
 

平成 29年度 高岡市観光協会 事業報告 

 

Ⅰ 会 議 

    第１回理事会  平成29年5月19日(金)  

・高岡商工ビル 501会議室 

・平成28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 

 第２回理事会  平成29年6月7日(水)  

           ・高岡商工ビル 403会議室 

           ・会長、副会長、専務理事の選任について 

定時社員総会  平成29年6月7日(水)  

           ・高岡商工ビル 403・405階会議室 

           ・平成28年度事業報告並びに収支決算報告について 

           ・平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

           ・理事・監事の選任について 

    第３回理事会  平成30年3月27日(火) 

        ・高岡商工ビル 501会議室 

        ・平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）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 新高岡駅利用促進・個人旅行客誘客事業 

 個人旅行客誘客促進のための周知宣伝 

(1) 出向宣伝事業 

個人(少人数、グループ旅行客)をターゲットとした誘客宣伝強化のための出向宣伝。 

  関東信越地域への一般消費者が利用する大型ショッピングセンターや新幹線沿線都市で物産 

観光展等の出向宣伝事業。 

   ①「春の観光キャンペーン 瑞龍寺ライトアップ」 

     4/21(金) 場所：石川県金沢市「北陸朝日放送」ほか 

②「長野ほっとパル」 

     4/22(土)～4/23(日) 場所:長野県長野市「エムウェーブ」 

   ③「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」 

5/27(土) 場所:埼玉県さいたま市「鐘塚公園会場」 

     ④「金沢百万石まつり」 

       6/3(土)～6/4(日) 場所:石川県金沢市「金沢城公園」 

     ⑤「大人の文化祭」 

       6/17(土)～6/18(日) 場所:長野県長野市「エムウェーブ」 

     ⑥「高岡市『高岡の日』観光ＰＲ」 

       6/30(金) 場所：東京都港区虎ノ門「新虎マーケット虎ノ門ヒルズアトリウム」 

     ⑦「じゃんとこい魚津まつり 山 鉾 屋台フェスティバル」 



 

       8/5(土)  場所：富山県魚津市「魚津道の駅蜃気楼 特設ステージ」 

⑧「大宮駅構内出向宣伝」 

       10/13(金) 場所:埼玉県さいたま市「大宮駅構内コンコースイベントスペース」 

     ⑨「チーム新高岡 金沢出向宣伝」 

       11/7(火) 場所:石川県金沢市「金沢駅コンコース」 

     ⑩「富山県・岐阜県観光物産フェアin三軒茶屋」 

       12/2(土)～12/3(日) 場所:東京都世田谷区「三軒茶屋ふれあい広場」 

 2018年⑪「冬の観光キャンペーン 日本海高岡なべ祭り」 

      1/11(木) 場所：石川県金沢市「NHK金沢支局」ほか 

     ⑫「ふるさと祭り東京 観光ＰＲ」 

       1/15(月)～1/17(水) 場所:東京都文京区「東京ドーム フィールド特別会場」 

     ⑬「長野 イオンモール佐久平 出向宣伝」 

       2/2(金)～2/3(土) 場所：長野県佐久市「イオンモール佐久平 セントラルコート」 

      

(2) 首都圏および新幹線沿線の地下鉄車内広告の掲載 

    ①「都営地下鉄 新宿線」 １両 座席上部に8枚、6か月継続掲出(2017/8/21～2018/2/20) 

    ②「都電 荒川線」全車両 15秒動画を放映、7か月継続掲出(2017/10/1～2018/4/30) 

    ③「都営地下鉄 浅草線」 210両に1枚ずつ、2か月継続掲出(2017/12/4～2018/2/1) 

    ④「横浜市営地下鉄」   18両に1枚ずつ、12か月継続掲出(2017/10/5～2018/10/4) 

    ⑤「ＪＲ巣鴨駅構内デジタルサイネージ」3柱6面65インチモニターに5か月継続掲出 

                               (2017/11/1～2018/3/31) 

⑥「長電バス 大型プリント」掲出先：長野電鉄バス車体広告(市内循環路線バス１台) 

 

(3) 着地型旅行商品の企画・造成 

   多様化する旅行ニーズに応えるため、市内でのまち歩き等の商品を充実拡充。 

    ①「高岡御車山祭の御車山行事を満喫する２日間」(受託販売)   

    実施期間:2017年4/30(日)～5/1(月)  ※当日雨天により中止 

    内容: 1日目 高岡駅集合～金屋町～山町、御車山見学～夕食～瑞龍寺ライトアップ見学 

         2日目 高岡駅集合～関野神社～御車山会館～大仏～御車山曳揃～解散 

     料金： 宿泊なし 10,000円 

         宿泊付  19,000円 

     催行： とやま観光推進機構、高岡市観光協会 

    ②「伏木けんか山(かっちゃ)観覧と日本遺産のまち高岡を散策」(受託販売) 

