
 

平成２７年度事業報告書 

 

 霧島市観光課の「平成２７年の霧島市の観光動向」によると、平成２２年、２３年は宮崎県での

口蹄疫の発生、新燃岳の噴火の影響で宿泊者が減少し、平成２４年、２５年は九州新幹線の開業効

果等により前年を上回り、平成２６年、２７年は前年割れしている状況となっています。平成２７

年は桜島や硫黄山の火山活動の活発化でマスコミの全国的な報道による影響と北陸新幹線の開業に

より北陸金沢方面へ観光の目が向いたことに加えて宿泊施設の閉館などが原因と考えられます。 

 平成２７年の霧島市の宿泊者数の詳細を見ると鹿児島県内からの入込数（構成比）が２３０,９６

９人（２４．５％）で鹿児島県外（外国人を除く）が６０１,４５５人（６３．７％）で、外国人が

１１０,９３２人（１１．８％）となっています。外国人宿泊者数は平成２３年から毎年二ケタの増

加となっており、平成２７年は、台湾からの入込数（構成比）が４５,８６２人（４１．３％）とな

っており、韓国が２６,３９８人（２３．８％）、香港が２０,１６１人（１８．２％）、中国が７,２

７２人（６．６％）となっています。 

 このような状況にあることから、当協会は平成２７年度におきまして、龍馬とお龍が霧島を訪れ

て１５０年目にあたり第２０回を迎えた龍馬ハネムーンウオーク in霧島で、外国人の参加者を増や

すことを目的に鹿児島県内の国際交流員をモニターツアーに招待し、ウオーク体験や龍馬情報等を

SNSで情報発信をしていただきました。また、クールジャパンとして「和」の文化が見直されてき

ている中で、日本固有の神社であり、本殿造営３００年を迎えた霧島神宮を和服を着て参拝する「和

服で参拝、ぶらり霧島神宮。」の事業をスタートいたしました。それから、台湾の台南市関子嶺温泉

と徳重会長が会長を務め、当協会が事務局を務めているいざ霧島キャンペーン実行委員会とで協定

書を締結し、相互の交流を図ることとなりました。さらに、当協会のHPを英語、韓国語、繁体語、

簡体語に対応できるように多言語化するとともに、スマートフォンに対応するシステムを構築する

など外国人観光客の受け入れ体制の整備を進めています。 

 それから、霧島の温泉を宣伝するために平成２６年から実施している「きりしまゆ旅」は、国立

公園霧島指定８０周年記念事業実行委員会で実施した第１弾の事業を平成２７年はいざ霧島キャン

ペーン実行委員会が引き継ぎ、この事業の番付認定業務並びに HPによる情報発信等の事務処理を

当協会事務局で行いました。また、いざ霧島キャンンペーン実行委員会で平成２７年度から新たに

スタートしたきりしまゆ旅第２弾の番付認定業務並びにHPによる情報発信等の事務処理も当協会

事務局で行っています。この事業は平成３０年３月３１日までの事業となっています。 

これらの事業以外にも平成２７年度は、霧島市や観光関係団体等との連携を図り、観光客の誘致

促進事業、受入体制の整備事業等を実施いたしましたので、次の通り報告いたします。 

 

【公益目的事業会計】 

 

