平成 30 年度
Ⅰ

会

高岡市観光協会

事業報告

議
第１回理事会

平成30年5月18日(金)
・高岡商工ビル

501会議室

・平成29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30年6月5日(火)
・高岡商工ビル

403・405階会議室

・平成29年度事業報告並びに収支決算報告について
・平成30年度事業計画並びに収支予算について
・理事・監事の選任について
第２回理事会

平成31年3月27日(木)
・高岡商工ビル

501会議室

・平成31年度事業計画及び収支予算について

Ⅱ

事

業

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に
努めた。

(1) 旅行会社へのセールス
新高岡商品開発プロジェクトの旅行会社を中心に、旅行商品造成部門に高岡市及び富山県西
部地区の観光素材の売り込みを行った。
期

日

関係団体

地

区

訪問先

① 4/19(木)～20(金)

高岡観光発信会

首都圏・仙台営業訪問

旅行会社8社（造成）

② 5/24(木)～25(金)

とやま観光推進機構

関西圏営業訪問

旅行会社8社（造成）

③ 5/29(火)～30(水)

とやま観光推進機構

首都圏営業訪問

旅行会社8社（造成）

④ 6/6(水)～7(木)

とやま観光推進機構

中京圏営業訪問

旅行会社8社（造成）

⑤ 6/14(木)～15(金)

高岡観光発信会

関西圏営業訪問

旅行会社11社（造成）

⑥ 7/25(水)

富山県西部地区

関西圏キャラバン

旅行会社7社（店頭）

⑦ 7/26(木)～27(金)

高岡観光発信会

中京圏営業訪問

旅行会社8社（造成）

⑧ 9/26(水)～27(木)

高岡観光発信会

首都圏・仙台営業訪問

旅行会社8社（造成）

⑨ 10/3(水)～4(木)

JTB協定旅館ホテル連盟

「食のとやま」中京キャラバン

JTB系旅行会社（店頭）

⑩ 10/9(火)～10(水)

とやま観光推進機構

関西圏営業訪問

旅行会社9社（造成）

⑪ 10/23(火)～24(水)

とやま観光推進機構

首都圏営業訪問

旅行会社8社（造成）

⑫ 11/6(火)～7(水)

とやま観光推進機構

中京圏営業訪問

旅行会社9社（造成）

⑬ 11/20(火)～22(木)

３社合同キャラバン

首都圏キャラバン

JTB、近ツ、日旅23社（店頭）

⑭ 11/26(月)～27(火)

新高岡利用促進ＰＲ

首都圏大手旅行社訪問

旅行会社8社（造成）

⑮ 11/21(水)～22(木)

高岡観光発信会

中京圏営業訪問

旅行会社13社（造成）

⑯ 12/6（木）～7（金） とやま観光推進機構

関西教育旅行出向宣伝

旅行会社8社（教育造成）

⑰ 1/18(木)～19(金)

高岡観光発信会

首都圏営業訪問

旅行会社10社（造成）

⑱ 2/8(金)

北陸広域観光推進協

北陸地区観光商談会（東京）

商談会参加旅行会社（造

議会
⑲ 2/21(木)～22(金)

成）48社

高岡観光発信会

関西圏営業訪問

旅行会社9社（造成）

(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、各地に出向いて高岡の観
光や物産のＰＲを行った。
期

日

名

称

場

新商品展示会での観光ＰＲ

所

①

4/6(金)～7(土)

三協立山㈱

静岡県 ツインメッセ静岡

②

4/28(土)

美女平駅県内観光ＰＲ

立山町「美女平駅」

③

5/4(金)

となみチューリップフェア交流都市観光Ｐ

砺波市 チューリップ公園

Ｒ・物産展
④

5/26(土)

鉄道のまち大宮

⑤

6/2(土)～3(日)

金沢百万石まつり

石川県 金沢市「金沢城公園」

8/26(日)

ＪＡＦフェスティバル

石川県 のとじま水族館

9/20(木)～21(金)

JR東日本 北陸観光キャラバン

千葉県 JR柏駅

「かにを食べに北陸へ！」

茨城県 JR水戸駅・JR土浦駅

⑥

鉄道ふれあいフェア

埼玉県 さいたま市「鐘塚公園会場」

⑦

9/28(金)～29(土)