 実施期間:2017年5/15(月) 24名参加 

    内容: 高岡駅集合～市内見学(金屋町、山町、御車山会館、瑞龍寺)～夕食(富山湾鮨)～ 

        「伏木けんか山祭」桟敷席にて見学～高岡駅解散 

     料金： 市内見学なし(桟敷席で見学のみ) 4,000円  7名 

         市内見学付            9,800円 17名 

     催行： とやま観光推進機構、高岡市観光協会 

③「地元ガイドと歩く高岡鋳物発祥の地『金屋町』＆錫クラフト体験 お抹茶＆お菓子付き」



 

(受託販売) 

 実施期間:2017年4/1(土)～9月30日(土)の火曜・木曜を除く日 

    内容: 金屋緑地公園集合～金屋町見学、錫オリジナルアクセサリー作り体験、お抹茶と

お菓子休憩 

    料金： 3,300円 

     催行： とやま観光推進機構、高岡市観光協会 

④「高岡市万葉歴史館研究員と行く 万葉故地めぐり日帰りの旅」 

 実施期間:2017年10/6(金)～10月8日(日) 各日バス１台 65名参加(3日間) 

    内容: 高岡市民体育館集合～二上万葉ライン～勝興寺～つまま小公園～昼食(磯はなび)

～雨晴海岸～十二町潟水郷公園～高岡市美術館～高岡市民体育館解散 

    料金： 3,500円 

     催行：高岡市観光協会 

     ⑤「高岡市内観光施設共通クーポン」 

      実施期間：平成29年4月～平成30年3月＜商品特典内容＞ 

      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）で購入者が自由に施

設を選択できる 

      価格：600円 

実績：2,008セット販売 

      

(4) 旅行会社等への訪問宣伝事業 

   旅行会社の商品造成担当者へ訪問宣伝を行い、高岡への旅行商品造成につなげる。東京、大阪、 

名古屋の都市圏、新幹線沿線都市の旅行代理店を重点的に訪問する。 

 

【旅行会社】 

   ①「首都圏出向宣伝」 

     4/27(木)～4/28(金) 首都圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 9社 

     とやま観光推進機構、県内観光関係団体同行 

   ②「関西出向宣伝」 

      5/23(火)～5/24(水) 関西圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 8社 

      とやま観光推進機構、県内観光関係団体同行 

   ③「中京出向宣伝」 

          6/1(木)～6/2(金) 中京圏旅行会社商品造成担当者訪問。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「長野・高崎方面営業訪問」 

      6/27(火)～6/28(水) 長野市・高崎市旅行会社商品造成担当者訪問 訪問社 10社 

      高岡観光発信会、市内観光関係団体同行 

   ⑤「東京・関東圏方面営業訪問」 

      7/27(木)～7/28(金) 東京および関東圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 10社 

      高岡観光発信会、市内観光関係団体同行 

   ⑥「名古屋・中京圏方面営業訪問」 



 

      8/24(木)～8/25(金) 名古屋および中京圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社10社 

高岡観光発信会、市内観光関係団体同行 

⑦「大阪・関西圏方面営業訪問」 

      9/28(木)～9/29(金) 大阪および関西圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 10社 

      高岡観光発信会、市内観光関係団体同行 

⑧「関西圏出向宣伝」 

          10/12(木) 関西圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 4社 

      とやま観光推進機構、県内観光関係団体同行 

   ⑨「中京・関西キャラバン出向宣伝」 

     10/16(月)～10/18(水) 中京・関西圏のＪＴＢ系旅行社訪問。訪問社 15社 

      ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟富山支部会員、県内観光関係団体同行 

   ⑩「首都圏出向宣伝」 

     10/17(水)～10/18(木) 首都圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問者 10社 

      とやま観光推進機構、県内観光関係団体同行 

   ⑪「中京圏出向宣伝」 

     10/24(火)～10/25(水) 中京圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 9社 

とやま観光推進機構、県内観光関係団体同行 

   ⑫「東京方面営業訪問」 

     10/26(木)～10/27(金) 東京・関東圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 10社 

高岡観光発信会、市内観光関係団体同行 

     ⑬「大阪方面営業訪問」 

       12/21(木)～12/22(金) 大阪・関西圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 9社 

        高岡観光発信会、市内観光関係団体同行 

  2018年⑭「東京方面営業訪問」 

       1/18(木)～1/19(金) 東京・関東圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 10社 

        高岡観光発信会、市内観光関係団体同行 

     ⑮「大阪方面営業訪問」 

       2/21(水)～2/22(木)  大阪・関西圏旅行会社商品造成担当者訪問。訪問社 9社 

        高岡観光発信会、市内観光関係団体同行 

 

