
 

 

平成２７年度事業報告 

Ⅰ 会 議 

   第１回理事会  平成27年５月25日(月)  

・高岡商工ビル 501会議室 

・平成26年度事業報告並びに収支決算報告について 

・定時社員総会の招集について 

 定時社員総会  平成27年６月11日(木)  

           ・高岡商工ビル 403・405階会議室 

           ・平成26年度事業報告並びに収支決算報告について 

           ・平成27年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

           ・理事の選任について 

第２回理事会  平成27年６月11日(木)  

           ・高岡商工ビル 502会議室 

           ・会長、副会長、専務理事の選任について 

   第３回理事会  平成28年３月24日(木) 

        ・高岡商工ビル 502会議室 

        ・平成28年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 

Ⅱ 事 業 

1 公益目的事業：（観光客の誘致および観光の推進事業） 

  １北陸新幹線関連 

(1) 新幹線まちづくり推進高岡市民会議との連携 

①会 議 平成 27年４月 20日(月) 幹事会・合同部会（高岡商工ビル） 

                ４月 22日(水) 全体会議（高岡商工ビル） 

６月 ８日(月) 合同部会（高岡商工ビル） 

                ８月 20日(木) 全体部会（高岡商工ビル） 

平成 28年 1月 28日(木) 幹事会  （高岡商工ビル） 

               ２月 １日(月) 全体会議（高岡商工ビル） 

 

(2) 新幹線沿線都市における出向宣伝事業 

① ＪＲおおみや鉄道ふれあいフェア（富山県西部地区観光協議会） 

・開催日 平成27年５月23日(土) 

      ・場 所 埼玉県大宮市鐘塚公園特設会場 

・内 容 西部地区６市のパンフレット配布、南砺市の特産品の販売 

・参 加 事務局(高岡市観光協会)、南砺市交流観光まちづくり課、小矢部市観光振興

課、道の駅万葉の里高岡  



 

・来場者 約 15,000人（主催者発表） 

 

② 新高岡駅団体客歓迎ＰＲ 

・開催日 平成 27年 10月 20日(火)～10月 22日(木) 

   ・場 所 新高岡駅コンコース 

   ・内 容 新幹線利用者へおもてなしＰＲ 

   ・参 加 高岡市観光交流課、高岡市観光協会 

 

③ ショッピングセンターアリオ上田での出向宣伝 

  ・開催日 平成 28年２月 24日(水)～25日(木)   

      ・場 所 長野県上田市「アリオ上田 太陽のコート」イベントスペース 

      ・内 容 来場者へのパンフレット、特産品の販売、アレマー玉井（地元芸人）、 

高岡民謡唄と踊りによるステージイベント等による高岡市全体の宣伝 

      ・参 加 高岡市観光協会２名、高岡市観光交流課２名、高岡商工会議所、高岡万葉

大使、アレマー玉井（地元芸人）、高岡民謡連合保存会10名、海鮮問屋柿

の匠、道の駅万葉の里高岡 

      ・来場者 約20,000人（２日間） 

 

(3) 新高岡駅観光交流センターの運営 

 ①本市並びに近隣地域の観光案内業務(ポスター掲示、パンフレットの設置) 

     

②着地型商品（あるきさくる高岡、まわるん）の販売 

    

③伝統産業関連商品の展示・販売（ギャラリーMOMONO-FU(もののふ)） 

     

④周遊乗り放題きっぷ（西部エリア）、高岡トートバッグの販売・その他粗品配布協力 

 

⑤コインロッカー、バス乗務員休憩室の運営 

 

(4) 団体旅行誘致促進事業 

        新高岡駅を利用する旅行会社団体ツアーに対し、補助金を交付し新高岡駅を拠点とす

る団体旅行客の誘致促進に努めた（実績 34件 バスのべ109台） 

 

２ 観光客の誘致活動 

   (1) 観光ＰＲ及び宣伝事業 

    ① 公益社団法人富山県観光連盟が主催する出向宣伝事業参加 

      「日本遺産」「富山湾鮨」等の観光素材について商品造成、誘客促進 

ア 大手旅行会社商品造成部門訪問 

・平成27年５月11日(月)～５月12日(火) 関西地区 ９社 訪問  

           ５月14日(木)～５月15日(金) 関東地区 ９社 

長野出向宣伝 



 

           ６月16日(火)～６月17日(水) 中京地区 10社 

           10月８日(木)～10月９日(金) 関東地区 ９社 

           10月14日(水)～10月15日(木) 関西地区 ９社 

           10月28日(水)～10月29日(木) 中京地区 ９社 

 

＜活動成果：高岡地区への旅行商品造成（主なもの）＞ 

○ 阪急交通社 東日本事業部 

        ・商品名  「絶品！富山湾鮨と金沢探訪豪華ホテルの旅２日間」 

・期 間   平成27年９月30日(水)～11月14日(土)までの商品造成 

・催行数  38本設定 30本催行 

 

○ 阪急交通社 東日本事業部 

        ・商品名  「冬の味覚と国宝瑞龍寺特別拝観」 

・期 間  平成28年１月22日(金)～２月28日(日)までの商品造成 

・催行数  26本設定 20本催行 

 

○ クラブツーリズム 第二国内旅行センター 

        ・商品名  「大人の社会科見学 冬の味覚ブリきときと海鮮丼・富山湾鮨  

歴史情緒溢れる『ものづくりのまち』高岡 鋳物製作体験と 

国宝瑞龍寺 絶景ローカル線と遊覧船３日間」 

・期 間  平成27年12月20日(日)～平成28年３月16日(水)までの商品造成 

・催行数  ７本中 ７本催行 

 

