
平成２８年度 事業報告並びに決算報告について 

Ⅰ．事業報告 

 

 【継続事業】 

  ◆橿原市観光振興事業 

  １）ホームページ運営事業 

一般社団法人橿原市観光協会公式ホームページ『Ｓａｒａｒａ』

で詳しく、解りやすい情報を掲載しました。またＳＮＳにおい

て旬な情報を掲載しました。 

 

 

 

 

 

  ２）橿原市観光親善大使『さらら姫』の選出及び運営事業 

２０１６橿原市観光親善大使『さらら姫』に西川芽以さん・

辻村奈都子さん・安東千尋さんの３名を任命し、平成２８年

７月１日から１年間市民外交のシンボルとして橿原市のＰＲ

に努めました。 

   

   

  ３）春の神武祭開催事業 

   平成２８年春の神武祭を橿原神宮で開催しました。点灯式・

３Ｄマッピング「まほろばファンタジア」・祈りの回廊ライト

アップ・YATAGARDEN・神武天皇２６００年記念特別講演

会・トワイライトコンサート・神武東征ゆかりの地ＰＲステ

ージ・参道パレード（４２団体）・奉納民踊・奉納剣道大会・

ふれあい朝市・フリーマーケット・フェラーリ＆クラシ    

ックカー・だんじりの展示を行い約１０３，０００人の来場がありました。 

 

  ４）歴史ウォーク開催事業 

平成２８年１１月１２日（土）『飛鳥を翔
かけ

た女性たちウォーク』   

を開催しました。 

  記紀万葉ウォーク、世界遺産ウォークに協力しました。 

 

   

 

 



 

  ５）橿原市観光ボランティアガイド運営事業 

   ・お客様からの依頼により、ボランティアガイドを派遣しました。 

    件数２８６件   案内人数６,５６６人 

   ・ホスピタリティーの向上を図る為、県内外の研修並びに勉強会を実施しました。 

 

  ６）着地型パンフレット製作事業 

    当市を訪れた観光客に市内の巡り方が分かりやすく、ポケットサイズで持ち運びが便利な 

「橿原まちあるきマップ」を作成しました。周辺ルートを地域別に分け、観光施設に加えて 

食事処やカフェ、お土産処などを掲載し地域の活性化にも努めました。 

 

７）かしはら観光インフォメーションセンター神宮前運営事業 

 橿原市商工経済会館１階に、日本遺産「日本国創成のとき 

～飛鳥を翔
かけ

た女性たち～」をテーマとした飛鳥地方の新た    

 な発信拠点として観光案内所を開設しました。 

 当案内所は、平成２９年４月１日（土）の本格オープンに向 

 け、平成２８年１０月１日プレオープンし、日本政府観光局 

   （JNTO）のカテゴリーⅡの認定を受け、訪日外国人が利用しやすいよう英語での接客対 

   応を可能とした案内所の運営を行いました。 

 

８）各種事業への協賛協力事業 

   ①今井町並み散歩｢六斎市｣に参画し、協賛しました。 

○開催期間 平成２８年５月７日（土）～１５日（日） 

    ○開催場所 今井町 

   ②『２０１６ジェイテクトフェスティバルＩＮなら』に参画しました。 

    ○開催期間 平成２８年５月２８日（土） 

    ○開催場所 株式会社ジェイテクト奈良工場 

    ○実施内容 橿原市観光親善大使さらら姫を派遣し、MIHIMO の展示と当市の PR を 

    行いました。 

   ③『台湾東海大学＆釜山 経商大学日本文化体験研修』にさらら姫を派遣し、日本文化体 

    験プログラム等を通し交流を図りました。 

    ○開催期間 平成２８年８月８日（月）～９日（火） 

    ○開催場所 今井町、橿原神宮 

   ④『プロ野球ウエスタンリーグ 阪神タイガース×オリックス・バッファローズ』に参加 

    協力しました。 

    ○開催期間 平成２８年８月２１日（日） 

    ○開催場所 佐藤薬品スタジアム 

 