【教育旅行(修学旅行)】 

⑯ 教育旅行検討会等に参加(事務局：とやま観光推進機構) 

      5/30(火) 第 1回教育旅行誘致検討会 県民会館 703 

      10/31(火) 第 2回教育旅行誘致検討会 県民会館 705 

⑰「北陸３県修学旅行フェア」 

8/3(木) 場所：東京都豊島区「ホテルメトロポリタン池袋」 

⑱「北陸３県修学旅行フェア2017」 

        8/29(火) 場所：富山県立山町「立山国際ホテル」 

  ⑲「富山県教育旅行観光企画説明会および意見交換会」 

    10/17(火) 場所 東京都千代田区「日本橋とやま館 富山はま作」 

   ⑳「関西教育旅行出向宣伝」 



 

     12/6(水)～12/7(木) 関西方面教育旅行取扱旅行社担当者訪問。訪問社 6社 

とやま観光推進機構、県内観光関係団体同行 

2018年㉑「首都圏教育旅行出向宣伝」 

     2/14(水)～2/15(木) 関東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 

 

  (5) ポスター・パンフレット(チラシ)等の作成 

   イベントや出向宣伝で配布することで個人旅行客への周知を図る。 

   ①「高岡散策絵図 駅からちょっと町歩き」    Ａ３版 ２色 70,000部 

   ②「高岡観光カレンダー」                   Ｂ２版 ４色    400部 

   ③「観光絵はがき」                         ４種  ４色  2,000部  

   ④「雨晴オリジナルポスター」                  Ａ２版  ４色  1,000部 

   ⑤「高岡散策絵図 港の町」                   Ａ３版  ２色 20,000部 

   ⑥「高岡市コンベンション補助制度紹介チラシ」  Ａ４版 ４色  2,000部 

     ⑦「ユネスコ企画旅行チラシ」          Ａ４版 ４色  3,000部 

   ⑧「高岡市内観光施設共通クーポン券」          ４色  5,000枚 

    「高岡市内観光施設共通クーポン説明チラシ」  Ａ４版 ４色  20,000枚 

   「高岡市内観光施設共通クーポンポスター」    Ａ４版 ４色    40枚 

     ⑨「万葉故地めぐり旅チラシ」           Ａ４版  ４色 1,000部 

     ⑩「ボランティア観光ガイド養成講座募集チラシ」 Ａ４版  ４色 1,000部 

  

(6) 団体旅行誘致促進事業 

       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、新幹線の利用促 

進強化を図った。 

       ③ 補助実績 

          催行本数454本(前年210本)、延べ来訪観光客数18,749名(前年7,667名) 

         補助金額17,604,000円(前年7,120,000円) 

 

  ２ 高岡の観光素材周知宣伝活用事業 

    「高岡御車山祭の御車山行事」のユネスコ文化遺産認定や「加賀前田家ゆかりの町人文化が花咲 

くまち高岡 ― 人、技、心 ― 」日本遺産認定、「大伴家持生誕1300年記念事業」など、観光 

  資源となる素材を磨き熟成させ観光促進・誘客に結びつくよう周知宣伝活動に活用した。 

    ①「ユネスコ文化遺産認定記念 名刺台紙」 200ケース(20,000枚) 作成 

 

 

 

３ 北陸新幹線利用促進事業 



 

  富山県・高岡市等が実施する北陸新幹線関連事業との連携 

  ・新高岡駅の利用人数増大を図るため富山県、とやま観光推進、高岡市および各団体との諸事業で  

  の参画協力を行った。 

   

(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 29年 4月 21日(金) 全体会議（高岡商工ビル 502） 

      7月 13日(木) 北陸新幹線沿線都市民間交流会議・懇親会 

            (群馬県高崎市ホテルメトロポリタン高崎) 

   ②事 業 平成 29年 8月 11日(金)「新高岡駅お出迎えキャンペーン」 新高岡駅構内 

                 9月 4日(月)～9月 6日(水)                      