１ 観光客の誘致促進事業 

（１）観光イベントの開催事業 

  ①第２０回龍馬ハネムーンウオーク in霧島の実施（主管：龍馬ハネムーンウオーク実行委員会） 

   幕末、土佐の坂本龍馬と妻お龍が日本で最初の新婚旅行に訪れてから、平成２８年で１５０ 



年目を迎え、大会も２０回目になることから、記念事業として開催した。 

    ・期 日  平成２８年３月１９日（土）・２０日（日） 

     ３月１９日 花はきりしま菜の花コース（距離約１１ｋｍ） 参加者数 １,３７０人 

                              （前年参加者数 １,１３０人） 

           隼人・天降川コース（距離約１６．５ｋｍ） 参加者数 ７９０人 

                             （前年参加者数 ５２０人） 

     ３月２０日 霧島温泉コース（距離約１０ｋｍ） 参加者数 １,４９０人 

                         （前年参加者数 １,２２０人） 

           犬飼中津川コース（距離約２３．５ｋｍ） 参加者数 ６３０人 

                            （前年参加者数 ５９０人） 

              ※参加者総数 ４,２８０人（前年参加者総数 ３,４６０人） 

   ○龍馬来訪１５０年記念、第２０回記念事業 

 ・プレ大会「龍馬ハネムーンロードを歩こう」 

期 日  平成２７年１１月２１日（土）・２２日（日） 

内 容  １１月２１日（土）  参加者人数 ４２人 

浜之市港～隼人塚～鹿児島神宮～日当山温泉公園～松永～大茶樹園 

～和氣神社（距離約２０ｋｍ） 

           １１月２２日（日）  参加者数 ５１人 

高千穂河原～高千穂峰～高千穂河原～霧島神宮～霧島市観光案内所 

（距離約１０ｋｍ） 

・新婚さんに記念写真と特産品の進呈 

 新婚参加組数  ４８組（前年参加組数 ２２組） 

・インバウンドの取り組み 

 ＪＪＫ㈱日本観光手配センターに台湾エージェントへ旅行商品の企画提案及びバスの 

助成事業を提案したが、実施に至らなかったことから、鹿児島県内の国際交流員を対 

象に SNSによる情報発信を目的にモニターツアーを実施した。 

  期 日  ３月２０日（日） 

  コース  鹿児島中央駅～ハネムーンウオーク（霧島温泉コース）～霧島神話の里 

公園（昼食）～「和服で参拝、ぶらり霧島神宮。」の体験～塩浸温泉龍馬 

公園～鹿児島中央駅 

  参加者数 ９名（台湾、中国、韓国、アメリカ等） 

・かごしま春の３大ウオーク（いぶすき菜の花マーチ、南さつま海道鑑真の道歩き、龍馬 

ハネムーンウオーク in霧島）３コース制覇者への開催地特産品プレゼント 

  ３コース制覇人数  １６４人 

・おもてなし感謝祭の実施 

  ２０回目を記念してこれまでハネムーンウオークに協力いただいたおもてなし個人 

団体等に対して感謝状の授与を行った。 

 期 日   ２月１５日（月） 

 場 所   国分公民館３階 大会議室 

 表彰数   ９９個人団体 



    ・龍馬来訪１５０年記念焼酎のプレゼント 

       全参加者を対象に霧島市内で製造されている焼酎を１５０本抽選でプレゼントを実 

施した。 

  ②第１４回霧島さんろくグラウンドゴルフ大会の実施 

    ・期 日  平成２７年９月２９日（火）・３０日（水） 

    ・場 所  霧島市霧島 霧島ロイヤルホテルグラウンドゴルフ場 

    ・参加者数 ３０５人（定員 ３２０人） 

    ・宿泊者数 ９４人（前年 ７６人） 

  ③第１０回天孫降臨霧島祭の実施（主管：天孫降臨霧島祭実行委員会） 

   霧島地域の郷土芸能である霧島九面太鼓と霧島神楽を核とした公演を実施した。 

    ・第１８回南九州神楽まつり   期 日  平成２７年８月２９日（土） 

         ※雨天のため中止 

    ・第３０回霧島高原太鼓まつり  期 日  平成２７年８月３０日（日） 

