第１号議案 平成３１年度（令和元年度）事業報告及び収支決算の承認について

平成３１年度（令和元年度） 事業報告
平成３１年度は「国の内外、天地とも平和が達成される」という意味を持つ「平成」が幕を下ろ
し、新たな元号「令和」が始まる節目の年となりました。当協会も合併から１０周年を迎え、霧島
市の観光振興をさらに邁進するべく、新たに決意を固める年ともなりました。
平成３１年度の観光業界を取り巻く環境においては、特に働き方改革が進むなかで人出不足が最
も顕在化した業界であったのかもしれません。新元号とともに迎えた５月のゴールデンウイークは
１０連休となりましたが、多くの旅館ホテルや観光施設は多忙を極め、一斉連休を手放しで喜べな
い実情がありました。効率的な働き方を実現し、これからの観光業界を支えていく若者にとって魅
力ある業界にしていくことも大きな課題であります。
このような中、霧島市観光宣伝実行委員会では、直行便の就航が予定されるベトナムで開催され
た官民合同セールスへ参加しました。ベトナムでは、今後のインバウンド気運のさらなる高まりを
期待でき、霧島市の PR に努めてまいりました。
また、９月よりヤマハ発動機との協業を開始し、新型電動自転車「YPJ-EC」の日当山西郷どん村
観光案内所でのレンタサイクル開始と、ニーズ調査の協力を実施する等、将来を見据えた事業に努
めて参りました。
しかし、令和元年１２月に中国・武漢市で発生した新型コロナウィルスの感染拡大により、当協
会主催の龍馬ハネムーンウオーク in 霧島は断腸の思いの中、中止せざる得ない事態となりました。
観光業界を筆頭に、さまざまな業種に経済的大打撃を現在進行形で与えているこの新型コロナウィ
ルスとどう向き合っていくのか、これまで経験したことのない大きな課題を最後に突き付けられた
１年でありました。
「令和」には「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味が込められてい
るそうです。ソーシャルディスタンスの確保が求められていますが、霧島市や観光関係団体と心は
寄せ合い、
観光客の誘致促進や受入体制整備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２４回龍馬ハネムーンウオーク in 霧島
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た霧島の地を、現代の龍馬とお龍と
なって二人が歩いた道をたどるウォーキング大会を開催する予定で準備を進めていたが、新型コロ
ナウィルスの感染拡大等を受け、参加者の安心・安全を最優先とし２月２７日に開催中止を決定し
た。
・予定していた期日 令和２年３月２１日（土）花はきりしま菜の花コース（距離約１１ｋｍ）
隼人・天降川コース（距離約１７ｋｍ）
令和 2 年 3 月２２日（日）霧島温泉コース（距離約１０．５ｋｍ）
犬飼・中津川コース（距離約２４．５ｋｍ）

②第１４回天孫降臨霧島祭の実施
第２２回南九州神楽まつり
・実施時期 令和元年８月１７日（土）
・実施場所 みやまコンセール・入場者数４５０名
第３４回霧島高原太鼓まつり
・実施時期 令和元年８月１８日（日）
・実施場所 みやまコンセール・入場者数７５０名
（２）国内外からの観光誘客事業 (霧島市観光宣伝実行委員会事業)
①鹿児島県・鹿児島県観光連盟主催 ベトナム官民合同セールスへの参加
・３参画団体及びインバウンド推進委員１名が参加
・実施期日 令和元年１０月１６日～２０日
・実施場所 ベトナム ハノイ・ホーチミン
②インバウンド推進委員会による宮崎県高千穂町の視察研修
・インバウンド推進委員及び事務局から６名が参加
・実施期日 令和元年１１月１３日～１４日
③観光マッチング２０２０（福岡市）への参加
・令和２年２月６日～７日
④旅博～トラベラーズフェス in FUKUOKA2020 への参加
・令和 2 年 2 月 8 日～9 日
（３）雑誌メディアを活用した情報提供事業
霧島の観光に関する旬なイベント情報や季節の情報などを地域情報誌（モシターンきりしま）
等に掲載し、霧島の観光情報の発信を行う。
・４月号 春の花情報 ・５月号 西郷どん村でのレンタサイクル紹介
・６月号 ミヤマキリシマについての PR ・７月号