○ クラブツーリズム 関西テーマ旅行 神戸旅行センター、関西バス旅行センター   

・商品名 「高岡じっくり探訪と冬の富山湾こだわりのグルメ３日間」 

・期 間  平成28年１月25日(月)～２月17日(水)までの商品造成 

・催行数  ２本中 ２本催行 

 

○ とうてつグリーンツアー  

        ・商品名  「北陸新幹線に乗車！富山の冬の王者ブリづくし会席に舌鼓」 

・期 間  平成27年12月６日(日)～平成28年３月23日(水)までの商品造成 

・催行数  20本中 ６本催行 

 

○「富山湾鮨」利用商品 

        ・利用会社 クラブツーリズム、阪急交通社、ＪＴＢほか旅行会社で商品造成 

        ・催行数  210本 6,220名利用（うち夕食100本） 

 

イ 教育旅行部門関連 

（公益社団法人富山県観光連盟教育旅行誘致検討会事業に参加） 



 

       平成27年５月28日(木)第一回教育旅行誘致検討委員会(県民会館) 

           ７月22日(水)ＪＴＢ教育旅行営業担当者意見交換会(立山国際ホテル) 

           ８月６日(木)北陸３県修学旅行フェア商談会 

(こまつ芸術劇場うらら会議室) 

８月26日(水)北陸エリア全国教育旅行社員研修会プレゼン会 

(氷見温泉うみあかり) 

           11月20日(金)第二回教育旅行誘致検討会（県民会館） 

           12月16日(水)～17日(木)教育旅行出向宣伝 関西地区８社訪問 

       平成28年３月15日(火)第三回教育旅行誘致検討委員会（県民会館） 

            ３月17日(木)九州地区旅行会社担当者招聘(誘致委員会) ４社４名 

 

ウ 宣伝関連 

○美女平駅での県内観光ＰＲ 

        ・開催日 平成27年４月29日(水・祝) 

       ・場 所 美女平駅 

       ・内 容 構内での観光ＰＲおよび宣伝 

       ・参加者 富山県観光連盟、富山市観光協会、高岡市観光協会、その他３団体 

       

      ○北陸広域圏サービスエリア宣伝事業 

        ・開催日 平成27年８月１日(土) 

・場 所 中国自動車道 加西サービスエリア（下り線） 

       ・内 容 北陸3県の合同観光宣伝と物販およびパンフレット等の配布 

       ・参加者 北陸広域圏協議会、富山県観光連盟、高岡市観光協会 

  

エ その他 

      ○北陸地区観光説明会、商談会 

・開催日 平成27年８月27日(木) 

・場 所 ホテルメトロポリタン池袋 

・内 容 旅行会社商品造成担当者との商談会 

・参加者 大手旅行会社を中心に40社62名 北陸地区側70名 

 

○ＪＴＢ中部圏誘致協議会 地域交流会 

・開催日 平成27年９月２日(水) 

・場 所 ＪＴＢ中部本社 

・内 容 商品造成担当者との商談会、地域交流セミナー 

・参加者 約60名 

 

○東日本びゅうプラザ販売スタッフ現地研修説明会 

・開催日 平成27年９月10日(木) 



 

・場 所 庄川温泉三楽園 

・内 容 販売スタッフとの商談会 

・参加者 びゅうプラザ20名 富山県側15名 

 

○「大人の休日倶楽部」モニターツアー 

・開催日 平成28年３月11日(金) 

・場 所 国宝瑞龍寺、高岡大仏、金屋町等の案内 

・内 容 ＪＲ東日本「大人の休日倶楽部」商品造成担当者の現地視察 

・参加者 16名 

 

② 富山県及び県東京事務所主催による会議・出向宣伝・物産展事業参加 

      ○「中日ビル 高岡観光物産企画展」 

       ・期 間 平成27年６月25日(木)～26日(金)  

       ・場 所 中日ビル１階ロビー、富山県名古屋事務所前 

・内 容 中日ビル１階ロビーでのポスター掲示・パンフレット配布、 

４階富山県名古屋事務所前で高岡市内の特産品の販売 

・参加者 高岡市観光協会 富山県名古屋事務所 

 

○「ツーリズムＥＸＰＯジャパン2015」国内商談会 

       ・期 間 平成27年９月24日(木)～25日(金)  

       ・場 所 東京ビックサイト  

       ・内 容 ブース出展、旅行会社との商談会 

       ・参加者 富山県観光課、高岡市観光交流課、高岡市観光協会 

 

○「VISIT JAPAN FASTIBAL MART」意見交換会 

        ・開催日 平成27年９月30日(水)  

       ・場 所   砺波ロイヤルホテル 

       ・内 容  海外旅行会社との意見交換会 

       ・参加者  海外旅行社28社28人 日本側27人  

        

      ○「越中富山うまいもんフェア2015」 

・期 間 平成27年９月25日(金)～27日(日） 

・場 所 イオンモールナゴヤドーム前 

       ・内 容 イベントステージでの観光宣伝、ＰＲブースでの観光情報の紹介、金属

工芸の体験、特産物産品の販売 

       ・参加者 富山県農産食品課・観光課、高岡市観光協会、観光関連物産取扱会社 

 

○ 東海北陸ブロック物産観光連絡協議会情報提供事業(東海北陸地区６県合同事業） 

        ・開催日 平成27年11月12日（木） 

 

越中富山うまいもんフェア 



 