         入場者数  ５３３人 ※雨天のため みやまコンセール主ホールにて実施 

    ・平成２８年イベント案内を読売新聞元日紙へ広告掲載 

    ・天孫降臨霧島祭の DVD作成 

（２）国内からの観光誘客事業（霧島市観光宣伝実行委員会事業） 

  ①５市３町鉄道の日「ＪＲ沿線大集合 in都城駅」での誘客宣伝の実施 

    ・期 日  平成２７年１０月１１日（日）・１２日（月祝） 

    ・場 所  ＪＲ都城駅 

  ②平成２７年度雲仙商工会・霧島市商工会姉妹盟約３周年記念 

「長崎・鹿児島夢の合同大物産展」 

    ・期 日  平成２７年１０月１７日（土）・１８日（日） 

    ・場 所  福岡市 ＲＫＢ放送会館西側駐車場 

    ・宿泊ペア券提供 ５組 

  ③国分中央高校による観光宣伝用台巻作成 

  ④大分駅観光宣伝 

    ・期 日  平成２８年３月４日（金）・５日（土） 

    ・場 所  大分駅 

    ・内 容  東九州自動車道の開通に伴う霧島への誘客宣伝並びに大分県における温泉活 

用のあり方を研修した。 

  ⑤霧島ゆバッグ制作 

   霧島市観光課、関平鉱泉とタイアップした霧島温泉アヒル隊長のゆバッグを２００枚制作し 

た。 

  ⑥温泉博士背表紙広告掲載 

    ・情報誌  温泉博士４月号 

    ・発行日  平成２８年３月１０日（木） 

    ・掲載内容 第２０回龍馬ハネムーンウオーク in霧島参加募集、初午祭開催告知 

  ⑦「さくらの集い」における霧島の春の花の情報ＰＲ 

    ・期 日  平成２８年３月２７日（日） 



    ・場 所  霧島神話の里公園 

    ・内 容  霧島の花々と各団体の春の取り組みのＰＲを実施 

  ⑧観光宣伝用デコレーション懸垂幕の制作 

   霧島の四季と市内の観光名所の魅力をＰＲする懸垂幕を１０枚制作 

（３）雑誌メディアを活用した情報提供事業 

  ①モシターンきりしま広告掲載記事内容 

    ４月  霧島神水峡遊歩道オープン記念第１回歩こう！！ジオと神水峡と大パノラマ参加 

者募集 

    ５月  「ミヤマキリシマの季節がやってきます。」霧島連山トレッキングの紹介 

    ６月  きりしまジオサイト巡り第４弾 絶景と美味を堪能！えびのジオツアー参加募集 

    ７月  日本最初の国立公園「霧島」プレミアムな水の旅バスツアー参加募集 

    ８月  第１０回天孫降臨霧島祭開催告知 

    ９月  きりしまゆ旅参加募集 

   １０月  和服で参拝、ぶらり霧島神宮。告知 

   １１月  龍馬来訪１５０年、第２０回大会記念プレ大会「ハネムーンロードを歩こう」参 

加募集 

   １２月  霧島六社権現バスツアー２０１６参加募集 

    １月  第２０回龍馬ハネムーンウオーク in霧島告知 

    ２月  第２０回龍馬ハネムーンウオーク in霧島事前参加募集 

    ３月  第２０回龍馬ハネムーンウオーク in霧島当日参加募集 

  ②雑誌、メディア等記事校正対応 

    雑誌メディア等の霧島観光に関する記事を出版社の依頼を受け校正作業を行う。 

（４）ホームページ等による観光情報の発信事業 

  ①霧島の観光モデルコースの掲載 

    「はじめての霧島」・・・初めて霧島を訪れた人のためのコース 

    「霧島女子旅」・・・女性グループを対象としたコース 

  ②ホームページのスマートフォン変換対応システムの構築 

  ③ホームページの多言語化 

対応する言語 英語・韓国語・繁体語・簡体語 

  ④ホームページ利用状況 

    対象期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

    ・１日あたりの平均訪問者数  ９５１人 

              （前年度 ８０５人） 

    ・１人あたりの平均滞在時間  ２分４２秒 