   ⑤奈良県大芸術祭 OPENING Event produced by TGC Night に参加協力しました。 

    ○開催日 平成２８年９月２日（金）～３日（土） 

    ○開催場所 橿原神宮外拝殿前 

    ○実施内容 「文化の力で奈良を元気に！」をコンセプトに、街のいたる所で芸術の奈 

    良を実感できる 700 を越えるイベントが行われる「奈良県大芸術祭」のオープニング 

    イベント、東京ガールズコレクションが手掛ける「TGC Night」とコラボレーション 

    により、奈良県の伝統・文化・芸術をテーマとしたイベントに参加協力しました。 

   ⑥第１５回橿原夢の森フェスティバルに参画し、協賛金、当日観光案内などの協力を行い 

ました。 

   ○開催期間 平成２８年１０月８日（土）～９日（日） 

    ○開催場所 橿原神宮森林遊苑 

   ○実施内容 宮崎市・橿原市の観光ブースを設け MICHIMO 

 の PR 等行いました。 

    

    

   ⑦『かしはらエコフェスタ』に参加協力しました。 

    ○開催日 平成２８年１０月２２日（土） 

    ○開催場所 県立橿原文化会館前広場 

    ○実施内容 会場に MICHIMO を展示し、利用促進に努めました。 

   ⑧『飛鳥リレーマラソン』に参加協力しました。 

    ○開催日 平成２８年１１月６日（日） 

    ○開催場所 橿原運動公園 

    ○実施内容 MICHIMO の展示、世界遺産登録の推進と橿原市のＰＲを行いました。 

   ⑨『２０１６まほろば２Ｄａｙウォーク』に参加協力しました。 

    ○開催期間 平成２８年１１月２６日（土）～２７日（日） 

    ○開始場所 橿原神宮森林遊苑 

    ○実施内容 観光ブースを設け、MICHIMO の展示や、観光 PR、物産の販売を行いま 

    した。 

   ⑩『クリスマスイルミネーションｉｎかしはら』に参画し、協賛しました。 

    又、開催期間中かしはらナビプラザ全館においてもイルミネー

ションを実施し八木駅前周辺の集客に協力しました。 

    ○開催期間  平成２８年１２月３日（土）～ 

       平成２９年１月３１日（火） 

   ○開催場所 近鉄大和八木駅前ロータリー周辺 

    

   ⑪『第２３回橿原と宮崎の物産展』に後援、協力しました。 

○開催期間 平成２９年１月１８日（水）～２３日（月） 

    ○開催場所 宮崎山形屋 

    



 【その他事業】 

  ◆橿原市誘致事業 

  １）橿原市観光交流センター管理業務及び橿原市観光センター運営事業 

   １階では橿原市及び中南和地域の観光パンフレットやイベン 

                    トのチラシを取り揃え観光に関する多様なニーズに対応でき 

  るように努めました。２階イベントスペースにおいては、『は 

  じまりの物語』、『美術散華展』、『かしはらの万葉歌碑と万葉 

  の花』、『葛城市相撲館「けはや座」出前展示』の観光展示、イ 

   ベントを行いました。ホームページやＬＥＤビジョン等でセンターのイベント内容を告 

   知集客に努めました。又、橿原消防署員立会いのもと、消防訓練の実施や、かしはら安心 

  パークにおいて救命処置訓練を行い非常時の対応について 

   の確認を行いました。 

   平成２８年度 約３００,０００名の来館がありました。 

 

 

 

２）今井町観光案内所等運営事業 

   ・今井町に来られたお客様に対し、夢ら咲長屋にて観光ボランティアガイドが定点案内を 

    行いました。（開館日数 年間３０３日間開館） 

 

  ３）橿原市藤原京資料室の案内事業 

   ・橿原市藤原京資料室にてお客様に対し定点案内を行いました。 

（土曜、日曜、祝日（年末年始、１月２月を除く）９９日間開館） 

 

  ４）奈良文化財研究所都城発掘調査部展示資料室案内事業 

   ・奈文研に来られるお客様に対し、定点案内を行いました。 

    （土曜、日曜、祝日 年末年始除く１１６日間開館） 

 

５）橿原市コミュニティーバス案内事業 

 ・観光ボランティアガイドが橿原市コミュニティーバスに乗車し、観光地の見どころや、イベ

ント、花の開花状況などの案内を行いました。（春・秋１０日間実施） 

 