・場 所  東京都港区南青山 福井県アンテナショップ｢ふくい南青山291」 

・内 容  出版・新聞雑誌関係者に向けた東海北陸地区６県の観光情報の紹介 

・参加者  富山県首都圏本部、高岡市観光協会 

・来場者  出版社、新聞雑誌関係約40名 

      ○ 富山県観光課国際観光班インバウンド関連(高岡市観光協会が協力したもの） 

        (国宝瑞龍寺、高岡大仏、金屋町、万葉線ドラえもんトラム、海鮮料理等を案内) 

平成27年５月24日(日)中国瀋陽 メディア系旅行社招聘 ５社５名 

       ６月３日(水)マレーシア・タイ インバウンド関連旅行社招聘 ７社14名 

        ７月28日(火) タイ旅行社招聘 ５社５名 

        ９月９日(水) インドネシア旅行社商談会・意見交換 ８社13名 

        10月６日(火) ＪＲ東日本インバウンド担当者招聘 20名 

        10月21日(水) 中国上海旅行雑誌社招聘 ５社５名 

        10月27日(火) 香港旅行雑誌ライター招聘 ２社３名 

        10月30日(金) 中国成都旅行会社招聘 ２社２名 

        11月３日(火･祝) マレーシア旅行・メディア会社招聘 ５社５名 

        11月６日(金) ハワイ旅行会社招聘 ５社５名 

        11月28日(土) 中国上海旅行会社招聘 ３社３名 

        11月30日(月) 欧米・豪旅行メディア会社招聘 ５社５名 

平成28年１月27日(水) 国内旅行会社訪日事業部門招聘 10社12名 

        ２月３日(水) 上海ブロガー（フォロワーが100万人超）招聘 ３名 

        ２月７日(日) 首都圏在住外国人メディア（海外メディアの日本特派員）

招聘  ８社10名 

       ２月23日(火) 中国上海旅行社招聘 ３社３名 

       ３月14日(月) フランス旅行会社招聘 ５社５名 

 

③ 高岡観光発信会(市内および近隣観光関係事業者で組織された団体)との出向宣伝事業 

○平成27年４月７日(火)～４月９日(木) 関東地区 16社訪問 

５月15日(金)～５月16日(土)クラブツーリズム㈱地域交流部「伏木曳山

祭」現地見学、祭と桟敷席設置についての説明会  

神戸、横浜、名古屋、東京など各地域から商品造成担当者

10名参加 

５月19日(火)～５月21日(木)関西地区 16社訪問 

７月28日(火)～７月30日(木)関東地区 16社訪問 

８月４日(火)～８月６日(木)中京地区 15社訪問 

10月20日(火)～10月21日(水)関西地区 10社訪問 

11月25日(水)～11月27日(金)関東地区 16社訪問 

 

○平成27年11月６日(金)クラブツーリズム㈱関西旅行センター市内視察・商談会 

(担当者５名、発信会15名市長参加) 



 

平成28年１月30日(土)～１月31日(日)㈱阪急旅行社国内営業２課西日本造成 

担当者視察(担当者３名、発信会10名参加) 

２月14日(日)  ㈱阪急交通社国内営業２課東日本造成担当者視察 

(担当者３名、発信会９名参加) 

      ※ 実績として延べ約110,000人の観光客を誘致（発信会調べ） 

 

④ 越中飛騨観光圏協議会との連携事業 

     ○「越中飛騨路ハイウェイキャンペーン」パンフレット作成 

・期 間 平成27年３月14日(土)～６月30日(火)(ハイウェイキャンペーン期間) 

・場 所 北陸自動車道・能越自動車道・関越自動車道内のSA約50～60箇所 

         圏域内の観光施設約40箇所（パンフレットの配置） 

    ・内 容 圏域内観光施設等で使用できる共通優待券のついたパンフレットを作成し

高速道路を利用する観光客へ観光圏内をＰＲする。 

    ・部 数 各回 60,00部作成 

    ・協 力 中日本高速道路㈱金沢支社および富山保全･サービスセンター 

     

⑤ 富山県西部地区観光協議会事業 

     ○ＪＲおおみや鉄道ふれあいフェア（再掲） 

・開催日 平成27年５月23日(土) 

      ・場 所 埼玉県大宮市鐘塚公園特設会場 

・内 容 西部地区６市のパンフレット配布、南砺市の特産品の販売 

・参 加 事務局（高岡市観光協会）、南砺市交流観光まちづくり課、小矢部市観光

振興課、道の駅万葉の里高岡  

   ・来場者 約 15,000人（主催者発表） 

    

○東京タワー２階イベントスペースでの出向宣伝 

・期 間 平成28年３月18日(金)～３月22日(火)  

      ・内 容 西部地区６市のパンフレット配布、地元芸人による観光案内 

      ・参 加 小矢部市・小矢部市観光協会、砺波市・砺波市観光協会、南砺市・ 

南砺市観光協会、射水市・射水市観光協会、高岡市観光協会 各１名、ア

レマー玉井 

   ・来場者 約50,000人（５日間） 

 

⑥ その他関連団体との事業 

○「道の駅万葉の里高岡」10周年祭 

・開催日 平成27年４月26日(日) 

・場 所 道の駅万葉の里高岡特設会場 

      ・内 容 会場での着ぐるみによる観光ＰＲおよびパンフレット等の配布 

      ・参加者 高岡市観光協会２名     



 

 

○「となみチューリップフェア」ＰＲブース出展 

・開催日 平成27年４月26日（日） 

      ・場 所 となみチューリップフェア特設会場 

      ・内 容 高岡万葉大使および「利長くん」による観光ＰＲ、パンフレット等の配布 

      ・参加者 高岡市観光協会 

 

