
 

 

議案第１号 

 

令和２年度 高岡市観光協会 事業報告 

 

Ⅰ 会 議 

    第１回理事会  令和２年５月26日(火)  

・書面理事会 

・令和元年度事業報告並びに収支決算報告について 

・理事候補者の選定について 

・定時社員総会の招集について 

定時社員総会  令和２年６月11日(木)  

           ・高岡商工ビル 802・803会議室 

           ・令和元年度事業報告並びに収支決算報告について 

           ・理事の選任について 

・報告事項：令和２年度事業計画並びに収支予算について 

    第２回理事会  令和２年６月11日(木) 

           ・高岡商工ビル 501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  令和２年６月23日(火) 

           ・書面理事会 

           ・令和２年度(第１次)補正予算について 

第４回理事会  令和２年９月29日(火) 

           ・書面理事会 

           ・令和２年度(第２次)補正予算について 

    第５回理事会  令和３年３月25日(木) 

        ・高岡商工ビル 502会議室 

        ・令和３年度事業計画及び収支予算について 

・令和２年度(第３次)補正予算について 

 

 

Ⅱ 公益目的事業 観光客の誘致および観光の推進事業 

１ 観光プロモーション事業 

   高岡への観光誘客を促進するため、歴史文化、ものづくり、食、絶景などの観光情報の 

 発信を行った。新型コロナ感染症拡大防止のため、リモート方式の説明会に変更、実施。 

 

(1)  旅行会社等へのセールス 

旅行会社を中心に、旅行商品造成部門に高岡市の観光素材の売り込みをリモート方式な 

どで行った。 

 

 



 

 

 期日 名称・関係団体(訪問先) 対象地区 訪問先 

① 10/9(金) 金沢市内観光関係団体(旅行社・宿泊施設) 金沢市 旅行会社など５社（支店） 

② 10/22(木) 高岡・郡上外国人観光客誘致協議会 台湾・高雄 旅行会社20社（造成） 

③ 10/27(火) 富山県首都圏本部東海北陸ブロック観光説明会 
首都圏旅行会社・ 

旅行関係出版社・記者 
首都圏旅行関係40社 

④ 12/1(火) 金沢市内観光関係団体(旅行社・宿泊施設) 金沢市 旅行会社など５社（支店） 

⑤ 12/9(水) 北陸地区オンライン観光商談会(３県合同) 全国 旅行会社 約50社 

⑥ 1/14(木) ANTA中部支部 賀詞交歓会 （富山市内開催） 中部地区 中部支部会員200社 

⑦ 
3/1(月)～

3/2(火) 
インバウンドランドオペレーター商談会 

関西地区インバウン

ドオペレーター 
２日間合わせて14社 

⑧ 3/5(金) 富山県教育旅行誘致委員会オンライン商談会 全国 阪急交通社など４社 

 

(2)観光物産ＰＲ事業 

個人(少人数、グループ旅行客)をターゲットとした誘客促進のため、リモートで高岡の 

観光や物産のＰＲを行った。 

  期 日 名 称 場 所 

①  10/29(木) 富山県観光振興室 観光戦略課 富山県の観光と物産展(仙台) 仙台市「ＪＲ仙台駅」 

 

（3）情報発信事業 

高岡の観光情報をテレビ、雑誌、ホームページなどを活用して全国に発信した。 

① 映像での情報発信（主なもの） 

４月 映画「川っぺりムコリッタ」 

７月 テレビ東京「水バラ(水曜バラエティ)ローカルバスローカル鉄道対決」 

８月 Amazonオリジナル映画「ホームステイ/カラフル」 

10月  読売テレビ 遠くへ行きたい 2533回「秘湯ハンターシリーズ 紅葉の富山へ」 

10月 ABCテレビ「これって私だけ？」 

11月 読売テレビ 遠くへ行きたい 2540回「年末 SP富山・神奈川・宮崎編」 

    

② 雑誌等での情報発信（主なもの） 

長野電鉄バス 路線バス大型バス背面広告 

旅行新聞 「北陸散歩」勝興寺と雨晴地域 体験・和菓子セット商品「高岡雅美」 

ＪＴＢパブリッシング「るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷‘22」 

ＪＡＦ日本自動車連盟 ＪＡＦメイト、ＪＡＦプラス「富山県ドライブスタンプラリー」 

サンデー毎日５月号 カラーグラビア特集 ３Ｐ取材 

「On and OFF 海から立山連峰をあおぐ世界屈指の大絶景」 

     西Navi北陸 ５月号「栄華を今に伝える高岡・伏木」カラーグラビア特集４Ｐ取材 

 