                   「北陸新幹線 仙台直通便 お出迎えイベント」 

                                            新高岡駅構内 

 (2) 新幹線沿線都市での高岡市イベント出向宣伝 

    北陸新幹線沿線都市やイベントにおいて、高岡市ブースを出展し、パンフレット配布、ゆるキ 

ャラ出演、ＤＶＤ放映などを実施し高岡への誘客促進ＰＲを行った。 

    ①「高岡市『高岡の日』観光ＰＲ」 

       6/30(金) 場所：東京都港区虎ノ門「新虎マーケット虎ノ門ヒルズアトリウム」 

②「大伴家持1300年記念 誘客キャンペーン」 

       8/5(土)～8/6(日) 場所：群馬県高崎市・渋川市 各駅構内 

    ③「大宮駅構内出向宣伝」(再掲) 

       10/13(金) 場所:埼玉県さいたま市「大宮駅構内コンコースイベントスペース」 

        ④「長野 イオンモール佐久平 出向宣伝」 

       2/2(金)～2/3(土) 場所：長野県佐久市「イオンモール佐久平 セントラルコート」 

  

(3) 旅行会社への出向宣伝(再掲) 

   新高岡駅の利用促進・誘客のため、大手旅行会社等を訪問し、団体旅行誘致促進事業（観光バ

スインセンティブ）の補助制度の活用を呼びかけるとともに、「ユネスコ無形文化遺産登録」・「富

山湾鮨」等の観光素材を紹介し、旅行商品企画の造成・催行要請などを行った。 

  

(4) 観光関連団体・地域交通関連団体・旅行会社等商談会へ参加・ＰＲ活動 

   県・旅行会社等が主催する旅行商談会へ赴き高岡市の観光ＰＲ・旅行誘致を実施 

①「クラブツーリズムパートナーズ会北陸地域交流部総会 商談会」 

      6/22(木) 場所:石川県金沢市 ホテル日航金沢 

②「クラブツーリズムパートナーズ会年次総会 商談会」 

      7/3(月) 場所：東京都新宿区「新宿京王プラザホテル」 

出向宣伝③「ふるさと全国県人会まつり」 

      9/9(土)～9/10(日) 場所：愛知県名古屋市中区「久屋大通公園エンゼル広場」 

    ④「北陸３県合同北陸地区観光商談会」 

     9/29(金) 場所：東京都豊島区「ホテルメトロポリタン池袋」 

    ⑤「観光フォーラム大阪」 

     10/11(水) 場所：大阪府大阪市淀川区「メルパルク OSAKA」 

    ⑥「阪急国内旅行推進協力会 商談会」 

     11/15(水) 場所：富山県富山市「オークスカナルパークホテル」 

2018年⑦「国際ＭＩＣＥ(マイス)エキスポ」 



 

     2/28(水) 場所：東京都新宿区「京王プラザホテル」 

 

(5) 「新高岡商品開発プロジェクト」による旅行商品造成と旅行会社への出向宣伝 

  ①「新高岡商品開発プロジェクト」の発足 

      10/26(木) キックオフ会議 場所:ホテルニューオータニ高岡 

②「新高岡駅利用促進ワーキングチーム結成」 

      10/31(火) 県西部６市の観光協会で結成  

    ③「旅行会社による勉強会と現地視察」 

     12/4(月)、12/5(火) 

 

４ 観光客の誘致活動 

(1) 外国人観光客(インバウンド)誘致事業 

 高岡・郡上外国人観光客誘致協議会との協同事業 

  ①「台湾セールス事業」 

    7/17(月)～7/22(金) 台湾 台北・台中・台南(高雄)の旅行会社を訪問。訪問社 30社 

   郡上市観光連盟、高岡、郡上観光関連団体同行 

  ②「台湾セールス事業」 

   11/20(月)～11/24(金) 台湾 台北・台中・台南(高雄)の旅行会社を訪問。訪問社 32社 

   郡上市観光連盟、高岡、郡上観光関連団体同行 

2018年③「香港セールス事業」 

     2/26(月)～3/2(金)  香港 九龍市および近辺の旅行会社を訪問。訪問社 15社 

  ④「台湾インフルエンサー招聘(ファムトリップ)事業」※富山県と協議会との合同事業 

     3/5(土)～3/8(木)  高岡市・郡上市の観光視察および宿泊。招聘者 ブロガー2名 

   郡上市観光連盟、高岡市観光協会同行 

 