○「加賀百万石まつり」での観光ＰＲ 

        ・開催日 平成27年６月６日(土)・７日(日) 

・場 所  金沢城公園北園地 

・内 容  特設ブースでの観光ＰＲおよび宣伝、物産販売 

・参加者  高岡市観光交流課、高岡市観光協会、高岡万葉大使 

 

○ カターレ富山「高岡市の日」観光宣伝 

・開催日 平成27年８月９日(日) 

  ・場 所 県運動公園 

  ・内 容 サッカーの試合前、ハーフタイムに来場者へ向けてポスター、パンフレ

ット配布、特産品の販売等で観光宣伝 

・参加者 高岡市観光交流課、高岡市観光協会    

   

     ○ 昇龍道プロジェクト推進協議会(中部運輸局で組織された団体) 

       中部運輸局所管の「昇龍道プロジェクト」事業に参加、｢昇龍道ウェルカムカード

」の発行、ポップツールの設置、運用について協力した 

 

○ ドラゴンルート推進協議会 

(石川・富山・岐阜・愛知の観光関連施設および事業者で組織された団体) 

       名古屋以北の東海北陸・能越自動車道沿線都市の観光関連事業者で組織された協

議会事業に参加 

      

○「台湾ＢＭＷオーナーズ会 ドラゴンルートを走る！」 

・開催日 平成27年９月15日(火) 

・場 所 国宝瑞龍寺 金屋町 海鮮問屋柿の匠など 

・内 容 台湾のＢＭＷオーナーズ会のメンバーが名古屋から能登までをバイク 

で走り、各地の観光地を紹介する  

・ 参加者 台湾ＢＭＷオーナーズ会 41名 バイク21台 

 

⑦ 協会単独事業 

○ クラブツーリズム地域交流部パートナーズ会北陸大会における商談会、観光宣伝 

・開催日 平成27年６月９日(火) 



 

      ・場 所 ホテルニューオータニ高岡 宴会場 

      ・内 容 クラブツーリズム㈱パートナーズ会(富山、石川、福井の会員約40名)と 

クラブツーリズム㈱(第２国内旅行センター、神戸旅行センター、関西バス

旅行センターなど造成部門担当者約30名）販売担当との商談会・総会・懇親

会 

      ・参加者 クラブツーリズム地域交流部ほか各支店60名 地元参加者100名 

    

      ○ 台湾観光客誘致事業 

・期 間 平成28年１月13日(水)～16日(土） 

      ・場 所 台湾台北市 

      ・内 容 台湾政府観光局、現地マスコミ会社などの訪問と現地で昼食懇親会を開催

し、現地旅行社への高岡市ＰＲとツアー造成依頼(個人商品) 

      ・訪問先 日本政府観光局、日本交流協会台北事務所、TRAVELRICH(旅行雑誌社) 

旅行社３社 

      ・参加者 高岡市長、高岡市観光交流課、高岡市観光協会、観光施設関係２社 

      

⑧ 高岡・郡上台湾誘致協議会（広域連携台湾観光客誘致事業） 

○ 旅行商品の造成素材説明とＰＲ 

・期 間 平成27年６月30日(火)～７月３日(金) 

      ・場 所 台湾台北市内 

      ・内 容 高岡市、郡上市への宿泊・観光施設の誘致のため旅行会社訪問(団体商品） 

      ・参 加 高岡市観光協会１名、郡上市観光連盟１名、郡上市観光関連団体２名 

      ・対 象 台湾台北市旅行代理店13社 

       

○ 旅行商品の造成素材説明とＰＲ 

・期 間 平成28年１月19日(火)～22日(金) 

      ・場 所 台湾台北市内 

      ・内 容 高岡市、郡上市への宿泊・観光施設の宣伝のため旅行会社訪問(団体商品） 

      ・参 加 高岡市観光協会１名、郡上市観光連盟１名、郡上市観光関連団体２名 

      ・対 象 台北旅行代理店15社 

 

○ 富山県観光課と連携事業 

ファムトリップ(マスコミ・旅行社の現地視察について招聘) 

        ・期 間 平成27年12月７日(月)～10日(木） 

      ・場 所 富山空港～高岡市、郡上市の観光地/観光施設 立山黒部アルペンルート

～富山空港 

      ・参 加 ５社（旅行会社４社、マスコミ１社） 

      ・内 容 富山県観光課の招待者航空運賃助成 

台湾マスコミ・旅行会社を招聘し、ツアー造成の促進による誘客増大 



 

 

※台湾関連実績  

・万葉線「ドラえもんトラム」外国人観光ツアー前年比約105％ 

・道の駅万葉の里高岡台湾立ち寄りツアー前年比約140％ 

・康福旅行社ツアーほか 高岡古城公園立ち寄り13社（４月） 

 

３ ＰＲ/情報発信活動 

(1) 観光情報の提供・発信 

      国宝瑞龍寺や勝興寺、土蔵造りの町並みなどの文化的資産や二上山、雨晴海岸など魅

力ある景勝地を観光情報誌や新聞などで全国に情報発信した。 

      さらに、国宝瑞龍寺ライトアップ、高岡御車山祭、伏木曳山祭、高岡七夕まつり、万

葉まつり、金屋町楽市inさまのこ、日本海高岡なべ祭り等のイベントについて全国に情

報発信した。 

① 屋外掲出物 

・「都営地下鉄内ステッカー広告」掲出先：都営地下鉄浅草線 連結ドア付近                  

  (平成28年3月まで) 

 ・「長電バス 大型プリント」掲出先：長野電鉄バス車体後方広告スペース 

      （平成27年4月～継続中）市内循環路線バス１台 

 