〃

東京都 JR品川駅

⑧

10/19(金)～20(土)

〃

長野県 JR長野駅

⑨

11/17(土)～18(日)

北陸新幹線沿線都市市民交流物産フェア

群馬県 高崎市慈光通り

⑩

11/22(木)

県西部地区観光プロモーション

岐阜県 高山市中橋公園

⑪

1/10(木)

冬の観光キャンペーン

石川県 金沢市「NHK金沢支局」ほか

日本海高岡なべ祭り

等のＰＲ
⑫

3/30(土)

県西部地区観光プロモーション

石川県 JR金沢駅北口コンコース

（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 テレビでの情報発信（主なもの）
5/7 ＮＨＫ総合「鶴瓶の家族に乾杯」
5/26 朝日放送「朝だ！生です旅サラダ」
9 月 民放各社「大人の休日倶楽部ＣＭ」
9/19ＮＨＫ総合「さらさらサラダ」
9/25 読売テレビ「旅プラ」
9/29 テレビ東京「おしゃべりな銅像㊙ストーリー」
10/17 阪急交通社鹿児島「北陸グルメ紀行３日間」
1/5 ＮＨＫ総合土曜ドラマ「母帰る～ＡＩの遺言」

など

② 雑誌等での情報発信（主なもの）
週刊文春11/1 「ぶらりわが街 大人の散歩」
週刊現代12/29 「冬の富山を味わう」
西ナビ 4月号

「高岡をつくった前田利長」

旅行読売3月号 「歴史薫る手仕事のまち 高岡」（誌面募集モニターツアー）
大人の休日倶楽部会員誌

「運河に石畳、風情ある富山の町を旅する」

中国旅行誌「旅日」
「るるぶ富山･立山黒部 '20」
北陸新幹線まるごと沿線ガイドマップ タブロイド紙広告
旅行新聞「北陸散歩」

など

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。
④ 交通広告
「小田急線」新宿～箱根間

車内ステッカー、1年間掲示(2018/10/1～2019/9/31)

「京浜急行」品川～新逗子間

車内ステッカー、1年間掲示(2018/8/1～2019/7/31)

「都営地下鉄浅草線」泉岳寺～浅草押上
「長野電鉄バス」市内循環路線バス

車内ステッカー、1年間掲示(2018/8/1～2019/7/31)

バス車体広告、1年間掲示(2018/5/27～2019/5/26)

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活動に参加する。
・委嘱期間

2年間（平成29年8月～令和元年7月）

・活動件数

14件(前年度19件)

延べ19人(前年26人)（平成30年4月～平成31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
を図る。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(現環境省顧問)
〔著名人〕

井沢元彦（作家）、澤田隆治（全日本テレビ番組制作社連盟顧問）、
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 旅行雑誌と連携して、新たな観光素材を組み入れたモニターツアーを実施した。

3月23日（土）旅行読売「誌面募集モニターツアー」
(2) 団体旅行誘致促進事業を活用しての誘客
① 高岡市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を図った。(新高岡駅利用+市内観光地利用をした10名以上の団体)
② 補助制度の周知・宣伝
首都圏等大手旅行社を中心に出向宣伝を実施し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。
③ 補助実績
催行本数

647本(前年454本)、延べ来訪観光客数

補助金額

25,156,000円(前年17,604,000円)

26,157名(前年18,749名)

(3) 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
A「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:2018 年 4/28(土)～11 月 24 日(土)の第 2・第 4 土曜日

20 名参加

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： 2,000 円（古地図＆施設共通クーポン付き）
催行： 高岡市観光協会
B「観光ボランティアガイドと行く

万葉故地めぐり日帰りの旅」

実施期間:2018年10/6(土)～10月7日(金) 各日バス１台
内容:

29名参加

高岡市万葉歴史館～越中国分寺(車窓)～氣多神社・大伴神社～つまま公園～ 磯はな
び(昼食)～雨晴海岸・道の駅雨晴～高岡市気象資料館～二上山万葉ライン

料金： 5,500円
催行：高岡市観光協会
C「高岡御車山勢揃い式観覧席」
実施期間: 2018年5/1(火)
内容:
料金:

ユネスコ無形文化遺産「高岡御車山祭」勢揃い式を観覧席にて見学
1,000円

観覧団体：

クラブツーリズム、両備バス、高岡トラベルサービス

D「高岡市内観光施設共通クーポン」
市内観光施設をお得に回れるクーポン券
価格 600 円
2,823 セット販売(前年 2,008 セット販売)
E「富山湾鮨」
（団体向け）
市内 4 店舗で団体旅行客を受け入れ
利用件数 188 件(前年 196 件)
利用人数

7,326 名(前年 6,669 名)

計 95名

F「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 びゅうの旅行商品）
実施期間:2018 年 10 月～2019 年 3 月

11 名参加

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
料金： 7,200 円
催行： 高岡市観光協会
G「食のとやま」
（JTB の旅行商品）
市内のホテルに宿泊のお客様に「居酒屋セット」を特典として提供する。
利用件数： 44 件
H「ぐい呑みつくって地酒で乾杯！」
錫のぐい吞みづくり体験のお客様に、市内の居酒屋でぐい吞み一杯分の地酒を無料で提供す
る。
利用件数 156 件（2018 年 2 月～2019 年 3 月）

② 着地型旅行商品造成補助金の活用
地元の観光事業社による着地型旅行商品造成に対して支援する。
「MYぐい吞みで楽しむ富山３大美酒ツアー」の商品造成にかかる広報経費の一部を補助
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
➀「台湾セールス事業」
11/12(月)～11/16(金) 台湾 台北・台中・台南(高雄)の旅行会社を訪問。訪問社 20 社
郡上市観光連盟、高岡、郡上観光関連団体同行
②「香港セールス事業」
2/12(火)～2/15(金)

香港 九龍市および近辺の旅行会社を訪問。訪問社 15 社

(2) 外国人誘客のための情報発信
① 国・富山県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
期
①

日

4/28(土)

名

称

富山湾サイクリングツアー商品造成台湾旅行社

場

所

高岡大仏、瑞龍寺

招聘事業
②

5/26(土)～7(日)

中国国内雑誌

和幸

取材招聘事業

鋳物製造工程、瑞龍寺ほか

③

8/20(月)

東京都・北陸三県連携フランステレビ招聘事業

大仏、雨晴海岸ほか

④

9/4(火)

欧米旅行会社招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

⑤

9/4(火)

韓国メディア招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

⑥

9/7(金)

フランスメディア招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

⑦

9/12(水)

韓国旅行会社招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

⑧

10/22(月)

中国パワーブロガー招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

⑨

10/25(木)

インドネシア・マレーシア旅行会社招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

⑩

10/27(土)

台湾パワーブロガー招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

⑪

11/28(水)

中国旅行会社招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

⑫

12/5(水)

香港ツアーコーディネーターアテンド・意見交換

市内観光地

⑬

12/13(木)

香港ブロガー招聘事業

市内観光地

⑭

1/23(水)

中国旅行社招聘事業

市内観光地

⑮

3/17(日)

タイ観光プロモーション招聘事業

瑞龍寺、大仏、雨晴海岸ほか

② 昇龍道プロジェクト推進協議会、ドラゴンルート推進協議会への参加・協力
3/7(木)「ドラゴンルート推進協議会 ハーレーダビットソン本社幹部社員招聘事業」
招聘者 12 名
訪問先 雨晴海岸、金屋町、海鮮問屋柿の匠
(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について、新高岡駅観光交流センタ
ーと高岡駅観光案内所でも取り扱うこととした。
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
① 宿泊・会場使用料・有料バス補助に関する実績
補助件数
27 件(前年 20 件)
補助金額 5,600,907 円(前年 5,592,892 円)
コンベンション参加数 7,610 名(前年 8,582 名)
②コンベンションタクシー補助の実績
補助件数
2 件（前年 0 件）
補助金額 251,760 円（前年 0 円）
③ 「国際ＭＩＣＥ(マイス)エキスポ」での誘致活動
2/28(木) 場所：東京都「国際フォーラム」
(2) 修学旅行（教育旅行）の誘致
① 教育旅行検討会等に参加(事務局：とやま観光推進機構)
7/11(水) 第１回教育旅行誘致検討会 県民会館 705
11/13(水) 第 2 回教育旅行誘致検討会 県民会館 706
②「北陸３県修学旅行エクスカーション『意見交換会』」
8/23(木)