 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 

  ①「ミシュラングリーンガイド記者招聘事業」 

   4/20(木)～4/21(金) 「ミシュラングリーンガイド」関係記者の視察。招聘者 1名 

        高岡市観光協会同行 

②「ＪＮＴＯ(日本政府観光局)中国旅行社招聘事業」 

   5/25(木) 中国人旅行会社、メディア関係者の観光視察。 

招聘者 旅行会社 3名、メディア 2名 

           高岡市観光協会同行 

  ③「富山県外国人ツアーコーディネーター等招聘事業」 

   6/23(金) 中国、台湾、香港、シンガポール、マレーシアの旅行添乗員の観光視察。 

        招聘者 7名  高岡市観光協会同行 

  ④「富山県台湾旅行社招聘事業」 

   7/14(金) 台湾大手旅行社「雄獅旅行社」商品造成担当者の観光視察。招聘者 2名 

        高岡市観光協会同行 

  ⑤「富山県韓国旅行社招聘事業」 

   8/28(月) 韓国大手旅行社「ロッテ観光」商品造成担当者の観光視察。招聘者  1名 

        高岡市観光協会同行 

  ⑥「北陸・岐阜連携欧米誘客促進招聘事業」 

   9/13(水) アメリカ、イタリア、フランス旅行会社商品造成担当者の観光視察。 

        招聘者 3名 高岡市観光協会同行 

   ⑦「富山県台湾メディア招聘事業」 



 

   10/13(金) 台湾大手旅行社「東南旅行社」商品造成担当者の観光視察。招聘者 1名 

        高岡市観光協会同行 

  ⑧「富山県韓国メディアブロガーモニターツアー招聘事業」 

   10/24(火) 韓国メディア関係者の観光視察。招聘者 3名 

        高岡市観光協会同行 

  ⑨「富山県欧米系インバウンドメディア等サイクリングツアー招聘事業」 

   11/3(金) イタリア、フランス、イギリスのメディア関係者の観光視察。招聘者 5名 

        高岡市観光協会同行 

  ⑩「富山県韓国メディア招聘事業」 

   11/10(金) 韓国大手旅行社「ハナツアー」商品造成担当者の観光視察。招待者 2名 

        高岡市観光協会同行 

  ⑪「富山県マレーシア・インドネシアメディア招聘事業」 

   12/9(土) マレーシア・インドネシアメディア関係者の観光視察。 招聘者 5名 

        高岡市観光協会同行 

2018年⑫「富山県中国メディア招聘事業」 

  1/15(月) 中国メディア関係者の観光視察。 招聘者 2名 

         高岡市観光協会同行 

               

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 

 ①「ドラゴンルート推進協議会 台湾バイクツーリング招聘事業」 

   4/11(火) 台湾バイカー富裕層の観光視察。招聘者 1名  高岡市観光協会同行 

 ②「ドラゴンルート推進協議会 タイ ユーチューバ―招聘事業」 

   10/24(火) タイ有名アイドルユーチューバ―の撮影。招待者 5名 高岡市観光協会同行 

 

外国人観光客(インバウンド)関連事業 

 ①「姉妹都市 フォートウェーン訪問団 観光交流会」 

   5/21(日) アメリカフォートウェーンからの行政関係者訪問。2名 

   「道の駅万葉の里高岡 『かざくら』」 高岡市観光協会同席 

 ②「ＪＩＣＡ(青年海外協力隊)ベトナムエリート 青年研修・講義・現地視察」 

   7/26(水) ベトナム官僚候補、企業幹部候補人材の現地研修会。13名 

   高岡市ウイングウイング 男女平等推進センター 

   高岡市観光協会職員による観光現状講義および市内観光施設案内 

2018年③「香港セールスコーディネーターとの意見交換」 

     1/10(水) 香港現地コーディネーターからの現地情報説明および意見交換。8名 

     高岡御車山会館会議室 

     県観光戦略課、市観光交流課、高岡市観光協会同席 

 ④「駐日外国人外交団による地方視察ツアー」 

   1/17(水) 大使館関係者の地方視察。地方との情報意見交換。 17名 

   ホテルニューオータニ高岡「鳳凰の間」   

    県観光戦略課、市観光交流課、高岡市観光協会同席 

  ⑤「外国人観光客おもてなし研修会」 

    1/22(月) 外国人の動向に精通した国際交流員による研修会。30名 

    ふれあい福祉センター 高岡市観光協会同席 

  ⑥「香港インバウンド講演会」 

     2/6(火) 香港大手旅行会社「ＥＧＬツアーズ」の袁社長による講演 40名 

    富山国際会議場 県観光戦略課、富山市観光課、高岡市観光協会同席 



 

  ⑦「小松空港 タイ特別チャーター便団体ツアーお出迎え」 

    2/23(金) タイからのチャーター便ツアー客へのインセンティブと挨拶。260名 

    万葉線ドラえもんトラム 瑞龍寺 高岡大仏 高岡市観光協会職員による出迎え 

  ⑧「富山県香港インバウンドカフェ」 

    3/12(月) 香港現地コーディネーターからの状況説明および意見交換。20名 

    県民会館 

県観光戦略課、富山市観光課、高岡市観光協会同席 

 