第１４回天孫降臨霧島祭 PR 広告

・８月号 第１４回天孫降臨霧島祭 PR とスマホ de スタンプラリーPR 広告
・９月号 スマホ de スタンプラリーPR 広告 ・１０月号 西郷どん村イベント告知用広告
・１１月号 スマホ de スタンプラリーPR 広告 ・１２月号 レンタサイクル PR 広告
・１月号～２月号 龍馬ハネムーンウオーク in 霧島 PR 広告 ３月 インスタグラム PR 広告
（４）ホームページ等による観光情報の発信事業
①インバウンド対策用多言語ホームページ「JAPAN in JAPAN KIRISHIMA」
さらなる情報の充実を図る為、会員施設へ掲載についての案内を行った。
②霧島の観光スポットの紹介と発信
霧島市内にある観光地までの道のりを紹介する動画を制作、YouTube にて公開。
③「高校生を対象としたジオ体験クルーズツアー」の実施
・実施期日 令和元年１１月１７日（日）
・実施行程 隼人新港～錦江湾クルージング～新島上陸
・参加高校 国分高校、国分中央高校、都城西高校
・参加生徒数 ２９名
④ホームページアクセス状況

対象期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
・総アクセス数

３１９，２６８件

・1 日あたりの平均訪問者数

１，１７１名（前年１，２２６名）前年比９５％

・ブログ更新数

２７３件（前年３０７件）

・アクセス地域

①日本

・国内アクセス地域

②香港 ③台湾 ④米国 ⑤韓国 ⑥中国

①大阪 ②鹿児島 ③福岡 ④東京 ⑤神奈川 ⑥宮崎

・facebook への「いいね！」 ２，８５１件（令和２年５月５日現在 前年同時期 2,728 件）
・対象期間中最もアクセス数が多かった日時 令和元年１１月３日（月）１０時頃
アクセス増加原因予想（秋の行楽シーズン、紅葉情報等）
（５）コンベンション受入事業
①コンベンション受入活動の実施
（６）自転車天国霧島事業
①レンタサイクルの実施
霧島市観光案内所と日当山西郷どん村観光案内所において貸し出しを実施。また、サイクリングコ
ースマップの配布やホームページ等による情報発信を行う。９月よりヤマハ発動機との協業を開始。
新型電動バイクレンタルによるニーズ調査実施等の協力を実施。
クロスバイク２台、電動アシストクロスバイク４台、シティサイクル２台
霧島市観光案内所 貸出実績
クロスバイク ７２台

電動アシストクロスバイク ３８台

日当山西郷どん村観光案内所 貸出実績
シティサイクル １３台 電動アシストクロスバイク（YPJ）１５台
（７）諸団体等との連携及び提携事業
（以下参画及び支援団体等）
・いざ霧島キャンペーン実行委員会 ・霧島市 PR スタッフ運営協議会
・大霧島旗争奪高校剣道錬成大会実行委員会 ・霧島ふるさと祭実行委員会
・霧島郷土芸能の夕べ実行委員会 ・きりしま隼人浜下り実行委員会 ・霧島神宮献灯祭
・霧島市スポーツ団体誘致実行委員会 ・小村新田沼魚取り組合（はんぎり出し）
・ほぜ祭奉賛会
２ 観光客の受入整備事業
（１）観光案内、紹介事業
対象期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
①霧島市観光案内所（霧島市の指定管理施設）
・入館者数２１，０９１名（対前年比 94％）足湯利用者数１０，５９７名（対前年比 83％）
・
「和服で参拝、ぶらり霧島神宮。
」運営事業
・
「きりしま聴き旅」
（GPS 端末による観光ガイド自動音声案内）運営受託事業
・
「自転車天国霧島レンタルサイクル」の運営事業

・
「よかもん市」
（駐車場フリーマーケット）出店誘致、誘客事業
②霧島温泉観光案内所
・案内者数１０，０６１名（対前年比 83％）足湯利用者数（概算）１６，６４２名
・
「きりしまゆ旅」の運営業務
③日当山西郷どん村観光案内所（霧島市からの業務受託）
・案内者数１５，２６１名（館内案内を含む）
・スタンプラリー告知用オリジナルうちわの配布
・和服の着付け体験の実施とオリジナルトートバッグの配布
実施期日 １０月６日（日）体験者数 １０組１５名
・ソフトクリームの販売（物産館等休業期間のみ）
・
「自転車天国霧島レンタサイクル（西郷ちゃり）
」の運営事業
・
「きりしま旅するカード」の作成
１，９００枚【１７口】
（対前年比３０％）
配布数３，４９６枚（対前年比９６％）
（２）観光事業功労者等表彰事業（令和元年度定時総会席上で実施）
・実施期日 令和元年６月２５日（火） １４：００～
・実施場所 ホテル京セラ