場所：石川県七尾市「のと楽」

③「関西教育旅行出向宣伝」
12/6(木)～12/7(金)

関西方面教育旅行取扱旅行社担当者訪問。訪問社

8社

とやま観光推進機構、県内観光関係団体同行
④「首都圏教育旅行出向宣伝」
2/14(木)～2/15(金)

関東方面教育旅行取扱旅行社担当者訪問。訪問社

とやま観光推進機構、県内観光関係団体同行
⑤「北陸三県修学旅行説明会」

場所：東京メトロポリタンホテル

8社

(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
・観光素材の開発セミナー
10/22(月) 金沢の旅行会社（4 社）への観光素材説明と意見交換
（日本旅行・ＪＴＢ・びゅうトラベル・クラブツーリズム・近畿日本ツーリスト）
11 月 県西部 6 市の観光素材の現地視察
・出向宣伝 10/14(日)「新湊カニかに海鮮白えびまつり」
11/22(木)「高山市 高山陣屋前中橋公園出向宣伝」
3/30（土）
「金沢駅出向宣伝」
② 飛越能経済観光都市懇談会、金沢・富山県西部観光推進協議会、北陸広域観光推進協議会等と
の連携事業
(4) 大型クルーズ船の受け入れ
富山県、高岡市、関連企業等との連携のもと、クルーズ船の乗客や乗組員のおもてなしに努めた。
① 「ＭＳＣスプレンディダ」伏木万葉ふ頭寄港
5/8(火)入港
観光案内ブース設置(ふ頭)
ウイングウイング前広場にて観光案内ブース設置
ふ頭から高岡駅前までシャトルバスの運行
② 「飛鳥Ⅱ」伏木万葉ふ頭寄港
8/23(木)入港
観光案内ブース設置(ふ頭)
ウイングウイング前広場にて観光案内ブース設置

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）

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
イ 雨晴駅

案内日数

40,438件 (前年40,939件)

件数

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・まち歩きチケット等の販売、レンタサイクルの貸出

案内実績

16,578件

(前年15,710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

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

23,203件

(前年24,649件）

エ 電気自動車(ＥＶ)充電器の維持管理(市内に４基設置)
② 観光案内所等でのおもてなし（新規）
・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
・雨晴駅ホームにウェルカムボード「ようこそ雨晴へ！」を設置
③ 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、広く市民から募集、現地研修会等を行った。
内容
活動説明会

現地研修会

講義

実施日

場所・講師等

参加者数

6/13(水)

エルパセオ会議室

24名

6/27(水)

古城公園・大仏

19名

7/11(水)

金屋町・鋳物資料館

19名

7/25(水)

山町筋

19名

8/8(水)

伏木地区

15名

8/22(水)

瑞龍寺

18名

9/5(水)

福岡

13名

9/19(水)

ふれあい福祉センター

8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
11/14(水) 伏木・雨晴周辺観光地 参加 20 名（前年 23 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
・観光客延べ人数
・ボランティアガイド延べ人数

978 件（前年

902件）

29,861名（前年 24,528名）
1,181名（前年

1,082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」立ち上げへの支援・協力
・
「観光ボランティアガイド北陸大会in高岡」への支援・協力
⑥ 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、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 市営駐車場観光バス駐車支援事業
駐車場

延べ台数

(前年)

中央駐車場

527台

（712台）

御旅屋駐車場

77台

（108台）

合計

604台

（820台）

② 「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

127台（前年 161台)