 

 

 



 

 

③ ホームページでの情報発信 

     高岡観光ポータルサイト「たかおか道しるべ」にて、観光情報を提供した。 

  食事クーポン「高岡彩食(さいじき)」の特設ページ整備 

(店舗やメニュー、ジャンルや価格での検索がしやすいように改修した) 

 

④ 企画広告(主なもの) 

 日本列島夕日と朝日の郷づくり協会「日本列島心のふるさと観光展」 

 長野電鉄「路線バス大型バス背面広告」 

 旅行読売5月号「春の高岡さんぽ」カラーグラビア特集１Ｐ取材 

 

 ⑤ 高岡万葉大使による観光ＰＲ 

      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活動に参加した。 

・委嘱期間 ２年間（令和２年４月～令和３年３月） 

・活動件数 ２件(前年度14件)延べ２人(前年23人)（令和２年４月～令和３年３月） 

 

⑥ 高岡観光親善大使(8名委嘱) 

高岡に縁のある著名人等を観光親善大使に委嘱し、高岡をＰＲして頂き、知名度の 

向上を図った。特典付き名刺の配布による観光ＰＲの推進。 

任期 2年（ただし、再任は妨げない） 

       〔高岡市出身者〕 滝田洋二郎（映画監督）、 

炭谷茂(社会福祉法人恩賜財団済生会理事長)、 

〔著名人〕    井沢元彦（作家）、澤田隆治(全日本テレビ番組製作社連盟顧問）、 

               安藤和津(タレント）、有森裕子(スポーツ評論家)、 

三枝成彰(作曲家）、林真理子(小説家） 

 

２ 誘客促進事業 

(1)  新高岡駅を利用した旅行商品造成 

① 新高岡商品開発プロジェクトに合わせ、観光素材の発掘・磨き上げに努めた。 

② 関係団体と連携して、旅行商品造成担当者を招聘し、新たな観光素材を組み入れた旅行 

商品造成依頼を行った。 

  ３/５(金)高岡商工会議所と連携し、「産業観光モニターツアー」を実施した。 

     読売旅行東北、三越伊勢丹ニッコウトラベル、東部トップツアーズ名古屋 ３名。 

③ 高岡市団体旅行誘致促進事業 

コロナ禍における団体旅行客の誘客を図るため、新高岡駅を利用する旅行会社団体ツアーに 

対し、補助要件の緩和と補助金額を拡大し新高岡駅を拠点とする団体旅行客の誘致促進を図っ

た。               (新高岡駅利用+市内観光地を利用した10名以上の団体) 

 

 

 



 

 

・補助制度の周知・宣伝 

         首都圏等大手旅行社を中心に補助制度の周知に努め、新高岡駅の利用促進強化を 

図った。 

  ・補助実績 

          催行本数 495本(前年672本)、延べ来訪観光客数 13,415名(前年23,728名) 

         補助金額 24,750,000円(前年23,070,000円) 

 

(2)  宿泊応援・まちなか回遊促進事業 

     ①「高岡に泊まろう！宿泊応援キャンペーン事業」 

       １万円未満の市内宿泊対象施設の宿泊プランに対し、１人１泊1,000円の補助を実施。 

       令和２年７月１日～令和３年３月31日 延べ 20,876泊  補助金額20,876,000円 

②「高岡おもてなしクーポン券事業」 

   市内宿泊者に対して、宿泊施設にて着地型旅行商品「高岡雅美」「観光施設共通クーポン」「まち 

なか乗り放題1日フリーきっぷ」を贈呈する引換券を発行。高岡駅観光案内所、新高岡駅観光交流 

センター、道の駅雨晴で引換をした。 

令和２年10月１日～令和３年３月31日 「高岡雅美」877枚、「観光施設共通クーポン」869枚、「まち 

なか乗り放題１日フリーきっぷ」805枚引換贈呈。 

 