② 出版物 

・「るるぶ富山･立山黒部 '16～'17」 販売/設置先：全国の書店 

（発行元 ㈱JTBパブリッシング）20万部発行（３月） 

 

(2) ホームページの充実 

      ウェブサイトでの幅広い高岡の観光情報の提供、ブログ等によりいち早く最新の情報

を発信し利用促進を図った。 

       アクセス数 707,192件 前年比 1.05％（前年同期間670,870件） 

 

(3) コンベンション誘致・支援事業 

      イベントや展示会、学会、研究会、スポーツ大会などの団体への積極的な開催誘致、

市内での宿泊や会場開催について経費補助 

① 誘 致 

     ・県、富山コンベンションビューローなどと連携した学会等の誘致活動 

     ・市内コンベンション施設、宿泊施設の積極的な情報発信 

     

② 市内コンベンション開催団体への支援内容 

     ・宿泊補助 市内の主会場で県外宿泊者数が延べ50人（50泊）以上のもの 

（学会、スポーツ大会は上限100万円、合宿・修学旅行の補助は上限50万円） 

     ・会場使用料の補助（使用料の1/2 最高10万円）  



 

     ・シャトルバス運行補助（バス使用料の 1/2、限度額あり） 

     

③ 実 績         【別紙 データ集参照】 

     ・コンベンション補助件数  17件（前年 17件） 

     ・コンベンション参加者数 県外 5,767人(前年3,811人) 

県内 4,452人(前年1,926人） 

合計10,219人(前年5,771人） 

     ・宿泊補助件数  17件（前年13件） 

・会場使用料補助 15件（前年15件） 

     ・シャトルバス運行補助 ４件（前年３件） 

 

(4) 外航クルーズ船の受け入れ支援 

○ ボイジャー・オブ・ザ・シーズ号（138,000トン、2,256名 37か国） 

     ・入港日 平成27年５月18日（月） 

   ・概 要 日本発天津着クルーズ 「北海道、北陸、山陰春の日本寄港９日間」 

     ・内 容 ウィング・ウィング広場で外国語案内及び地図の配布(シャトルバス用） 

          シャトルバス運行：伏木～高岡駅 8:30～16:00 15分間隔、32回運行 

          利用人数 1,339人 

（船会社の用意したオプショナルツアーとは別運行） 

 

○ ダイヤモンド・プリンセス号 (115,875トン、2,519名 12か国) 

・入港日 平成27年５月25日(月) 

・概 要 日本発着クルーズ「新緑の北海道・秋田富山と釜山９日間 神戸発着」 

・内 容 ウィング・ウィング広場で外国語案内及び地図の配布(シャトルバス用） 

          シャトルバスを運行：伏木～高岡駅 9:15～16:00 15分間隔 37回運行 

          利用人数 1,157人  

（船会社の用意したオプショナルツアーとは別運行） 

 

○「飛鳥Ⅱ号」(50,142トン)       

     ・入港日 平成27年８月28日(金) 

     ・概 要 クラブツーリズム「飛鳥Ⅱ3泊と和倉温泉加賀屋1泊 伏木港着」 

          ＦＫＫエアーサービス「夏の東北クルーズ酒田・青森 伏木港発着」 

     ・内 容 万葉ふとうで観光案内と地図の配布 

 

(5) 観光ポスター、パンフレット等の作成配布 

     県外出向宣伝、物産展での掲示および配布 

・「高岡観光カレンダー」の作成配布                         700部 

・「たかおか散策絵図」増刷配布                           60,000部 

・「万葉のふるさと高岡 見どころ20選」増刷配布                  20,000部 



 

・ 高岡おもしろめぐりマップ作成配布               20,000部 

・ ロゴ入り貸し出し用ビニール傘の作成、設置（市内10か所）     600本 

・ 雨晴パノラマポスター増刷                   1,000部 

・ オリジナル宣伝用紙袋作成                   3,000部 

・「あるきさくる高岡」(町歩き旅行商品)(レンタサイクル利用商品)  

宣伝チラシ増刷配布             3,000部 

・「駅からウォーク」作成配布                   3,000部 

 

(6) 高岡観光大使等によるＰＲ事業 

    ① 高岡観光大使 

   高岡のイメージアップを目的に高岡万葉大使２名を選考、富山県および高岡市の県

内外の観光キャンペーン等でのＰＲ活動に参加する 

・委嘱期間 ２年間（平成27年８月～平成29年７月） 

・選考会   平成27年７月４日(土) 

・選考会場 高岡商工ビル５階会議室 

・参加者  ８名 

・活動件数 14件延べ 23人（平成27年８月～平成28年３月） 

 

② 高岡観光親善大使 

高岡に縁のある著名人等を観光親善大使に委嘱し、様々な機会を通し高岡をＰＲし

て頂き、知名度の向上を図る 

任 期   ２年（ただし、再任は妨げない） 

      ○平成24年委嘱 

      ・滝田 洋二郎 氏 映画監督     

      ・炭谷 茂 氏   現環境省顧問                 

      ・澤田 隆治 氏  全日本テレビ番組制作社連盟顧問 

      ・井沢 元彦  氏  作家、大正大学客員教授 

       

○平成27年委嘱 

      ・安藤 和津 氏  エッセイスト、タレント 

      ・有森 裕子 氏  元プロマラソン選手、スポーツ評論家、タレント 

      ・三枝 成彰 氏  作曲家、音楽プロデューサー、タレント 

      ・林 真理子 氏  小説家、エッセイスト、タレント 

 