  ６）内外観光客誘致促進事業 

    ①『奈良県観光キャンペーン平成２８年春プロモーション会』へ参加しました。 

     ○開催期間 平成２８年４月２０日（水）～２１日（木） 

     ○場  所 ザ・プリンスパークタワー東京 

     ○内  容 旅行エージェントに対し観光情報の提供と周遊観光モデルコースの提 

      案や、近鉄観光特急「青の交響曲」、MICHIMO、「奈良大和四寺巡礼」の情報提供



を行いました。 

    ②『大和まほろば観光展』を実施しました。 

     ○開催期間 平成２８年８月４日（木）～６日（土） 

     ○場  所 京都駅ビル SUVACO 時の灯待ち合わせ場所 

     ○内  容 橿原市、宇陀市、葛城市、明日香村、吉野町、のブ

ースを設け、観光スポットの紹介や、アンケート、抽選会を行い

ました。 

     

    ③『KNT－CT ホールディングス第５会国内大交流コンベンション』へ参加しました。 

     ○開催期間 平成２８年８月２９日（月） 

     ○場  所 ホテルイースト２１東京 

     ○内  容 旅行エージェントに対し観光情報の提供と周遊観光モデルコースの提 

案や、橿原神宮特別参拝、MICHIMO の情報提供を行いました。 

    ④『橿原市観光宣伝キャンペーン』を実施しました。 

     ○開催期間 平成２８年９月１０日（土） 

     ○場  所 阪和自動車道「岸和田サービスエリア」及 

     び「紀の川サービスエリア」 

     ○内  容 マイカーを利用されるお客様に対し、秋の 

     飛鳥地方への誘客に務めました。 

     

    ⑤『VISIT JAPAN トラベルマート２０１６』へ参加しました。 

     ○開催期間 平成２８年９月２１日（水）～２３日（金） 

     ○場  所 東京ビッグサイト 

     ○内  容 インバウンド向け旅行社に対し橿原市・飛 

    鳥地方の魅力をＰＲし、旅行商品の売り込みを行いまし 

    た。 

    ⑥『奈良県観光キャンペーン平成２８年秋プロモーション会』へ参加しました。 

     ○開催期間 平成２８年１０月２４日（月） 

     ○場  所 コクヨ 多目的ホール 

     ○内  容 旅行エージェントや雑誌社等に光情報の提供と周遊観光モデルコース 

      の提案をしました。 

    ⑦『奈良インバウンド実施研修』に参加しました。 

     ○開催期間 平成２８年１０月１４日（金） 

           平成２８年１１月１０日（木）・１１日（金） 

           平成２８年１１月２８日（月） 

           平成２９年２月１５日（水） 

     ○内  容 インバウンドビジネス成功のカギと実例、最新のインバウンドの動向 

      等や、岐阜県高山市、飛騨市古川町での取組を研修しました。 

 



    ⑧山陽鉄道フェスティバルへの参画 

     ○開催日 平成２８年１０月２９日（土） 

     ○場 所 山陽電車 東二見車両工場内 

     ○内 容 橿原市観光親善大使さらら姫によるステージでの当市の観光ＰＲや観 

光ブースでパンフレットの配布を行い誘客に努めました。 

⑨『平成万葉市』に参画しました。 

 ○開催日 平成２８年１０月２９日（土）、３０日（日） 

 ○場 所 奈良県万葉文化館 

 ○内 容 古代より人々の暮らしの基盤として発展してきた‘市’の雰囲気を再現し 

  た平成万葉市に PR キャラクターさららちゃんと観光 PR を行いました。 

⑩平成２８年度関西ブロック広域観光展『ほんまにええとこ関西観光展』へ参画しまし 

た。 

  ○開催期間 平成２８年１１月５日（土）～６日（日） 

     ○場  所 岡山市イオンモール岡山 

    ○内  容 橿原市観光親善大使さらら姫によるステー 

    ジイベント、パンフレットの配布などを行い当市の観光 

    スポットを紹介しました。 

     

    ⑪『大和かしはらの観光展』を実施しました。 

     ○開催期間 平成２８年１２月９日（金）～１５日（木） 

     ○場  所 東京スカイツリー「Beautiful NIPPON」全 

       国観光 PR コーナー 

     ○内  容 飛鳥地方のＤＶＤ放映や当市の観光や『飛鳥・藤

原シンポジウム』開催の PR を行いました。また、アンケート

参加者による抽選会を実施し当選者にはミニシクラメンをプ 

     レゼントしました。 

    ⑫平成２８年度関西ブロック広域観光展『ほんまにええとこ関西観光展』へ参画しまし 

     た。 

     ○開催期間 平成２９年２月３日（金）～５日（日） 

     ○場  所 横浜市 横浜新都市プラザ 

     ○内  容 関西２府５県の観光関係者がステージイベン

ト、パンフレットの配布、関西各地の旬の魅力や観光スポッ

トを紹介し、誘客に努めました 

 