凛の間

・観光事業功労者 池田 政晴、藤田 直仁
・観光優良団体

きりしま着楽会、霧島みずほ会

（３）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
霧島の観光地や観光施設、道順等を観光客に案内することを目的として観光マップを作成し、霧島
市内の観光案内所等において配布する。
制作枚数 霧島・牧園版 ２１，０００枚

隼人・国分版 ７，５００枚

②観光スポットの受入促進
・丸尾滝夜間照明の実施

・日当山侏儒どん像の夜間照明の実施

・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（新型コロナウィルスの感染拡大に伴いライトアップの中止）
（４）インバウンド対策事業
①インバウンド推進委員会
・受け入れや誘客についての意見交換
・宮崎県高千穂町への視察研修の実施
②「和服で参拝、ぶらり霧島神宮。
」
観光客等に和服のレンタル着付けを行い、霧島神宮を和服で参拝する機会を創出し日本文化を体験
していただく。
・対象期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
・利用者数 ５４６名（対前年比 67％）

インバウンド利用者３４０名（対前年比 82％）
③きりしま聴き旅（GPS 端末による観光ガイド自動音声案内）
運営を事業受託し、霧島市の歴史と自然の魅力を 4 ヵ国語で実施するサービスの提供を行った。
・利用者数５２名（対前年比 193％）内インバウンド利用者６名（対前年比 200％）
（５）諸団体等との連携並びに提携事業
霧島市や観光関係団体等と提携し、観光客の受入体制の整備を図る。
（以下参画及び支援団体等）
・
（公財）ジェスク音楽文化財団（霧島国際音楽祭）

・きりしま紅葉まつり

・高千穂河原ビジターセンター運営協議会 ・霧島地区美化清掃協会
・霧島神宮地域活性化委員会（霧島みずほ会） ・霧島高原自然体験ツーリズム協議会
・霧島ガストロノミー推進協議会 ・霧島市観光ガイド連絡協議会
（６）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）を安価に給水し、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
業を行う。
・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業を行った。
宿泊手配人数 ３９４名（前年比 74％）
（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物品等の販売
地元産の加工食品、ソフトクリーム、ドリンク、足湯タオル等の販売を行う。
２ 相互扶助事業
（１）会員への情報提供事業
第３６号 平成３１年 ４月１５日発行

第３７号 令和 元年 ６月２５日発行
第３８号 令和 元年１０月 １日発行
第３９号 令和 ２年 １月 １日発行
【法人会計】
１ 法人会計
（１）管理業務・法人全般に係る事項
①観光関係団体の事務の受託
・霧島温泉旅館協会 ・霧島神宮温泉郷旅館協会 ・霧島九面太鼓保存会
・霧島神宮温泉湯めぐり委員会 ・霧島歩こう会 ・霧島みずほ会
・霧島市ふるさとガイドクラブ
②観光関係団体等との連携
・霧島商工会議所 ・霧島市商工会 ・ふるさと霧島夏祭り実行委員会
・自衛隊国分駐屯地開業記念 ・自衛隊国分駐屯地記念行事後援会
・上野原縄文の森駅伝大会

・
（公社）鹿児島県観光連盟

・きりしま国分夏祭り実行委員会 ・隼人駅前通り会夏祭り実行委員会
・浜之市夏祭り実行委員会

・霧島市国際交流協会

・霧島商工会議所賀詞懇談会

・道義高揚チャリティゴルフ大会 ・霧島国際音楽祭友の会 ・海津市観光協会
・きりしま美術展実行委員会
③総会・理事会等の開催
定時総会の開催 令和元年６月２５日（火）
合併１０周年記念祝賀会の開催 令和元年６月２５日（火）
理事会の開催 第 1 回定例理事会 令和元年５月２２日（水）
第 1 回臨時理事会 令和元年１２月１９日（木）
第 2 回定例理事会 令和 2 年 3 月２５日（水）
④会員の増強
霧島市及びその周辺地域における個人や事業所等の会員勧誘を行った。
⑤その他
・霧島市が実施する観光統計事業への協力。
・当協会と霧島市が共有する横岳休憩所の返還を求め訴訟により解決を図った。