              （前年度 ３分１６秒）     

    ・１人あたりの平均ＰＶ    ４．３９ＰＶ 

              （前年度 ５．３ＰＶ） 

    ・ブログ更新数        約５８０件（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

（前年度  ３９４件 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

  ⑤facebook 



    ・「いいね」数        １,９７７件（平成２８年５月１１日現在） 

               （前年 １,３９１件 平成２７年５月２０日現在） 

（５）コンベンション誘致事業 

  ①第４６回フジパンカップ九州ジュニア（Ｕ－１２）サッカー大会受入事業 

    ・期 日  平成２８年３月１２日（土）・１３日（日） 

    ・場 所  霧島市国分総合運動公園 陸上競技場及び多目的広場 

    ・主 催  九州サッカー協会 

    ・宿泊者数 ５３３人 

  ②「第１１回国内観光活性化フォーラム inかごしま」、「第２回地旅博覧会 inかごしま」にお 

ける誘致活動の実施 

 ・期 日  平成２８年３月１７日（木）・１８日（金） 

 ・場 所  鹿児島アリーナ 

 ・内 容  ブースにおいて誘客宣伝の実施 

（６）自転車天国霧島事業 

  ①夏休みキャンペーンの実施 

    ・期 間  平成２７年８月１日（土）～３１日（日） 

    ・内 容  おもてなし協力店を巡りスタンプを集め、立ち寄り入浴が無料、抽選で霧島 

の特産品、宿泊ペア券が当たる。 

    ・参加者数 １５人 

          立ち寄り入浴無料人数    １５人 

          霧島の特産品プレゼント人数  ５人 

          宿泊ペア券プレゼント人数   １人 

  ②レンタサイクルの実施 

    霧島市観光案内所において２台のクロスバイクのレンタル 貸出件数 ８４台 

（７）観光スポット紹介事業 

  ①最優秀賞水の絶景賞受賞記念 霧島市市制 10周年記念 日本最初の国立公園「霧島」プレ 

ミアムな水の旅バスツアー 

・期 日 平成２７年８月９日（日） 

・コース ＪＲ国分駅－霧島市役所－霧島町蒸留所－霧島神水峡遊歩道－霧島神宮－みた 

らしの滝そうめん流し－霧島市観光案内所－坂元醸造－若尊鼻－ＪＲ国分駅 

    ・参加者数 ２１人 

  ②霧島市市制施行 10周年記念事業 第２回中秋の名月 高千穂峰満月登山 

    ・期 日 平成２７年９月２７日（日） 

    ・コース 高千穂河原－高千穂峰山頂－高千穂河原 

    ・参加者数 ５６人 

  ③第３０回国民文化祭・かごしま２０１５食と神楽と二十四孝壁画拝観バスツアー 

    ・期 日 平成２７年１１月７日（土） 

    ・コース ＪＲ隼人駅－国分シビックセンター（霧島ふるさと祭）－霧島神宮（神楽フェ 

スタ・二十四孝壁画拝観）－ＪＲ隼人駅 

    ・参加者数 ２０人 



  ④開運招福霧島六社権現参拝バスツアー２０１６ 

    ・期 日 平成２８年１月１７日（日） 

    ・コース ＪＲ霧島神宮駅－霧島市観光案内所－霧島東神社－狭野神社－神の郷温泉－霧 

島岑神社－東霧島神社－霧島神宮－霧島市観光案内所－ＪＲ霧島神宮駅 

    ・参加者数 ４２人 

（８）諸団体等との連携並びに提携事業 

  ①いざ霧島キャンペーン実行委員会への負担金の拠出及び実行委員会参画並びに事務局担当 

②霧島市 PRスタッフ運営協議会への負担金の拠出 

  ③大霧島旗争奪高校剣道錬成大会実行委員会への負担金拠出及び事務局担当 

④霧島市花火大会実行委員会への負担金の拠出及び実行委員会参画 

  ⑤霧島ふるさと祭実行委員会への負担金の拠出及び実行委員会参画 

⑥霧島屋久観光連絡協議会への負担金の拠出及び会員参画 

  ⑦霧島郷土芸能の夕べ実行委員会への負担金の拠出及び実行委員会参画並びに事務局担当 

