平成２７年度 事業計画書
◇事業方針
平成 26 年度の我が国の経済をみると、「大胆な金融政策」、「機動的な財政
政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体的推進により緩
やかな回復基調が続いているものの、個人消費等に弱さが見られ、年度前半には
実質ＧＤＰ成長率がマイナスとなりました。
今後の経済財政運営に当たっては、引き続き「三本の矢」からなる経済政策（ア
ベノミクス）を一体的に推進することにより、経済の好循環を確かなものにする。
このため、経済の好循環の更なる拡大を実現するとともに、スピード感を持って
「緊急経済対策」を実施し、地方にアベノミクス効果を広く行き渡らせていくこ
とが、本年２月の臨時閣議で決定されました。
このような状況の中、当協会としましては、地方創生に貢献するためにも、大
きな経済波及効果を生み出すコンベンション事業や観光事業等を積極的に展開
し、交流人口の増加と地域活性化の促進を目指してまいります。
まず、コンベンション事業については、県内では、第 23 回世界スカウトジャ
ンボリーや第 28 回全国健康福祉祭やまぐち大会（ねんりんピックおいでませ山
口）などの大規模大会が開催されます。
宇部市におきましても、第 31 回全日本電気工事業工業組合連合会全国大会、
第 57 回日本平滑筋学会総会などの全国大会が開催されます。
これからも、市内大学関係者やスポーツ団体等と情報交換を密に行うとともに、
国際ミーティング・エキスポへの出展や首都圏での誘致、山口県観光連盟や県内
のコンベンション協会とも連携を強化し、より多くの大会などを本市において開
催できるよう誘致・支援してまいります。
次に、観光事業につきましては、宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
が取り組む CSR ツーリズムが全国的に浸透してきており、多くの方々にご参加い
ただきました。今後も、受け入れ先の企業などにご協力いただき魅力あるコース
を開発、情報発信していきます。あわせて、南山口観光推進協議会においても事
業を展開してまいります。
今年は、宇部市では第 26 回 UBE ビエンナーレ開催やときわ動物園がオープン
し、うべの里アートフェスタなど新規事業も計画されています。多くの方に宇部
市を訪れていただき、また再訪していただけるよう隣県の広島県、福岡県におい
て市内の見所や物産などの観光ＰＲを行います。
山口県におきましては、NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」の放送で観光振興の期待が
膨らんでいます。また、平成 30 年の明治維新 150 年に向けて観光キャンペーン
「やまぐち幕末 ISHIN 祭」の取組を全県的に進めているところですので、当協会
も、他市や関係団体と一体となって関連事業を展開してまいります。
以上のとおり、観光及びコンベンションの振興に積極的に取り組むために、次
の重点施策と各部会の事業を実施してまいります。
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◇重点施策
『観光・コンベンションは地域発展の推進力』という基本理念に基づき、事
業方針に沿って、次の 5 項目を重点施策として取り組む
１ やまぐち幕末 ISNHIN 祭への参画
２ ときわ公園全国ブランド推進化等との連携
３ 山口県 MICE 誘致推進協議会への参画と、コンベンションの
誘致、創出及び支援の強化と受入れ体制の充実
４ 産業観光の推進と宿泊客増加に向けた誘客促進
５ 会員増強と収益事業の積極的展開による財政基盤の強化

◇事業別計画
Ⅰ）コンベンション部会
（１） 学会・研究会誘致促進委員会
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
会の誘致を促進する。
② 学会・研究会開催の事前情報を収集し、関係機関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る。
③ 定期的に大学等へ訪問し、多くの先生方に支援内容の周知を図る。
（２） コンベンション誘致・歓迎事業
① 渡辺翁記念会館、文化会館等の会場・バス駐車場の確保を支援する。
② 大会規模等により歓迎事業として、空港・駅等に歓迎旗、看板を設置
する。
③ 主催者へ観光パンフレット、手提げ袋等を提供する。
④ 会場・宿泊施設・アフターコンベンションの紹介など、支援を行う。
⑤ 国内外のＭＩＣＥ関係者が一堂に会する「国際ミーティング・エキス
ポ」に出展し、コンベンション誘致に向けた商談やＰＲを行う。【12
月上旬】
⑥ 中国・四国地区コンベンション推進協議会の総会を誘致し、情報収集
に努める。
【7 月 9 日・10 日】
⑦ 宇部市スポーツコミッション等と連携し、大会等の誘致を促進する。
⑧ 山口県ＭＩＣＥ誘致推進協議会に参画する。
（３） コンベンション開催助成金
① 県内大会を除き、宿泊を伴う大会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する。
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、助成金を交付する。
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③ 助成金交付制度の周知を図る。
（４） ホスピタリティの推進
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する。
② 小学校などへ出向き、
「紙芝居」
「クイズ」等を行い、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する。
（５） グルメ・ナイトスポットガイドの作製・配布
各種学会やスポーツ大会参加者に、飲食や観光情報を掲載したハンディ
タイプのガイドブックを作製し、配布する。
（20,000 部予定）