(3) 観光素材の磨き上げ 

 高岡市特別体験商品造成事業（観光アクティビティ造成） 

① 高岡ならではの特別体験や企画ツアーの提案 

・観光協会と㈱JTBによる共同商品「勝興寺 ならではプラン」の企画作成、JTBイントラネットへの 

掲載、ツアー採用の促進を図った。 

・観光協会と高岡地域地場産業センター、㈱JTBによるオリジナル着地型商品を企画した。 

② 食事クーポン「高岡彩食（さいじき）」のウェブサイト整備 

     ・観光協会ポータルサイト内に特設ページの整備（再掲） 

      店舗やメニュー、ジャンルや価格での検索がしやすいように改修した。 

 

(4) 滞在を促す旅行商品の造成 

   ① 着地型旅行商品の造成・販売 

ア「古地図でめぐる加賀百万石の台所 越中高岡の今昔」 

実施期間：①令和２年４月～令和２年９月の第２・第４土曜日 

          ②令和２年 10 月、11月、令和３年３月の毎週土・日曜日 

徒歩約２時間 30分 

     内  容：「高岡古地図」を片手に、ガイドの案内で藩政期の町筋を巡る 

     料  金：①大人 2,500円 小人 1,800円 

②大人 3,000円、小人 2,300円 

（１名あたり 古地図＆施設共通クーポン付き） 

     実  績：４名（※県民割キャンペーン分含む）(前年 3名) 

     

 

 



 

 

イ「豪商の町・山町筋で「高岡御車山」と伝統工芸を体感する旅」 

実施期間：①令和２年４月～９月末の毎日（月・火・水曜、５/１、５/７除外） 

②令和２年 10月～令和３年３月の毎日（月・火・水曜、年末年始除外） 

     内  容：「高岡御車山会館」見学、山町筋散策、伝統工芸と和菓子を楽しむ 

     料  金：①大人 4,500円 小人 4,000円 

          ②大人 5,000円 小人 4,500円（1名あたり 施設入館料、高岡雅美含む） 

    実  績：４名（※県民割キャンペーン分含む） 

 

 ウ「高岡市内観光施設共通クーポン」 

  実施期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日 

     内  容：市内観光施設 11か所をお得に回れるクーポン券 

      料  金：700円５枚つづり 

販    売：844セット販売(前年 2,566セット販売) 

 

エ「400年の歴史・鋳物師の町『金屋町』の技を体験する旅」 

（JR東日本 びゅう 旅市旅行商品） 

実施期間：令和２年４月１日～令和３年３月 31日 

     内    容：錫のぐい吞みづくり体験→金屋町散策（ガイド付き）→鋳物資料館 見学 

     料    金：6,500円（１名あたり 体験費、ガイド料含む） 

     実  績：４名(前年 19名) 

 

オ「ぐい呑みつくって地酒で乾杯！」 

  実施期間：令和２年４月１日～令和３年３月 31日 

内  容：「錫のぐい吞みづくり」を体験（該当施設：市内４か所）するとクーポンが 

もらえ、市内の居酒屋（該当店舗：４か所）でクーポンを提示すると、「ぐ 

い呑み一杯分」の地酒を無料でいただける。 

  利用件数：20件(前年 187件) 

 

    カ「高岡雅美」 

     実施期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日 

内  容：体験施設５つのうち１つ、和菓子店舗４つのうち２つ選べる。 

料  金：2,000円（１セットあたり） 

      実  績：260セット（※県民割キャンペーン分含む）(前年63セット販売) 

      

    キ「高岡彩食(さいじき)」 

     実施期間：令和２年10月１日～令和３年３月31日 

（クーポン利用期限は令和３年９月30日まで） 

     内  容：高岡の食をお得に選べるクーポン、券種ごとに決まっているメニューの中 

から行きたいお店・食べたいメニューを選んで利用。 

     料  金：1,000円/2,000円/3,000円/5,000円の４券種 

     実  績：全種合計612枚（※県民割キャンペーン分含む） 

 

 



 

 

ク「今話題の錫（すず）で世界に一つの「すずがみ」作り体験」 

     実施期間：令和２年10月１日～令和３年３月31日 

内  容：高岡御車山会館に伝統工芸士が出張して「すずがみ」作り体験をする。 

     説明ガイド付きの会館見学もあわせて行う。 

料  金：大人・小人ともに4,000円（１名あたり 体験費、会館入館料含む） 

      実  績：51名（※県民割キャンペーン分含む） 

 