⑬『大和かしはらの観光展』を実施しました。 

 ○開催期間 平成２９年３月４日（土） 

 ○場  所 愛知県 刈谷ハイウェイオアシス 

○内  容 マイカーを利用されるお客様に対し、当市の観光スポットのＰＲや 

 春の神武祭のＰＲに努めました。また、アンケート参加者による抽選会を実施し、  



 当選者に橿原の物産をプレゼントしました。 

⑭『阪神播磨地方 橿原市観光キャンペーン』を実施しました。 

     ○開催期間 平成２９年３月１１日（土）～１２日（日） 

   ○場  所 神戸三宮「さんちか夢広場」山陽姫路駅、明石駅、姫路駅、垂水駅 

  ○内  容 阪神播磨方面からのアクセス向上による当市への誘客と春の神武祭の 

   ＰＲに努めました。 

⑮『旅まつり名古屋２０１７』へ参加し橿原市及び中和地方のＰＲを行いました。 

     ○開催期間 平成２９年３月１８日（土）～１９日（日） 

○場  所 名古屋市久屋大通公園久屋広場 

○内  容 当市の観光スポットの紹介と春の神武祭のＰＲに努めました。 

    ⑯「恋する女性の気持ちを」観光地と絡めて表現した観光地紹介パネルを作成し、観光 

     展やイベントで掲出しました。また、橿原のキャッチコピーを印刷した誘客グッズを 

     作成し、SNS の拡散に務めました 

 

７）橿原レンタサイクル運営事業 

    広域観光の利便性の向上の為、レンタサイクルの利用促進に努め運営しました。 

     ○利用件数１,０９９件 

 

８）姉妹都市宮崎市観光交流運営事業 

   ①「春の神武祭」開催に伴い、姉妹都市「宮崎市」観光団一行と、神武２６００年大祭

を記念し神武東征ゆかりの地ＰＲステージの出演に伴い、大

分県宇佐市、那智勝浦町の観光関係団体が本市を来訪され歓

迎会に会長が出席。また、会員の橿原市レクリエーション協会

「民踊・舞踊の会」の踊りを披露し、姉妹都市として交流を図

りました。 

          ○開催日 平成２８年４月１６日（土） 

②姉妹都市盟約締結５０周年宮崎と橿原の物産展に橿原市観光親善大使さらら姫を派 

 遣し、当市の観光と物産のＰＲを行いました。 

○開催日 平成２８年４月２７日（水）～５月３日（火） 

○場 所 近鉄百貨店橿原店 

 

 

③姉妹都市宮崎市で開催された「まつりえれこっちゃみやざき」に会員の橿原市レクリ 

 エーション協会「民踊・舞踊の会」が市民総踊りに出演し両市の交流を図りました。 

○開催日 平成２８年７月２３日（土）～２４日（日） 

④橿原夢の森フェスティバル開催に伴い、宮崎市関係者及び物産関係者の歓迎会を行い 

 ました。 

 ○開催日 平成２８年１０月７日（金） 



⑤姉妹都市盟約締結５０周年を記念し、近鉄橿原神宮前駅中央出口の駅前広場に、縁結 

びで有名な青島神社がある宮崎市の『青島海岸』や、天孫降臨

の地である『高千穂』など、神武天皇にゆかりのある観光スポ

ットに設置されている「幸せの黄色いポスト」と同様に「黄色

いポスト」が設置され、お披露目式に会長が出席し、新たな観

光資源として、また宮崎市との友好の記念として内外への発信

を行いました。 

       ○開催日 平成２８年１０月８日（土） 

    ⑥宮崎神宮大祭の女帝パレードに会長、橿原市観光親善大使さらら姫が参加し宮崎市 

との友好を図りました、また、神武さん広場にて橿原市      

の観光ブースを設け、観光パンフレットの配布やさらら    

姫によるステージでの PR を行い、橿原市への誘客を行    

いました。 

○開催日：平成２８年１０月２９日（土）・３０日（日）  

       

      ⑦「春の神武祭」神武東征ゆかりの地 PR ステージの出演に際し、那智勝浦町・大分県 

     宇佐市にお礼と今後イベント等での相互の協力依頼を行いました。 

     ○開催日：平成２８年９月２６日（月）・１０月２８日（金） 

     