 (2) 観光ＰＲおよび宣伝事業(再掲) 

  三大都市圏等の旅行会社、旅行マスコミなどに対する出向宣伝、観光説明会の実施 

北陸新幹線沿線各市への出向宣伝 

  高岡市、高岡商工会議所等関係機関および「高岡観光発信会」等観光関連事業団体との連携によ 

る出向宣伝 

 ①「古城公園桜まつり観光ＰＲ」 

   4/16(日) 花見客に市内観光パンフレットを配布 6名 

   高岡古城公園小竹藪広場 北口駐車場側入口 

 

 「とやま観光推進機構」主催による観光宣伝・説明会への参加(再掲) 

 

  北陸道、東海北陸道沿線の高速道路サービスエリアでの広報宣伝活動への参加 

  ①「高岡地区広域圏事務組合ウェルカムイベント」 

    7/23(日) 県西部 3市の担当者がショッピングセンターでの観光宣伝  10名 

小矢部・三井アウトレットパーク１階 イベント広場 

   ②「高岡地区広域圏事務組合ウェルカムイベント」 

     12/17(日) 県西部 3市の担当者が新幹線駅構内での観光宣伝 10名 

     新高岡駅 駅構内  

   

  「日本橋とやま館」における企画展への参加(再掲) 

 

  地元企業と連携した観光宣伝ＰＲの開催(静岡) 

  ①「三協立山㈱ 新商品展示会への出展」 

   4/7(金)～4/8(土) 大手企業の大型展示会(来場約 2,000人)での観光宣伝・物販販売 2名 

   静岡県静岡市「ツインメッセ静岡」 

   高岡市観光協会職員参加 

 

(3) 観光情報の提供・発信 

  マスメディア等を使った情報発信およびインターネット(ＳＮＳ)による情報発信 

  ①4/5(水) 高岡ケーブルテレビ収録 「高岡桜まつり」 

  ②4/6(木) ＮＨＫ名古屋収録「おもてなし中部」 

  ③4/18(火) 北日本放送ラジオ出演「瑞龍寺ライトアップ+春の観光ＰＲ」 

  ④7/25(火) 韓国・チャンネルＪ取材「駅地下食堂 金屋町・鋳物の町の鋳物工場」 

  ⑤9/1(金) 信越放送収録「高岡と高岡大仏」 

  ⑥9/12(金) ロケーションジャパン取材「孤独のグルメ」 

  ⑦9/27(水) ＮＨＫ収録「おもてなしリターンズ」 

  ⑧10/27(金)富山テレビ収録「わがまま 気まま 旅気分」 

  ⑨11/8(水) BS-TBS撮影「きときと手帖」 



 

  ⑩11/9(木) ふくい南青山 291「東海北陸ブロック情報提供会」 

  ⑪11/8(水) ＴＢＳ収録「北陸紀行」 

  ⑫11/29(水)・2018年 1/9(火)～1/10(水)ＮＨＫworld 「ＲＡＫＵ☓ＧＯ」 

  ⑬11/30(木)・12/21(木)テレビ朝日収録「ふらり旅 いい酒 いい肴」 

  ⑭12/6(水)テレビ東京撮影「よごごじＤａｙｓ」 

    

(4) コンベンション誘致支援 

 コンベンションの誘致、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 

  補助件数 20件(前年 25件) 

    補助金額 5,592,892円(前年 7,545,850円) 

  コンベンション参加数 8,582名(前年 8,401名) 

 

 (5) 広域連携 

① 富山県西部６市との連携（富山県西部地区観光協議会） 

    出向宣伝 「ＪＲ横浜駅 びゅうプラザ横浜駅出向宣伝」 

          10/3(火)～10/5(木)  

「びゅうプラザ横浜駅」にてブース設置、観光ＰＲ、観光相談。 

 場所：神奈川県横浜市 ＪＲ横浜駅  

    高岡市、射水市、南砺市、高岡市観光協会、南砺市観光協会同行 

「新湊カニかに海鮮白えびまつり」 

10/22(日) 場所：射水市海老江「新湊漁港特設会場」 

     射水市、射水市観光協会、高岡市観光協会 

          「日本橋京橋まつり諸国往来市」(台風接近のため中止) 

           10/22(日)場所：東京都中央区日本橋 1丁目付近 

                 高岡市観光協会、南砺市観光協会 

          「高山陣屋前中橋公園出向宣伝」 

        2018年 3/24(土) 場所：高山市川原町中原公園 

   ② 高岡地区広域圏（高岡・氷見・小矢部）(再掲) 