ケ「高岡まちなか乗り放題１日フリーきっぷ」 

実施期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日 

内    容：新高岡駅から観光地へ行くのに便利なフリー切符 

加越能バスと万葉線が区間内であれば一日乗り放題 

範    囲：バス/新高岡駅～高岡駅～金屋町  万葉線/高岡駅～志貴野中学校前 

料    金：大人500円 子供250円  

利用実績：大人204人 子供８人(前年 大人513人 子供22人) 

     

    コ「浅野総一郎と高峰譲吉のゆかりの地を訪ねて～氷見から庄川・高岡を日帰りで巡る 

旅～」の協力 

主  催：氷見市観光協会 

 内  容：ＪＲ高岡駅集合－氷見市水産センター－氷見浅野総一郎像見学－庄川峡遊 

覧船－庄川あゆ料理－「松楓殿」－「たかしん高峰記念館」－ＪＲ高岡駅－ 

氷見市水産センター解散 

     催 行 日：10月23日(金)・24日(土) 

     

※新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止 

  「高岡御車山祭勢揃い式観覧桟敷席募集」「高岡御車山祭町屋観覧ツアー」 

  

② 着地型旅行商品造成補助金の活用 

市内の観光事業者による着地型旅行商品造成に対して支援する。市内発着の旅行商品 

を企画・催行した団体へ印刷・広告等の費用を補助する。 

〇「まち歩きガイドツアー」おむすび旅行 

・テーマ別まち歩きガイドツアー 

「高岡のソウルフード 昆布を極める」「工房訪問とものづくり体験」など５種の 

テーマ別 

・オリジナルまち歩きガイドツアー 

要望に応じたオリジナルツアーを設定 

   

 

 

 

 



 

 

 ３ 外国人観光客の誘致促進事業 

(1) 高岡・郡上外国人観光客誘致協議会との共同事業 

高岡市、郡上市及び両市の観光関係団体と共同し、台湾からの観光客誘致活動を実施。 

 ① プロモーションセールスとしてリモートによる観光商談会 

   10/22(木)台湾・高雄リモート商談会 旅行社 20社参加 

②「新北市ランタンフェスティバル」出展 

     １/21(木) コロナウイルスで中止。高岡大仏ランタンと宣伝看板は製作。 

ランタンは台湾新北市「三重区体育館ロビー」にて展示。 

              

(2) 外国人誘客のための情報発信 

① 国・県・関係団体等が主催する海外旅行会社・旅行雑誌・ブロガー等の招聘事業に対する 

支援・協力を行った。 

 期 日 名 称 招聘者 

①  10/7(水) 県国際観光課 インバウンド滞在コンテンツ招聘事業 台湾、中国、タイ 

②  
12/2(水)～

12/3(木) 

中部運輸局 香港市場レンタカードライブプロモーション事業 

招聘事業 

香港動画レポーター 

③  2/28(日) 
ドラゴンルート推進協議会 誘客多角化のための魅力的な滞在

コンテンツ事業 本気のバイク道 増客プロジェクト 

国内バイクライダー 

④  
3/1(月)～

3/2(火) 
県国際観光課 国内ランドオペレーター商談会 台湾ほか30社 

   

(3) インバウンドアンケートの実施協力 

とやま観光推進機構が実施する外国人旅行者のアンケートを新高岡駅観光交流センターと 

高岡駅観光案内所で実施した。 

 

４ 各方面からの観光誘致事業 

(1) コンベンション誘致・支援 

県や富山コンベンションビューローなどと連携した学会、全国大会、スポーツ合宿など 

    の誘致活動及び開催支援、市内大規模会議室利用補助 

① 宿泊・会場使用料・有料バス補助に関する実績 

補助件数 11件(前年 16件) 

      補助金額 3,805,550円(前年 4,731,655円) 

    コンベンション参加者 1,435名(前年 8,202名) 

  ② コンベンションタクシー補助の実績  

     補助件数 ０件(前年２件) 

     補助金額 ０円(前年 52,200円) 

 

(2) 会議室等開催支援事業補助 

  新しい生活様式にもとづき高岡市内の会議室を利用した団体へ会議室使用料の 80％の 

補助をする 

実施期間 令和２年 10月１日～令和３年３月 31日 

補助件数 153件 

      補助金額 8,929,541円 

 