⑧きりしま隼人浜下り実行委員会への負担金及び支援金の拠出 

⑨霧島神宮献灯祭への負担金の拠出 

  ⑩霧島ウルトラ旅マラソン大会実行委員会への負担金の拠出及び実行委員会参画 

⑪霧島市スポーツ団体誘致実行委員会への負担金の拠出及び実行委員会参画 

⑫ハンギリ出し開催への支援金の拠出 

⑬ほぜ祭奉賛会への支援金の拠出 

２ 観光客の受入体制の整備事業 

（１） 霧島ジオパークの推進事業 

①霧島市市制施行１０周年記念 第１回歩こう！！ジオと神水峡と大パノラマ 

・期 日 平成２７年４月２９日（水祝） 

 ・コース 霧島神話の里公園－霧島神水峡－霧島神宮 

 ・参加者数 ６４人 

②きりしまジオサイト巡り第４弾 絶景と美味を堪能えびのジオツアー 

 ・期 日 平成２７年１０月１０日（土） 

 ・コース ＪＲ霧島神宮駅－霧島市観光案内所－えびのエコミュージアムセンター－矢 

岳高原－道の駅えびの－めがね橋－生駒高原－霧島市観光案内所－ＪＲ霧島 

神宮駅 

    ・参加者数 ３０人 

  ③南国交通バスツアー受入支援・・・参加者への接待おもてなしの実施 

（２）観光案内、紹介事業 

①霧島市観光案内所（霧島市の指定管理施設）（霧島地区） 

 ・案内者数 ３１,５３７人 

・「和服で参拝、ぶらり霧島神宮。」の運営業務 

 ・きりしま聴き旅（観光音声ガイドサービス）の運営業務 

   利用者数 ５２人 （期間 平成２７年１１月１日～平成２８年３月３１日） 

 ・自転車天国レンタサイクル運営業務 

②霧島温泉観光案内所（牧園町地区） 



 ・案内者数 １０,７６０人（対前年比 ８２．２％） 

 ・きりしまゆ旅の運営業務 

   第１弾（国立公園霧島指定８０周年記念）最終番付達成人数 

    期間 平成２６年３月１６日～平成２８年３月３１日 

       横綱 １３４人    大関  ２０人    関脇   ２７人 

       小結  １７人    幕下  ２９人    序の口  ７０人 

    ゆ旅帳の販売数  ７４０冊 

   第２弾（いざ霧島キャンペーン実行委員会事業）番付達成人数 

期間 平成２７年７月３１日からスタートし平成２８年３月３１日現在 

       大人 横綱  １８人    大関   ４人    関脇    ６人 

          小結  １４人    幕下   ６人    序の口  ２４人 

            ※チェックポイントを通過した人数 ２０９人 

       子供 横綱   ９人    大関   ０人    関脇    ０人 

          小結   ２人    幕下   ５人    序の口  １２人 

            ※チェックポイントを通過した人数 ４２人 

③霧島市空港ＰＲブース観光案内及び特産品の紹介（霧島市からの業務受託）（鹿児島空港） 

 ・案内者数 ６２,５５８人 

 ・お茶の提供者数  ２４,０５６人（対前年比 １１８．５％） 

     （霧島新茶キャンペーンと国民文化祭お茶の祭典の人数を含む。） 

 ・おもてなしキャンペーンの期間及び利用者数 

   春の黒酢飲料提供       ４月 １日～ ４月２３日     １,９７４人 

   霧島新茶提供         ４月２９日～ ５月３０日     ２,２１２人 

   ブルーベリージュース提供   ７月１０日～ ７月１２日       ４５０人 

   冷茶提供           ７月１９日～ ９月１９日     １,９９８人 

   旬の果物ぶどう提供      ９月 ４日～ ９月 ５日       ６５６人 

   秋の黒酢飲料提供      １０月 １日～１０月２３日     １,５１８人 

   国民文化祭 お茶の祭典   １１月 ４日～１１月１５日     ２,５６３人 

    （鹿児島県からの委託事業） 

   旬の果物イチゴの提供     ２月１２日～ ２月１３日       １６０人 

 ・きりしま旅するカードの作成配布 