(7) 新聞・雑誌出版社・旅行会社招聘事業 

      新聞・雑誌などのメディア・旅行会社商品造成担当者を経費負担し招聘し、本市特集

記事の掲載や旅行商品の造成を図る。 

      記者、編集者、旅行商品造成担当者を直接招聘することにより、通常広告では難しい

紙面への掲載や旅行商品の造成が見込まれる 

 

観光大使ＰＲ 



 

       

○「観光列車大辞典」編集者 小関 秀彦 東京都 

・期 間 平成27年12月11日(金)～12月13日(日) 

      ・内 容 (書籍)観光列車特集、観光列車乗り歩きと周辺観光地特集内に掲載 

      ・発行日 平成28年６月初旬 

      

○「あだち百景」ライター 高橋 茂仁  東京都 

      ・内 容 (タウン情報誌、フリーペーパー）日本遺産と観光列車、スイッチバック

電車  

      ・発行日 平成28年１月新年号 

    

(8) イベントの開催及び支援 

① 高岡桜まつり（主催） 

       平成27年４月１日(水)～４月19日(日)の祭り期間中、古城公園内に立て型ぼんぼり

や吊り型ぼんぼり約730本を飾り付けた 

       また、花見客が多い小竹藪広場にハロゲンライト照明１基を取り付け、ぼんぼりと

ともに夜桜見物の誘客を図った（点灯時間 18:30～23:00） 

・場 所 古城公園一円 

      ・イベント 野点を楽しむ会 ４月４日(土)、５日(日)、11日(土)、12日(日)  

           古城公園見どころ説明  ４月12日(日） 

        高岡民謡唄と踊りの集い ４月12日(日） 

      ・期間中来場者 71,800人（古城公園管理事務所発表） 

 

② 祭り、イベントの支援 

      高岡の主な祭り、イベントのインフォメーション、運営等への協力 

       平成27年４月27日(月)～29日(水･祝) 国宝瑞龍寺春のライトアップ 

           ５月１日(金)      高岡御車山祭 

        ５月15日(金)      伏木曳山祭(けんか山) 

        ７月５日(日)      雨晴海岸海開き 

８月１日(土)～７日(金) 高岡七夕まつり 

        ９月５日(土)・６日(日) 国宝瑞龍寺夏のライトアップ 

９月19日(土)～20日(日) 金屋町楽市inさまのこ 

10月２日(金)～４日(日) 高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」 

       平成28年１月９日(土)～10日(日) 日本海高岡なべ祭り 

           ２月13日(土)～14日(日)  国宝瑞龍寺冬のライトアップ



 

４ 観光客の受け入れ態勢の充実 

   (1) 観光案内所運営事業      【別紙 データ集参照】 

    ① 高岡駅 

     ・案内日数 361日（年末・年始を除く、別紙 データ集 参照） 

     ・時 間 午前９時～午後７時 

     ・体 制 ４名（１日２名体制） 

     ・内 容 観光案内、絵はがき・まち歩きチケット等の販売 

・業務実績 49,586件 (前年41,099) 

               

    ② 雨晴駅  

          ・案内日数 361日（年末・年始を除く、別紙 データ集 参照） 

          ・時 間 午前７時30分～午後５時30分 

     ・体 制 ３名（１日１名体制） 

     ・内 容 観光案内、絵はがき・まち歩きチケット等の販売、レンタサイクルの貸出 

     ・実 績 10,327件 (前年8,347） 

 

    ③ 新高岡駅「新高岡駅観光交流センター」（平成27年３月14日から運営） 

     ・案内日数 365日 

     ・時 間 午前９時～午後８時 

・体 制 ６名（１日３名体制） 

     ・内 容 観光交流センターの管理運営、観光案内、絵はがき・まち歩きチケット・ 

特産品の販売 

・実 績 24,938件 

 

(2) 研修事業 

    ① たかおか観光地学習会（市民対象 新規観光ボランティアガイドの募集・養成） 

     ○第１回 平成27年６月24日(水) 

・内 容 高岡市内観光地の説明、観光ボランティアガイドグループの紹介 

     ・場 所 エルパセオ２階 地区集会室 

・講 師 観光ボランティアガイドグループ５団体 

・参加者 12名 

      

○第２回 平成27年７月８日(水)  

・内 容 現地学習（高岡古城公園・高岡大仏）       

     ・担 当 やまたちばな   

・参加者 16名 

      

○第３回 平成27年７月22日(水) 

・内 容 現地学習（土蔵造りの町並み・高岡御車山会館） 

 

たかおか観光地学習会 



 

・担 当 あいの風・藤グループ 

・参加者 13名 

 

○第４回 平成27年８月５日(水) 

・内 容 現地学習（勝興寺・北前船資料館） 

・担 当 比奈の会 

     ・参加者 11名 

      

○第５回 平成27年８月19日(水) 

・内 容 現地学習（金屋町） 

・担 当 町なみを考える藤グループ       

・参加者 14名 

 

○第６回 平成27年９月２日(水) 

・内 容 現地学習（国宝瑞龍寺・前田利長公墓所） 

・担 当 保与の会       

・参加者 12名 

 

○第７回 平成27年９月16日(水) 

・内 容 講座 高岡市博物館学芸員 仁ヶ竹 氏による日本遺産についての講義 

各観光ボランティアガイド代表による説明会      

・場 所 エルパセオ２階 地区集会室 

・参加者 20名 

  

② おもてなし力アップ講座（市民・観光事業者対象 ホスピタリティの充実） 

・開催日 平成27年12月16日(水) 