 

 

 (2) 修学旅行（教育旅行）の誘致・取組 

    ① 教育旅行検討会等に参加(事務局：とやま観光推進機構) 

    ３/５(金)教育旅行誘致オンライン商談会  

    ３/25(木）教育旅行検討会リモート会議 

 

(3) 広域連携観光客誘致事業 

① 富山県西部地区観光協議会との共同事業 

・オンライン配信事業 自宅でゆっくり旅行気分「おうち deらく旅」 

インターネット上にある観光 PRサイトを利用し、県西部観光情報を掲載。特産品が 

当たるアンケート等を実施することで個人観光客へのＰＲ、認知度アップを図った。 

・ホームページの充実 

      協議会ホームページ「富山ＷＥＳＴ」の充実を図る。 

 

②  飛越能経済観光都市懇談会、金沢・富山県西部広域観光推進協議会、北陸広域観光推進 

協議会、美しい富山湾クラブ等との連携 

 

 ５ 観光客受け入環境の充実 

(1) おもてなし環境の整備事業     

① 観光案内サービスの充実 

ア 高岡駅 案内日数 361日（年末・年始を除く） 

      (新型コロナウイルス感染拡大により４/18(土)～５/24(日)は閉所、電話対応のみ) 

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 

案内実績  15,698件 （前年37,767件）   

    イ 雨晴駅  案内日数 361日（年末・年始を除く） 

                  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、絵はがきの販売 

        案内実績 11,455件 (前年17,619件） 

ウ 新高岡駅「新高岡駅観光交流センター」（2015年３月14日から運営） 

          案内日数 365日 

           (新型コロナウイルス感染拡大により４/18(土)～５/24(日)は閉所、電話対応のみ) 

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、県等観光客動向調査等への協力 

案内実績 4,353件 (前年20,870件） 

 

 

 

 



 

 

    エ 電気自動車(ＥＶ)充電器の維持管理(県外観光客が立寄場所に４基設置) 

      〇瑞龍寺観光駐車場  〇道の駅「万葉の里 高岡」 

      〇高岡市農業センター 〇ＪＲ伏木駅観光駐車場   

 

② 観光案内所等でのおもてなし事業 

・新高岡駅観光交流センターでの「手ぶら観光」の実施 

・外国人観光客のための自動翻訳機（ポケトーク）の配備 

・新高岡駅における観光バス乗務員おもてなし休憩室の管理 

・新高岡駅、高岡駅、雨晴駅にてレンタルサイクル貸出管理 

    

③ 観光関係団体等への研修会・講座の開催 

    ア 高岡観光ボランティアガイド養成講座(一般者対象) 

       観光ボランティアガイドの拡充を図るため、市民から募集、現地研修会等を行った。 

内   容 実施日 場所・講師等 参加者数 

 

現地研修会 11/4(水) 高岡古城公園・高岡大仏 16名 

11/11(水) 金屋町・鋳物資料館 13名 

11/18(水) 山町筋 16名 

11/25(水) 伏木地区 15名 

12/2(水) 瑞龍寺 18名 

12/9(水) ふれあい福祉センター 6名 

  

イ 高岡観光案内人研修(企業担当者対象)  

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。 

11/27(金)高岡市藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー、高岡市北前船資料館、勝興寺 

（前年 山町・金屋周辺観光地） 参加：16名（前年 23名） 

 

    ウ 富山県立高岡商業高校 観光ビジネス班 「高校生観光ガイド」の実施 

       高校生観光ガイドの実践活動をとおして、高岡市内の観光施設や史跡について、 

      観光協会・観光ボランティアガイドと観光客の目線で観光地を案内・説明すること 

により、観光についての課題研究の一環とする。 

       ６月～７月、10月～11月フィールドワーク、研修会 

       11月７日（土）、11月８日（日）父兄、学校関係者対象に現地案内説明の実施 

      11月 19日（木）考査発表会 

参加：高岡商業流通経済科・国際経済科 観光ビジネス班 20名 

 

エ 地域の観光人材のインバウンド対応能力強化研修 

       観光に携わる皆様の外国人に対する対応能力向上を図るため、観光庁監修による 

インバウンド対応能力強化研修会（参加費無料）を開催した。 

場 所：２/26(金)高岡商工ビル 403・405会議室 

 講 師：萩野 慶子 氏、青木 卓志 氏(全国通訳案内士) 