   ７１種類、２１,０００枚（２１０口数） 

④情報タウンきりしま観光案内（きりしまミクスへ業務委託）（国分地区） 

⑤ねんりん隼人駅前店観光案内（霧島シルバー人材センターへ業務委託）（隼人地区） 

（３）観光事業功労者等表彰事業 

①優良観光団体及び優良従業員表彰（平成２７年度定時総会席上にて実施） 

    ・期 日  平成２７年６月２９日（月） 

    ・場 所  霧島国際ホテル 

    ・表彰者 

     優良観光団体表彰 

      ＮＰＯ霧島ふっぎゃまぼっけもん会 代表者 川畑 巧 



      藤本流三味線・太鼓 藤本秀旗会 代表者 藤本 秀旗 

     優良従業員表彰 

      中村タクシー  榊 敏幸 

      霧島国際ホテル 森田 翔多 ・ 新原 秀作 

      霧島ホテル   隈元 鈴代 

②鹿児島県観光連盟の平成２７年度観光事業功労者等表彰（当協会推薦分） 

     ・観光事業功労者表彰・・・１人 

        崎山博文（霧島市霧島田口） 

     ・優良観光団体表彰・・・２団体 

        大隅横川駅保存活用実行委員会（代表者 愛甲信雄） 

        嘉例川地区活性化推進委員会（代表者 山木由美子） 

（４）観光スポットへの周遊・受入促進事業 

  ①霧島観光マップの作成 

    ・霧島／牧園ＭＡＰ版  ７５,０００枚 

    ・国分／隼人ＭＡＰ版   ５,０００枚 

②観光スポットの受入促進 

 ・丸尾滝夜間照明の実施 

 ・国分キャンプ海水浴場海開き式の実施 

 ・城山公園桜まつり 

（５）インバウンド対策事業 

  ①台湾、台南市関子嶺温泉との協定書締結 

    いざ霧島キャンペーン実行委員会と台湾台南市関子嶺温泉と協定書を締結した。 

    ・期 間  平成２７年６月１８日（木）～６月２１日（日） 

    ・場 所  台湾、台南市関子嶺温泉 

  ②和服で参拝、ぶらり霧島神宮。 

    世界的に日本の「和」の文化がブームになってきており、霧島神宮本殿が造営３００年を 

迎えることから、霧島神宮、霧島神宮温泉郷旅館協会、霧島神宮前通り会、地域の観光施 

設、地域住民等が一体となって協力し、霧島神宮の厳かな雰囲気の中で、和服を着て霧島 

神宮を参拝する事業を実施し、観光振興、地域活性化の促進を図った。 

    ・実施内容 

     モニターツアーや記者発表、ＨＰの開設を行い、事業スタートを１０月１日から行った。 

    ・利用者数（１０月１日～３月３１日） ２４７人 

（６）地域内の公共交通機関の整備事業 

   妙見路線バスの利用状況調査の実施 

    ・期 間  平成２８年２月８日（月）～２月１４日（日） ７日間 

    ・方 法  調査員により乗客へ乗降場所や居住地、乗車目的など聞き取り調査を行い 

          １４６人の回答を得た。 

（７）諸団体等との連携並びに提携事業 

  ①（公財）ジェスク音楽文化財団（霧島国際音楽祭）への負担金の拠出 

  ②高千穂河原ビジターセンター運営協議会への負担金の拠出及び協議会参画 



  ③霧島地区美化清掃協会への負担金の拠出及び会員参画 

  ④霧島神宮地域活性化委員会への負担金の拠出及び委員会参画 

  ⑤霧島高原自然体験ツーリズム協議会への負担金の拠出及び協議会参画 

⑥霧島市観光ガイド連絡協議会への参画 

⑦霧島市ふるさとガイドクラブの運営支援 

⑧県下一周駅伝競走大会３日目における選手等の宿泊受入れ支援 

⑨鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会の選手役員受け入れ支援 

⑩プレミアム商品券販売支援 

⑪大相撲霧島場所開催支援 

（８）霧島温泉地区雑用水管理運営事業 

   霧島市から雑用水施設の貸付を受けて、宿泊施設へ雑用水（飲料水以外の水）を安価に給水 

   を行い観光客へ温泉提供をすることにより受入体制の整備を図った。 

 