・場 所 高岡商工ビル４階会議室 

     ・講 師 公益社団法人日本観光振興協会 常務理事・総合研究所長  

丁野 朗 氏 

     ・演 題 「地域資源活用とストーリー（物語）」 

     ・受講者 57名（観光ボランティアガイド、飲食関係、観光施設従事者） 

   

③ たかおか観光案内人研修会（一般企業・観光事業者対象 市内観光案内実地研修） 

県外からの商談等で訪れる会社関係者等に、担当者自らが観光案内を行えるように

研修会を実施し、研修修了時に、１年間有効の市内観光施設無料パスを発行 

     ○第１回  

・開催日 平成27年６月19日（金）  

     ・場 所 瑞龍寺・高岡大仏・金屋町 

     ・受講者 23名  

 

たかおか観光地学習会 



 

      

○第２回  

・開催日 平成27年11月11日（水）  

     ・場 所 勝興寺・高岡市万葉歴史館 

・受講者 25名 

 

(3) 観光ボランティアガイドによる案内活動 

      高岡を訪れる観光客に観光協会が窓口となり、観光ボランティアガイドグループ（あ

いの風、保与の会、比奈の会、やまたちばな、町なみを考える藤グループ）が観光ガイ

ドを行った。 

【別紙 データ集参照】 

・ガイド件数             1,067 件（前年  595件） 

・観光客延べ人数           32,573 名（前年18,834名） 

     ・ボランティアガイド延べ人数     1,309 名（前年  763名） 

 

(4) 市営駐車場観光バス駐車支援事業 

      観光バスに対して市営駐車場料金を負担することで、県外観光客の誘致と滞在時間

の増大を図った。    【別紙 データ集参照】 

     ・利用台数 中央駐車場(延べ 778台)、御旅屋駐車場(延べ 142台)  

合計 延べ 920台（前年 延べ726台） 

 

(5)「高岡・氷見 海岸絶景！シーサイドレンタサイクル」事業 

      氷見市観光協会と連携し、雨晴と氷見を結ぶ海岸線をサイクリングロードとして位置

づけ、レンタサイクル事業を実施した。 

・雨晴駅観光案内所貸出件数 115台（前年 87台) 【別紙 データ集参照】 

 

   (6) 市内散策者接客サービスの向上 

    ① おもてなしパンフレットスタンドの設置 

１箇所設置（地酒＆ぎゃらりぃ木屋本店）（前年２箇所） 

 

② ウォーキングステーションの開設 

｢コース名：越中一を誇った商都高岡の大動脈 千保川と城下の史跡 町なみを巡る｣ 

        市内観光地等を経由しながらウォーキングを楽しめるよう、日本ウォーキング協会

及び日本市民スポーツ連盟認定のウォーキングステーションとコースを開設 

高岡駅観光案内所をウォーキングステーションとし、コース利用申込とスタンプ押

印の手続きを行う。高岡市のウォーキングコースは約13㎞。 

      

    ③ 主要ガソリンスタンドへのパンフレット配布 

富山県石油業卸組合と協力し、市内幹線道路沿いのガソリンスタンドに観光パンフレ



 

ットを配布した。 

マイカーで訪れる観光客に対し観光情報を提供し、市内滞在時間の増加を図った。 

     ・配布先 36事業所 

     ・配布物 まち歩きマップまわるん、散策絵図ほか 

 

(7) 観光商品の造成及び支援（高岡市着地型旅行商品造成助成金交付事業） 

      着地型観光を推進・開発するための支援助成金 

      高岡市内の旅行業者で、造成旅行商品の出発又は到着地のいずれかが高岡市であり、

市内の有料観光施設または観光サービスが２つ以上含まれた旅行商品を開発した旅行社

へ助成金を交付した 

     

○「日本遺産ストーリー 北陸」   

・実施期間 平成27年６月１日(月)～11月30日(月) 

・販売期間 平成27年６月１日(月)～11月29日(日) 

・開 発 社 ㈲高岡トラベルサービス  

・価  格 27,000円  

      

○「歴史都市 日本遺産のルーツを歩く  

国宝瑞龍寺 総持寺と高岡コロッケ プチ旅行」 

・実施期間 平成27年５月１日(金)～平成28年４月30日(土) 

・販売期間 平成27年５月１日(金)～平成28年４月29日(金･祝) 

・開 発 社 ㈱富山県福祉旅行センター 

・価  格 4,500円（食事つき）  

            

     ○「藤子・Ｆ・不二雄ふるさとめぐりin高岡」 

・実施期間 平成27年５月１日(金)～平成28年４月30日(土) 

・販売期間 平成27年５月１日(金)～平成28年４月29日(金･祝) 

・開 発 社 ㈱富山県福祉旅行センター 

・価  格 5,900円（食事つき） 

 

(8) ＪＲ版着地型旅行商品「駅から観タクン」への協力 

     「駅から観タクン」は、ＪＲを利用して高岡に来て観光目的でタクシーを利用する際に

     割引料金で利用できる商品 

   ・観光協会より絵はがき、パンフレットなどをプレゼント 

・平成25年４月より継続中 

 

 



 

５ 観光に関する調査、研究等 

(1) 観光客動向についての調査研究 

      観光案内所利用者数の推移・ボランティアガイド派遣実績の推移・市営駐車場大型バ

ス駐車の利用状況などから利用者数を把握した。【別紙 データ集参照】 

 

(2) 観光関係団体の育成 

      観光ガイドボランティアグループ、瑞龍寺保存会、国泰寺保存会、高岡の民謡を育て

る会、高岡民謡連合保存会等の事業に協賛した。 

 