参加者：市内ホテル・旅館、インバウンド対応事業者、ボランティアガイド等 30名 

       



 

 

   オ 観光事業者研修会 

      観光客に接する機会の多い観光関連事業者の方々を対象におもてなしの心をもった 

     接客サービスについて研修会を開催する。 

      場 所：３/11(木)ホテルニューオータニ高岡 ３階万葉の間 

講 師：ホテル日航金沢 チーフコンシェルジュ 小島 久枝 氏 

「これからのおもてなし～コンシェルジュの現場より～」 

参加者：高岡市観光協会会員観光関連事業者 47 名 

  

④ 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 

観光ガイドを実施。 

・ガイド件数              176件（前年    814件） 

・観光客延べ人数          4,481名（前年  23,023名） 

     ・ボランティアガイド延べ人数      289名（前年   1,035名） 

 

⑤ 観光ボランティアガイド団体への支援 

     ・「たかおか観光ガイド連絡協議会」への支援・協力 

       ・観光ボランティアガイド5団体への支援・協力 

 

⑥ 観光関係団体の育成 

     瑞龍寺保存会、大仏奉賛会、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。 

 

(2) 観光客誘致基盤整備事業 

① 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  73台（前年  146台) 

 

   ② 高岡市内レンタサイクル事業 

     末広開発㈱まちづくり事業部の高岡市中心部のレンタサイクル事業に協力した。 

        貸出件数  高岡駅  679台(前年 1,403台） 

              新高岡駅   93台(前年 212台) 

 

(3)観光事業者等の受け入れ 

    ① 旅行会社・マスコミ・関係団体等の取材協力 

    旅行商品造成企画のため高岡を訪問した旅行会社やマスメディアに対し取材先との 

調整や観光施設等の案内を行った。 

       

 



 

 

(主なもの) 

・10/7  富山県観光振興室国際観光課 インバウンド滞在コンテンツ招聘事業 

・10/16 びゅうトラベルツアー 国内旅行素材視察 

・3/10  「サンデー毎日」取材アテンド 

    

  ② 招聘事業 

     映像や印刷物掲載のため取材について経費負担による招聘 

      (主なもの) 

・12/2～12/3  中部運輸局 香港レンタカードライブプロモーション招聘事業 

・2/19       「旅行読売」取材 

・3/5        高岡商工会議所 産業観光モニターツアー招聘事業 

・3/17～3/18  「西Navi」取材 

 

６ イベント事業 

(1)  高岡桜まつり 

・令和２年４月１日(水)～４月12日(日)の祭り期間中、古城公園内に立て型ぼんぼりや 

吊り型ぼんぼりを飾り付けた。花見客が多い小竹藪広場にハロゲンライト照明２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。例年より開花が10日以上早か 

ったため、ぼんぼり点灯は３月中から行った。 

・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、古城公園見どころ説明、高岡民謡唄と踊りの集い等の期間 

中イベントはすべて中止 

・期間中来場者50,000人（前年125,000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 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

祭り・イベント 開催日 

国宝瑞龍寺春のライトアップと門前市 中止 

高岡御車山祭 中止 

伏木曳山祭(けんか山) 中止 

雨晴海岸海開き 神事のみ ７/５(日) 

高岡七夕まつり 中止 

夏の国宝瑞龍寺夜の祈りと大福市 中止 

ミラレ金屋町 ９月 リモート映像  

高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」 
10/２(金)～10/４(日) 

事前収録リモート映像 

日本海高岡なべ祭り 「商店街冬のもてなし鍋」イベントに変更 



 

 

７ フィルムコミッション事業 

     撮影により劇場公開、テレビ等での放送により高岡市の露出を増やし、知名度とイメー 

ジアップに努める。撮影関係者滞在時の交流経済効果を図る。 

映画５本、CM３本、旅番組５本、情報番組２本など 撮影に協力 21件(昨年 29件) 

  ＜主なもの＞ 

・映画「川っぺりムコリッタ」  

  ・読売テレビ「遠くへ行きたい」 

   ・Amazonオリジナル映画「ホームステイ/カラフル」 

   ・ＣＭ 「カジメイク」 

・ＣＭ 「立山酒造」 

 