③ 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

1,749台（前年 1,572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
旅行会社やマスメディアに対し、また、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。
5/15(火)クラブツーリズム第 2 国内ツアー造成担当者視察
5/21(火)ＪＴＢ本社課長視察
6/1(金)クラブツーリズムパートナーズ会北陸連合会
6/3(日)クラブツーリズム金沢視察
7/6(金)ＪＴＢコーポレートセールス
9/2(日)ＪＴＢロイヤルロード視察
9/18(火)ＮＨＫ総合テレビ
9/19(水)信越放送ラジオ電話インタビュー
10/3(水)【招聘事業】週刊文春 路面電車特集
10/9(火)ＪＡＬ機内放映用ＤＶＤ
10/10(水)信越放送取材
10/12(金)旺文社コトリップ
10/21(日)～10/23(火)【招聘事業】週刊現代招聘 8Ｐ特集
12/3(月)旅行読売編集長取材
12/20(木)～12/21(金)【招聘事業】旅と鉄道 あだち百景
2/25(月)ＪＲ西日本フリーペーパー「西ナビ」
3/8(金)日本旅行社員研修
3/23(土)旅行読売・読売旅行【招聘事業】「誌面募集モニターツアー」
② 招聘事業
映像や印刷物掲載のための取材について経費負担による招聘
5/26(土)～27(日)中華系雑誌「和華」中国国内向け日本紹介旅行雑誌 2 名
10/3(水) 週刊文春「路面電車の旅」１名
10/14(日)～16(火) 中華系ＷＥＢ番組「呉暁波チャンネル」中国国内向け大手 WEB 番組 2 名

10/21(日)～23(火) 講談社週刊現代編集部 巻頭カラー8 ページ 3 名
11/3(土) クラブツーリズム第二国内 商品造成素材視察 1 名
11/25(日)～26(月) 博報堂ケトル 大手広告代理店博報堂の子会社 15 名
2/25(月) ＪＲフリーペーパー「西Ｎａｖｉ」編集部(京阪神エルマガジン社)
源義経伝説を追う 3 名
3/16(土)～17(日) 中華系新聞「大紀元時報」 中国国外中華系新聞 3 名
3/23(土)～3/25(月) 旅行読売 モニターツアー密着同行 編集長１名

６ イベント事業
(1) 高岡桜まつり（主催）
・平成30年4月1日(日)～4月15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。
・点灯時間 18:30～23:00
・場

所

・イベント

古城公園一円
野点を楽しむ会

4/7(土)、8(日)、14(土)、15(日)

古城公園見どころ説明4/8(日）、高岡民謡唄と踊りの集い4/8(日）
・期間中来場者

119,500人（前年132,500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

4/29(土)～5/1(月)

高岡御車山祭

5/1(月)

伏木曳山祭(けんか山)

5/15(月)

雨晴海岸海開き

7/1(日)

高岡七夕まつり

8/1(水)～8/7(火)

夏の国宝瑞龍寺夜の祈りと大福市

8/11(土)～9/12(日)

ミラレ金屋町

9/22(土)～9/23(日)

高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」

10/5(金)～10/7(日)

日本海高岡なべ祭り

1/12(土)～1/13(日)

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 7 本、テレビドラマ 2 本、ＣＭ3 本、旅番組 2 本、などの撮影に協力 32 件(昨年 34 件)
・映画「おわら風の盆」
・映画「君は月夜に光り輝く」
・ドラマ「母帰る～ＡＩの遺言」
・ＣＭ JR 東日本 大人の休日倶楽部
・ＣＭ 富山第一銀行
・ＣＭ 北陸電力

Ⅲ

その他の事業（他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）
高岡市農業センター駐車場、伏木駅前観光駐車場、道の駅万葉の里高岡駐車場
瑞龍寺第一観光駐車場に設置

Ⅳ その他の事業(他２) 旅行業法に基づく旅行業
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］
・価

格

600円

・期

間

平成30年4月～平成31年3月

＜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

2,823セット販売（前年2,008セット販売）

② 「万葉故地めぐり 日帰りの旅」(再掲)
10/6(金)～10/8(日) 万葉関連の施設をめぐるツアー。 価格 5,500 円 2 日間合計 29 名
③ 「古地図でめぐる加賀百万石の台所 越中高岡の今昔」
価格 2,000 円

11 日間設定 20 名

④ 「高岡御車山祭」桟敷席 1,000 円 旅行社ツアーのみ販売 99 名

Ⅴ 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
(2) レンタサイクルの貸出
・高岡駅

1,749件（前年度

1,572件）

・雨晴駅

127件（前年度

161件）

など