     出向宣伝「高岡地区広域圏事務組合ウェルカムイベント」 

         7/23(日) 県西部 3市の担当者がショッピングセンターでの観光宣伝  10名 

場所：小矢部・三井アウトレットパーク１階 イベント広場 

          「高岡地区広域圏事務組合ウェルカムイベント」 

          12/17(日) 県西部 3市の担当者が新幹線駅構内での観光宣伝 10名 

          場所：新高岡駅 駅構内  

   ③ その他  

         5/4(木)となみチューリップフェア観光ＰＲ 

         5/27(土)天皇・皇后植樹祭新高岡駅で歓迎 

          

(6) 大型クルーズ船の受け入れ態勢の充実 

  富山県、高岡市、関連企業等との連携、受け入れ体制の充実 

   ① 「飛鳥Ⅱ」伏木万葉ふ頭寄港  

・5/9(火) 船内にて寄港地紹介デスク設置・観光案内 

・5/10(水) 観光案内ブース設置(ふ頭） 

・6/25(日) 観光案内ブース設置(ふ頭) 

   「ダイヤモンド・プリンセス」伏木万葉ふ頭寄港 



 

     ・4/24(月) 観光案内ブース設置(ふ頭・市中心部) 

     (10/24(土) 台風の影響で寄港中止) 

 (7) 観光大使等を活用した事業 

  ①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。 

・選考日 7/8(土) 

・委嘱期間 2年間（平成29年8月～平成31年7月） 

・活動件数 19件(前年度21件) 延べ26人(前年35人)（平成29年4月～平成30年3月） 

② 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） 

 

(8)イベント事業 

① 高岡桜まつり（主催） 

      平成29年4月1日(土)～4月16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 古城公園一円 

     ・イベント  野点を楽しむ会 4/8(土)、9(日)、15(土)、16(日)  

           古城公園見どころ説明4/9(日）、高岡民謡唄と踊りの集い4/9(日）、4/16(日) 

     ・期間中来場者 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 

        

 

・ 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、再

掲) 

        

中部運

輸局所

管の「

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 7/2(日) 

高岡七夕まつり 8/1(火)～8/7(月) 

夏の国宝瑞龍寺夜の祈りと大福市 9/2(土)～9/3(日) 

金屋町楽市inさまのこ 9/23(土)～9/24(日) 

高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」 10/6(金)～10/8(日) 

日本海高岡なべ祭り 1/13(土)～1/14(日) 



 

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(再掲) 

(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 

 

５ 高岡市内着地型旅行商品の造成・活用 

(1)旅行商品(平成 29年 4月～平成 30年 3月) ※()は前年実績 

① 「まち歩きクーポン」(6/6より「高岡まち巡りオトクパス」に名称変更) 

        市内観光施設、公共交通と喫茶店飲物割引がセットになったクーポン付き商品 

         価格 900円(レンタサイクル版は 800円)、利用者合計 329名 (259名) 

歩き 260(187)、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ 69(72) 

②［高岡市内観光施設共通クーポン］ 

      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 

価格600円 2,008セット販売 

   ③ 「富山湾鮨」 利用件数 196件(213件)   利用人数 6,669名(7,147名) 

④ 「駅から観タクン」 

      ＪＲの利用客について、観光タクシー料金を割引  価格 7,100円（高岡 2時間コース）  

   ⑤ 「富山おトクーポン」 

      新幹線を利用し高岡を訪れた観光客を対象に配布（無料クーポン付） 

   ⑥ 「駅からガイドウォーク」価格 1000円（2時間） 8件(3件)、21名(16名) 

   ⑦  「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 3,500円 3日間合計 65名 

   ⑧ 「ユネスコ無形文化遺産登録特別企画 高岡御車山祭の御車山行事を満喫する 2日間」(再掲) 

     4/30(日)～5/1(月) 宵祭から本祭勢揃いまで 価格 10,000円 ※雨天中止    

   ⑨ 「食のとやま」支援事業 

⑩ 「珠洲市連携レンタカー」助成事業 

⑩ 「ぐい呑み作って地酒で乾杯！」  

       

 (2) 誘客促進ツール等の活用 

① 富山おトクーポン 40,000枚発行・配布 

② 新幹線車内サービス誌「トランヴェール」誌面に高岡市記事広告を掲出 

 

６ 観光事業者等受け入れ 

 (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。 

   ①6/6(火)「ＪＲ東日本営業本部視察」 瑞龍寺 

   ②9/11(月)「大手旅行社(ＪＴＢ)店舗社員向け現地視察研修」 

③9/14(木)「福井県観光振興課 新高岡駅交流センター視察」 

   ④10/27(金)「ＪＲ大人の休日倶楽部造成担当者視察」 

   ⑤11/15(水)「阪急交通社国内旅行推進協力会視察」 



 