６ 高岡フィルムコミッション活動 

    映像を通して高岡を全国に発信していくことを目的として、映画、テレビドラマ、コマー

シャル等のロケーションの誘致活動を展開した。 

    ○ ドラマ「恋仲」 

・内 容  高校時代まで富山で過ごした男女が再開、主人公二人の恋を軸に、高校生

たちのみずみずしい恋愛とヒューマンドラマを描く、感動青春ラブストー

リー 

・撮影日  平成27年６月14日(日)～６月20日(土) 

・出演者  本田翼、福士蒼汰、野村周平 ほか 

・主な撮影場所 高岡市野村地区周辺など 

・公開日  平成27年９月14日(月) フジテレビ系全国放送 

    

○ 旅番組「イチオシ！２泊３日の旅」 

・内 容  毎回異なる出演者が日本全国の風光明媚な観光地や味覚などを２泊３日で

ゆったりじっくりのんびり回りながら人とのふれあいを描いていく 

・撮影日  平成27年９月16日(水)～18日(金) 

・出演者  伊藤ゆかり、園まり 

・主な撮影場所 高岡駅、高岡大仏、金屋町、雨晴海岸など 

・放送日  平成27年10月８日(木) ＢＳ日テレ放送 

 

○ バラエティ情報番組 「朝だ！生です旅サラダ」 

・内 容  ゲストを１人を迎えておすすめ観光地を紹介 

・撮影日  平成27年２月15日(月)～16日（火） 

・出演者  中尾明慶 

・主な撮影場所 金屋町など 

・放送日  平成27年２月27日(土) 朝日放送にて放送 

 

    その他に映画２本、ドラマ３本、バラエティ情報番組15本、CM３本に協力した。 

   

 

「イチオシ！2泊3日の旅」撮影風景 

 



 

【高岡フィルムコミッションの実績状況】 

※富山ロケーションオフィスとの協力分を含む 

 

  

 

 

７ 事務局運営関連事業  

   (1) 事務局運営事務事業 

① 観光協会新規会員の募集強化を図った。 

 

② 観光に関する情報収集、調査、研究を行った。 

   

※参考「新高岡駅観光交流センター」管理運営業務受託について 

    ① 観光情報及び地域情報の提供 

       交流センター内観光案内所に観光ＰＲコーナーを設置。 

周辺観光地を含むＰＲ活動を展開、観光情報の提供及び着地型旅行商品などの販売

を行った。 

     

② 地域の工芸品等の展示及び販売 

     ・県西部地域の伝統工芸品、地場産品を展示・販売 

・高岡のものづくりを周知し、市内関連施設へ誘客を図る 

 

③ 案内業務 

      飛越能の玄関口機能として、飛越能地域の観光について様々な問い合わせに対応 

 

    ④ 主な管理施設 

     ・観光案内所（職員常駐） ９:00～20:00 

     ・ギャラリー「MONONO-FU（もののふ）」 高岡・県西部の工芸品を展示・販売 

     ・バス乗務員休憩室（２階）、待合室、トイレ、コインロッカー 

 

２ その他の事業(他１) 観光関連施設の管理事業 

① 瑞龍寺観光駐車場 

    ②「二上山平和の鐘」 

    ③「二上山平和観音像」  

    ④ 電気自動車充電スポット(次世代自動車充電インフラ整備促進事業） 

     ・平成27年度 高岡市農業センター駐車場に新たに1基整備 

        平成26年度 伏木駅前観光駐車場 

平成25年度 道の駅万葉の里高岡駐車場 

平成24年度 瑞龍寺第一観光駐車場 

年度 H19  20  21  22  23  24  25  26  27  

件数 18  21  9 10 11 9 25  39  23 



 

 

３ その他の事業(他２) 旅行業法に基づく旅行業 

    公共交通機関を活用しながら市内まち歩きが楽しめるように、路線バスや観光施設のフリ

ー利用と喫茶店での飲み物割引券をセットにした観光商品を販売した。 

①［あるきさくる高岡］ 

     ・価 格  750円（特製マップ付） 

・販 売  高岡駅観光案内所、新高岡駅観光交流センター 

・期 間  平成27年４月～平成28年３月 

・実 績  89名（前年91名） 

＜商品特典内容＞  

・高岡市コミュニティバス、加越能バス（100円区間）無料 

・施設入場料無料：鋳物資料館（金屋町）、土蔵造りのまち資料館（山町）、 

重要文化財菅野家（山町） 

・協賛(喫茶店)のコーヒーが100円引き（２杯まで） 

     ・瑞龍寺の拝観料が20％引き 

    

②［あるきさくる高岡（レンタサイクル版）］ 

・価 格   650円 

・期 間  平成27年４月～平成28年３月 

・実 績  35名（前年26名） 

＜商品特典内容＞ 

・高岡市コミュニティバス、加越能バス（100円区間）無料 

・施設入場料無料：鋳物資料館（金屋町）、土蔵造りのまち資料館（山町）、 

         重要文化財菅野家（山町） 

・協賛(喫茶店)のコーヒーが100円引き（２杯まで） 

     ・瑞龍寺の拝観料が20％引き 

  

４ その他の事業(他３):土産品販売およびレンタサイクル貸出事業 

(1) 観光客への土産品の販売 

     ・観光絵葉書、観光パノラマポスター（雨晴海岸）、観光名刺 など 

  

   (2) レンタサイクルの貸出   【別紙 データ集参照】 

     ・高岡駅  1,682件（前年度 1,150件） 

     ・雨晴駅   115件（前年度   87件） 

 

着地型商品「あるきさくる高岡」 