Ⅲ 収益事業(収益１）観光関連施設の管理事業 

・ 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 再掲） 

      瑞龍寺観光駐車場、道の駅万葉の里高岡駐車場、高岡市農業センター駐車場、伏木駅 

前観光駐車場 

 

Ⅳ 収益事業(収益２) 旅行業法に基づく旅行業（再掲） 

  (1)市内の観光施設をお得に利用できる観光施設共通クーポンを販売した。 

①「高岡市内観光施設共通クーポン」 

    料金：700円 

     ＜商品特典内容＞ 

     ・５枚つづり割引券で施設入館料が割引（対象観光施設11箇所） 

     ・購入者が自由に施設を選択できる 

・実績：844セット 

 

②「古地図でめぐる加賀百万石の台所 越中高岡の今昔」 

期間：①令和２年４月～令和２年９月の第２・第４土曜日 

②令和２年 10月、11 月、令和３年３月の毎週土・日曜日 

料金：①大人 2,500円 小人 1,800円 

②大人 3,000円、小人 2,300円（１名あたり 古地図＆施設共通クーポン付き） 

＜商品特典内容＞ 

・徒歩約２時間「高岡古地図」を片手に、ガイドの案内で藩政期の町筋を巡る 

     ・実績：４名参加（※県民割キャンペーン分含む） 

 

③「豪商の町・山町筋で「高岡御車山」と伝統工芸を体感する旅」 

     期間：①令和２年４月～９月末の毎日（月・火・水曜、５/１、５/７除外） 

②令和２年 10月～令和３年３月の毎日（月・火・水曜、年末年始除外） 

料金：①大人 4,500円 小人 4,000円 

②大人 5,000円 小人 4,500円（１名あたり 施設入館料、高岡雅美含む） 



 

 

＜商品特典内容＞ 

・「高岡御車山会館」見学、山町筋散策、伝統工芸と和菓子を楽しむ  

・実績：４名（※県民割キャンペーン分含む）  

 

④「高岡雅美」 

     期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日 

料金：2,000円 

＜商品特典内容＞ 

・市内手作り体験5施設から1つ、和菓子４店舗から2つ選んで楽しめる商品 

（当日申込可能） 

      ・実績：260セット 

 

⑤ 「高岡彩食(たかおかさいじき)」 

     期間：令和２年10月～令和３年３月（クーポン利用期限は令和３年９月30日まで） 

料金：1,000円/2,000円/3,000円/5,000円 全4券種 

＜商品特典内容＞ 

・高岡の食をお得に選べるクーポン、行きたいお店・食べたいメニューを選んで利用 

      ・実績：全種合計612枚 

 

⑥ 「400年の歴史・鋳物師の町『金屋町』の技を体験する旅」 

（JR東日本 びゅう 旅市旅行商品） 

期間：令和２年４月１日～令和３年３月 31日 

料金:6,500円 

＜商品特典内容＞ 

     ・錫のぐい吞みづくり体験→金屋町散策（ガイド付き）→金屋町で昼食 

     ・実績：４名参加 

 

⑦ 「今話題の錫（すず）で世界に一つの「すずがみ」作り体験」 

期間：令和２年 10月～令和３年３月 

料金：大人・小人ともに 4,000円 

＜商品特典内容＞ 

     ・高岡御車山会館に伝統工芸士が出張して「すずがみ」作り体験をする。 

      説明ガイド付きの会館見学もあわせて行う。 

     ・実績：51名（※県民割キャンペーン分含む） 

 

   ⑧「高岡まちなか乗り放題１日フリーきっぷ」 

料金:大人500円 子供250円  

＜商品特典内容＞ 

・新高岡駅から観光地へ行くのに便利なフリー切符 

加越能バスと万葉線が区間内であれば一日乗り放題 

     ・区間範囲：バス/新高岡駅～高岡駅～金屋町  万葉線/高岡駅～志貴野中学校前 

・実績:大人204人 子供８人 

 



 

 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止 

  「高岡御車山祭勢揃い式観覧桟敷席募集」 「高岡御車山祭町屋観覧ツアー」 

 

Ⅴ 収益事業(収益３) 土産品販売およびレンタルサイクル貸出事業 

(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(再掲)    

     ・高岡駅   679台(前年度 1,403件） 

     ・新高岡駅    93台(前年度 212件) 