【収益事業会計】 

 

１ 収益事業 

（１）霧島温泉市場管理運営及び旅行業 

  ①霧島温泉市場の管理運営 

    霧島市から霧島温泉市場施設の貸付を受け、店舗や温泉蒸気釜の貸付を行うとともに足湯 

    の運営事業を行った。 

    ・テナント ５店舗貸付 

    ・温泉蒸気釜 ２施設貸付 

    ・足湯 直営 

②旅行業事業（ホテル旅館への送客事業） 

     霧島温泉観光案内所において、宿泊施設へ宿泊客の手配を行う旅行事業を実施した。 

（２）霧島温泉地区雑用水供給施設の管理運営 

    霧島市から雑用水施設の貸付を受け、一般家庭等に上水道より安価な料金で供給する事業 

    を行った。 

（３）霧島市観光案内所における特産品等の宣伝販売 

   霧島市から霧島市観光案内所施設を受託し、この施設において、特産品の受託販売並びに仕 

   入れ販売を行うとともに施設の貸付事業を行った 

   ※特産品の受託販売は平成２７年９月３０日をもって終了した。 

２ 相互扶助事業 

（１）会員への情報提供事業（平成２７年度４回発行） 

   会報の発行日 

      第２０号発行 平成２７年 ４月２０日 

      第２１号発行 平成２７年 ６月２９日 

      第２２号発行 平成２７年１０月 １日 

      第２３号発行 平成２８年 １月 １日 

 



【法人会計】 

 

１ 法人会計 

（１）管理業務・法人全般に係る事項 

  ①諸団体等との連携並びに提携事業 

   ・霧島温泉旅館協会の事務受託 

   ・霧島神宮温泉郷旅館協会の事務受託 

   ・霧島九面太鼓保存会の事務受託 

   ・霧島神宮温泉湯めぐり委員会の事務受託 

   ・霧島歩こう会の事務受託 

   ・霧島みずほ会の事務受託 

   ・高千穂河原ビジターセンター運営協議会のＨＰ更新業務受託 

   ・公益社団法人鹿児島県観光連盟への会費の拠出 

   ・霧島市商工会への会費の拠出 

   ・霧島商工会議所への会費の拠出 

   ・霧島商工会議所賀詞懇談会への負担金の拠出 

   ・道義高揚チャリティゴルフ大会への協賛金の拠出 

   ・霧島青年団（夏祭り）への負担金の拠出 

   ・自衛隊国分駐屯地記念行事への負担金の拠出 

   ・自衛隊記念事業等後援会への会費の拠出 

   ・上野原縄文の森駅伝大会への協賛金の拠出 

   ・きりしま国分夏祭り実行委員会への負担金の拠出 

   ・隼人駅前通り会夏祭り実行委員会への負担金の拠出 

   ・浜之市夏祭り実行委員会への負担金の拠出 

   ・霧島フォトコンテストへの副賞の提供 

   ・霧島市国際交流協会への会費の拠出 

②総会、理事会等の開催 

    定時総会の開催  平成２７年６月２９日（月） 

    理事会の開催   第１回定例理事会 平成２７年 ５月２８日（月） 

             第１回臨時理事会 平成２７年１２月１７日（木） 

             第２回定例理事会 平成２８年 ３月３０日（水） 

③会員の増強 

    入会申込数  ５件 

④横岳休憩所明け渡し並びに登記抹消等に関する事項 

 ・平成２７年 ９月３０日（水）  相手方へ業務委託契約解除に伴う明け渡し請求日 

 ・平成２８年 ３月１８日（金）  加治木地方裁判所へ訴状提出 

⑤その他 

    ・霧島市が実施する観光統計事業へ協力 

      


