
・宇部市フィルムコミッション
・宇部市文化振興まちづくり審議会 ほか
② レノファ山口ＦＣの応援 継続
日本プロサッカーリーグ 2 部リーグ J2 のレノファ山口のホームタウン
として、宇部市・宇部商工会議所等と連携して応援活動を進めた。
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平成２９年度コンベンション開催・シャトルバス運行助成金交付実績一覧
No

学

会・大 会 名

1 第53回池坊中国五県連合華展
平成29年度中国四国地区高等専門学校専攻科生

2 研究交流会

学会
スポーツ

第47回中国地区自治体職員サッカー大会 兼
第46回全国自治体職員サッカー選手権大会中国地区予選会

スポーツ

第116回中国地方会（日本内科学会中国支部主催）

5 第56回中国支部主催生涯教育講演会

スポーツ

7 第60回中国四国医科学生ソフトテニス大会

スポーツ

8 第69回西日本医科学生総合体育大会

スポーツ

平成29年度中国・四国地区国立大学法人等技術職員研修（機械系・情報系）
平成29年度中国・四国地区国立大学法人等技術職員マネジメント研究会

10 全国友の会 ２０１７年度中国部会

学会
その他

11 平成29年度小池カップ高校バスケットボール大会

スポーツ

12 第25回宇治市・宇部市スポーツ交流大会

スポーツ

13 第106回全国消防長会予防委員会
14 西日本ハーレー会ファミリーツーリングin山口
15

2017中国地域トレーニングセンター
U-12チャレンジフェスティバル

16 全国石炭産業関連博物館等研修交流会（宇部）
17 第40回ケモインフォマティクス討論会

会議
その他
スポーツ
その他
学会

18

第40回全九州市役所職員親善バレーボール大会in山口

スポーツ

19

第31回中国地区ろうあ高齢者大会
第31回中国地区ろうあ高齢者大会ゲートボール競技大会
第3回中国地区ろうあ高齢者大会グラウンド・ゴルフ競技大会

その他

20 第29回全日本ロボット相撲大会 中国地区大会

その他

21 日本写真測量学会 平成29年度秋季学術講演会

学会

22

International Conference on Innovative Application
Researrch and Education 2017

学会

23

中四国地協「16研修医・17研修医の会」
中四国地協研修説明会
全日本民医連中四国地協 医系学生のつどい2018

学会

合

第1回実行委員会

4月1日～4月2日
3月31日
4月21日～4月22日
4月21日
4月29日～4月30日
4月28日～4月29日
5月19日～5月22日
5月19日～5月20日
6月3日～6月4日

学会

6 第23回西日本地区高等専門学校空手道大会
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宿泊期間

その他

3 第19回宇部日報杯争奪高校バスケットボール大会
4

開催期間

分類

6月2日～6月3日
7月8日～7月9日
7月8日
7月12日～7月17日
7月14日～7月16日
8月7日～8月21日
8月7日～8月20日
8月30日～9月1日
8月29日～9月1日
9月26日～9月28日
9月26日～9月27日
9月16日～9月18日
9月15日～9月17日
9月30日～10月1日
9月30日
10月12日
10月11日～10月12日
10月14日～10月15日
10月14日
10月14日～10月15日
10月13日～10月14日
10月20日～10月23日
10月20日～10月22日
10月26日～10月27日
10月27日～10月29日
10月27日～10月28日
10月28日～10月29日
12月8日～12月9日
10月29日
10月28日
11月9日～11月11日
11月8日～11月10日
12月14日～12月17日
12月8日～12月10日
12月8日～12月9日

計

6

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催
助成金交付金額

ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ運行
助成金交付金額

延べ
宿泊者数

参加人数

80,000

73,300

234

460

50,000

－

197

270

80,000

－

379

800

40,000

－

209

600

30,000

－

57

320

30,000

－

63

67

80,000

－

210

427

200,000

－

2,882

3,090

50,000

－

115

88

50,000

－

108

152

80,000

－

355

500

50,000

－

104

280

30,000

－

83

91

30,000

－

86

93

20,000

－

132

400

50,000

－

113

61

30,000

－

50

60

120,000

－

508

592

30,000

－

74

138

30,000

－

72

200

80,000

－

264

180

120,000

－

450

200

30,000

－

74

138

1,390,000

73,300

6,819

9,207

第９期宇部E・E・N・A大使／第１期宇部観光ふれあい大使
平成29年度活動一覧

年 月 日

行事名

開催場所

1 平成29年4月8日

春のまるごとグルメフェスタ2017

旧 広島市民球場跡地

2 平成29年6月1日

第59回水道週間

宇部市上下水道局

3 平成29年7月22日

はなびーる電車

ＪＲ宇部線

4 平成29年8月19日

宇部ライオンズクラブ献血キャンペーン

フジグラン宇部

5 平成29年9月10日

第１９回ひろしまバスまつり

広島市中小企業会館

6 平成29年10月7日

ｙａｂふれあいフェスタ2017

山口きらら博記念公園

7 平成29年11月5日

第６６回宇部まつり本祭

宇部市役所周辺

8 平成29年12月9日

第69回人権週間

フジグラン宇部

9 平成30年1月23日

山口宇部空港定期便利用者2500万人達成行事

山口宇部空港

10 平成30年2月3日

宇部ライオンズクラブ献血キャンペーン

フジグラン宇部

11 平成30年3月24日・25日 コープやまぐち第43回 生協まつり

山口きらら博記念公園

01～7 宇部E・E・N・A大使
7～11 宇部観光ふれあい大使
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