   ⑥11/24(金)「富山県観光振興広域推進委員会合同視察会」 

   ⑦12/4(月)～12/5(火)「新高岡プロジェクトチーム現地視察会」 

2018年⑧1/19(金)「日本旅行商品造成部門社員視察」 

⑨1/30(火)「ＪＴＢ旅館ホテル富山支部現地研修」 

   ⑩3/7(水)「日本旅行観光説明会」 

 

  (2)招聘  

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 

   ①2018年 1/6(土)～1/7(日) 

    講談社ＢＣ月刊誌「おとなの週末」編集部 招聘 

    ２０１８年４月号掲載 

   ②2018年 2/21(水)～2/22(木) 

    ＪＲフリーペーパー「西Ｎａｖｉ」編集部(京阪神エルマガジン社) 招聘 

    ２０１８年４月号掲載 

 

 (3) その他インターネット活用や旅行雑誌掲載等での情報発信 

     国宝瑞龍寺、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などのイベントについて全国に情報発信した。 

① 屋外掲出物(再掲) 

・「都営地下鉄内ステッカー広告」ほか 

② 出版物等 

・「るるぶ富山･立山黒部 '18～'19」 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 

     ・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 広告 

③ ＳＮＳ 

      ホームページ、ウェブサイトでの幅広い高岡の観光情報の提供、ブログ等により最新の 

情報発信に努め利用促進を図った。 

７ フィルムコミッション事業 

   映画 4本、テレビ旅番組 7本、テレビドラマ 2本、ＣＭ2本などの撮影に協力(34件) 

  ・映画「ナラタージュ」 制作ザ・フール 配給 東宝 アスミックエース 

   松本潤、有村架純など  10/7全国公開 

   ・ドラマ「日本をゆっくり走ってみたよ」 制作ザ・ワークス 配給 アマゾンプライム 

    濱田岳、本仮屋ユイカなど 公開中 

   ・旅番組「太田和彦 ふらり旅 いい酒 いい肴」 制作・配給 ＢＳイレブン 

    太田和彦が全国の居酒屋を紹介 

         

 

 

 

８  観光客受け入れ態勢の充実 

(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 

業務実績 40,939件 (前年40,556) 

    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・まち歩きチケット等の販売、レンタサイクルの貸出 

         実 績 15,710件 (前年15,224） 

ウ 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、県等観光客動向調査等への協力 

実 績 24,649件 (前年23,780） 

    エ 電気自動車(ＥＶ)充電器の維持管理(市内に４基設置) 

② 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 

   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 実施日 場所・講師等 参加者数 

活動説明会 6/14(水) エルパセオ会議室 26名 

現地研修会 6/28(水) 古城公園・大仏 20名 

7/12(水) 金屋町・鋳物資料館 15名 

7/26(水) 山町筋 15名 

8/9(水) 伏木地区 15名 

8/23(水) 瑞龍寺 20名 

講義 9/6(水) ふれあい福祉センター 17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 

10/13(金) 高岡駅周辺観光地 参加 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            902件（前年 1,011件） 



 

・観光客延べ人数        24,528名（前年 28,818名） 

     ・ボランティアガイド延べ人数   1,082名（前年  1,247名） 

 

(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 

      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。  

駐車場 のべ台数 ()前年 

中央駐車場 712台 （773台） 

御旅屋駐車場  108台 （99台） 

合計   820台 （872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 161台（前年 124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 1,572台（前年1,758台） 

  

10 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。 

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、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。 

 

11 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 

② 観光に関する情報収集 

 

Ⅲ 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） 

        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 

    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［高岡まち歩きクーポン］ (6/6より「高岡まち巡りオトクパス」に名称変更) (再掲) 

     ・価 格  900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29年4月～平成30年3月 

・実 績  260名（前年187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）、高岡御車山会館 

・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［高岡まち歩きクーポン高岡（レンタサイクル版）］ 

(6/6より「高岡まち巡りオトクパス」に名称変更) (再掲) 

・価 格   700円 

・期 間  平成29年4月～平成30年3月 

・実 績  69名（前年72名） 

＜商品特典内容＞ 

・高岡市コミュニティバス 

・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）、高岡御車山会館 

・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 

   ③［高岡市内観光施設共通クーポン］ 

     ・価 格 600円 

     ・期 間 平成29年4月～平成30年3月 

     ・実 績 2,008セット販売 

     ＜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 

 

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 など 

    (2) レンタサイクルの貸出    

     ・高岡駅  1,572件（前年度 1,758件） 

     ・雨晴駅    161件（前年度  124件） 