   ９）橿原市観光物産コーナー運営事業 

橿原市観光交流センター物産コーナーで、橿原市及び中    

南和地域を中心とした特産品等を販売しました。又、季節    

に応じたフェアやイベントスペースとの関連商品の販売や、   

姉妹都市宮崎市の物産を常設販売し姉妹都市の友好と、地域商

業の活性化に努めました。 

 

  

  １０）橿原市観光名刺、きんのしおり販売事業 

 ・新しく制作した観光地紹介パネルのデザインと同じ観 

 光名刺の台紙を作成し販売しました。 

 ・きんのしおりを販売しました。 

 ・世界遺産登録への推進と橿原の観光を PR する為、主 

 に高速道路ＳＡ及び道の駅、観光施設に配布される『わ 

 ぉ！マップ』（作製部数６万部）に広告協賛しました。 

 

  １１）大都市圏シンポジウム実施事業 

   飛鳥、藤原への関心の高い首都圏在住、在勤の潜在的観光客を対象に橿原の魅力を発信す 

   る講演会を行いました。 



○開催日 平成２９年２月２５日（土） 

○会 場 イイノホール 

○テーマ 城塞都市今井町と織田信長～戦国期から残る 

 奇跡の町～ 

○内 容 橿原市が誇る日本最大級の重要伝統的建造物群保存 

地区「今井町」を取上げ、千田 嘉博 氏（奈良大学教授/城郭 

    考古学）河合 敦氏（歴史作家/多摩大学客員教授）を講師に招き、首都圏の方に当市 

    の魅力をＰＲしました。 

    ○来場客数 ５７８名 

 

  １２）インバウンドバスツアー業務 

平成２８年１１月９日（水）～平成２９年２月８日（水）の 

期間中の合計８回、大阪出発ルート、奈良出発ルートを設定し、 

大阪や奈良に長期滞在されている外国人をターゲットに当市の 

観光地に訪れて頂き、着物で今井町散策や、札の辻交流館での 

書道体験を行いました。また、今井町食事処マップ（日本語・ 

英語）を作成しました。 

 

  １３）自家用自動車有償貸渡事業 

  超小型モビリティ MICHIMO のレンタルサービスを行いました。 

  橿原神宮前駅構内に営業所を設け、飛鳥地方の周遊観光を促進する為、レンタカーサー 

  ビスを通じて二次交通の強化と新たな観光ツールとして観光事業の活性化に努めました。 

   

  １４）今井町家集客改装事業 

    今井町の土地及び家屋の寄付を受け、観光施設として活用 

    していくため、改修工事を行い、『今井町観光情報館』とし 

   て橿原市及び中南和地域の観光情報の発信を行いました。 

 

 

 

 

  １５）周遊観光促進補助委託業務事業 
    橿原市内の宿泊施設に宿泊した方を対象に周遊観光促進クーポンを配布し橿原市内及び周 

    辺の観光施設の利用料金を助成し、橿原市への宿泊観光客の増加とリピーターを促進し、当 

    市への誘客を図りました。 

    ○利用可能施設 ５７施設 

    ○クーポン利用数 ８,２９４枚 

 

  



  １６）総会、理事会の開催 

    ①理事会 

 開 催 日：平成２８年６月７日（火） 

 開催場所：橿原観光ホテル 

 内 容：平成２８年度通常総会提出議案等を審議し、承認を得ました。 

    ②定時総会 

 開 催 日：平成２８年６月２８日（火） 

 開催場所：橿原ロイヤルホテル 

 内 容：５７名（うち委任状出席１９名）の出席のもと、提出議案などについて 

          慎重審議の結果承認を得ました。 

     また、総会終了後、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの 

  中山 めぐみ氏を講師に迎え『集客戦略としてのバリアフ 

  リー観光』について講演頂きました。 

  第３回橿原市観光ポスターデザインコンテスト表彰式と、 

   ２０１６橿原市観光親善大使『さらら姫』任命式及び副賞授 

     与式を行いました。 

    ③理事会 

    開 催 日：平成２９年３月２７日（月） 

 開催場所：橿原観光ホテル 

    内 容：平成２９年度事業計画（案）並びに正味財産増減予算書（案）等を審議し、 

         承認を得ました。 