Ⅱ）観光推進部会
（１） 産業観光推進事業
ニューツーリズムとして宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会（以
下、
「産観推進協議会」という。
）が実施する産業観光バスツアーに主体
的に取り組む。
① 産観推進協議会の事務局を担当し、募集型ツアー（6 月～12 月）や旅
行会社などと連携した受注型ツアーを実施するとともに、魅力を更に
高めるため、食の充実、宿泊パックの創設等に取り組む。
② 宇部市交通局等と連携して、夏休み親子体験ツアー（8 月）を実施する。
③ 県内外での観光宣伝活動を行う。
（２） 南山口観光推進協議会との連携事業
① 美祢市・山陽小野田市に加え、長門地域等との連携により、滞在型観
光としての広域観光に努める。
② 平成 25 年度に、県の広域観光力強化事業の対象地域に選定され、引き
続き、美祢市及び山陽小野田市と連携して取り組む。
（３） ときわ公園観光推進事業
① ときわ公園における春・秋キャンペーンに参加、協力する。
② ときわ公園まつり実行委員会主催イベントのさくらまつり、しょうぶ
まつり、サマーフェスタ、TOKIWA ファンタジアへ参加、協力する。
（４） 観光宣伝事業
県・市・県観光連盟と連携して、旅行代理店の訪問や各種イベント等に
参加し、NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」関連施設等、ときわ公園や産業観光、
UBE ビエンナーレ、うべふるさとツーリズムなどの観光宣伝を実施する
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ほか、海水浴場の安全祈願祭を実施する。
（５） 宇部市の特産品の開発及び支援
宇部特産品開発研究会（観光推進部会の下部組織）において、特産品の
開発と販売促進を支援するとともに、新たな特産品開発に努める。

Ⅲ）イベント部会
（１） 新川市まつり
新川市まつり実行委員会に参画し、協力する。
【5 月 5 日（祝）
】
（２） 宇部市花火大会
「第 61 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、支援する。
【7 月 25 日（土）
】
（３） 宇部まつり
「第 64 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、盛大に実施する。
【10 月 31 日(土)前夜祭・11 月 1 日(日)本祭】
（４） ときわ公園市民大茶会
茶道裏千家の復活により、平成 27 年度は、茶道表千家・裏千家・賣茶
流の三流派の協力により、
「第 18 回ときわ公園市民大茶会」を開催する。
【11 月 8 日（日）
】
（５） その他共催事業等
① 「うべ彫刻ファン倶楽部」に助成する。
【9 月・3 月】
② 「くすのき元気福祉まつり」に助成する。
【11 月 8 日（日）
】
③ 宇部新天町名店街が実施する「歳の瀬い～な市」に助成する。
【12 月下
旬】
④ 「第 12 回くすのきカントリーマラソン」に共催し、広報費を助成する。
【3 月中旬】

Ⅳ）広報交流部会
（１） 事業・活動報告及び各種情報発信
① 協会だよりの発行
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 1 回発行する。
② 新規の観光情報ＰＲ誌発行の検討
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宇部市のＰＲや観光関連情報を市内外に広報するため、新たな情報誌
の発行とその財源・収入も含め検討する。
③ インターネットの利用
公式ホームページの運営を行い、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る。
（２） 宇部 E・E・N・A 大使の選出・派遣
市内外のイベント等において観光ＰＲ等を行うため、宇部 E・E・N・A
大使の選出と派遣を行う。Ｅverytime（いつでも）Ｅverywhere（どこ
でも）Ｎice（すてきな）Ａctivity（あいさつ）の主旨に合致し、
「元
気都市・宇部」をアピールできるパーソナリティを募集し選出する。
（３） 新年交流懇親会
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する。
【1 月中旬】
（４） まちづくりへの積極参加
観光交流施設等の整備やにぎわいづくりなど、ハード・ソフト両面から、
市と連携を図りながらまちづくりへ積極的に関わっていく。
・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
・うべまるごと元気ネットワーク
・宇部市文化振興まちづくり審議会 ほか
（５） 新たな事務所の検討
市民等への観光・コンベンション情報の提供をより活発にするため、中
心市街地において新たな事務所への移転を検討する。
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