
第１号議案 

平成２９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『Ｓａｒ

ａｒａ』において旬な情報の発信や Facebook、Instagram

といった SNS を活用して積極的な情報発信を行い誘客の

増加に努めました。 

 

 

  ２）橿原市観光親善大使『さらら姫』の選出及び運営事業 

２０１７橿原市観光親善大使『さらら姫』に辻本恭仁子さん・

前垣美沙さん・吉岡新菜さんの３名を任命し、橿原市のイメ

ージアップや観光ＰＲ、宮崎市との交流事業や橿原市の観光

キャンペーン、春の神武祭参道パレードなどの事業に派遣し

ました。また、さらら姫公式 Facebook ページを設け広報宣

伝に努めました。 

   

  ３）春の神武祭開催事業 

   平成２９年春の神武祭は神武天皇二千六百年大祭を経て、大

きく形を変え開催しました。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＆クラシックカーの

展示のほか、橿原神宮文華殿の特別公開や３夜連続のコンサ

ート、例年１日だけであったパレードを２日間にし、さらに

森林遊苑では橿原市を中心とする中南和が誇る美味を提供す

るフードマルシェを初めて行い約３２，４００人の来場がありました。 

 

  ４）歴史ウォーク開催事業 

   ・平成３０年２月１７日（土）『1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」～竹内

街道・横大路（大道）～』が平成 29年度の日本遺産に認定されたことを記念したウォーク

イベントを開催しました。 

    ・記紀万葉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３１１件   案内人数６，９９５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。 
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  ６）着地型パンフレット製作事業 

    当市を訪れた観光客が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 

「かしはらふらっと」を作成しました。周遊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 

 平成２９年４月１日（土）に本格オープンした外国人観光案

内所の運営を行いました。 

 

  ８）団体宿泊客誘致事業 

    橿原市、高取町又は明日香村内で開催される文化又はスポーツの大会若しくはコンベ

ンションに参加するため橿原市内の宿泊施設に宿泊する団体に対し、橿原市の地域活性

化を図ることを目的に宿泊にかかる費用の一部を助成しました。 

    ○申請件数 ５件 

    ○助成額  １３５，０００円 

 

９）各種事業への協賛協力事業 

   ①近鉄百貨店橿原店で開催されたゴールデンウィークイベント「楽しい奈良！再発見」に

協力し、観光 PR コーナーを設置しました。期間中の５月４日（木・祝）にはステージ

イベントにさらら姫を派遣し広報宣伝に努めました。 

    ○期 間 平成２９年４月２６日（水）～５月９日（火） 

    ○場 所 近鉄百貨店橿原店 ６階センターコート 

 

   ②今井町並み散歩｢六斎市｣に参画・協賛しました。 

    ○期 間 平成２９年５月６日（土）～２１日（日） 

    ○場 所 今井町 

 

   ③OBC ラジオウォークに協力しました。 

    ○開催日 平成２９年５月１３日（土） 

    ○場 所 橿原神宮森林遊苑 

 

   ④２０１７プレナスなでしこリーグカップ「INAC 神戸 VS 伊賀フットボールクラブく

ノ一（くのいち）」の開催に協力し、観光 PR コーナーを設置しました。 

    ○開催日 平成２９年６月２４日（土） 

    ○場 所 県立橿原公苑陸上競技場 

平成２９年度来館者数 ５，８３６人 

うち外国人 ２７０人 

手荷物一時預かり利用件数 ９８件 
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   ⑤プロ野球ウエスタンリーグ「オリックス・バッファローズ VS 広島東洋カープ」の開催

に協力し、観光 PR コーナーを設置しました。 

    ○開催日 平成２９年９月１０日（日） 

    ○場 所 佐藤薬品スタジアム 

 

   ⑥フォトロゲイニング大和三山２０１７を後援しました。 

    ○開催日 平成２９年１０月１日（日） 

    ○場 所 香久山体育館ほか 

 

   ⑦第１６回橿原夢の森フェスティバルに参画し協賛協力するとともに、観光 PR コーナー

を設置しました。 

   ○期 間 平成２９年１０月７日（土）～８日（日） 

    ○場 所 橿原神宮森林遊苑 

 

 

    

    

    

   ⑧日本遺産『1400 年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」～竹内街道・横大路（大道）

～』の構成市町村である羽曳野市で開催された「はびきのの夕べ」に協力し、観光 PR コー

ナーを設置し併せて橿原市の特産品の販売を行いました。 

    ○開催日 平成２９年１０月１５日（日） 

    ○場 所 羽曳野市コロコロふれあいパーク（駒ヶ谷駅西側公園） 

 

   ⑨和歌山県那智勝浦町で開催された「第３１回あげいん熊野詣」に参加協力しました。 

    ○開催日 平成２９年１０月２２日（日） 

    ○場 所 和歌山県那智勝浦町 那智山 

 

   ⑩第３２回国民文化祭・なら２０１７・第１７回全国障害者芸術・文化祭なら大会に協力

し、期間中に橿原市内で開催された「小倉百人一首競技かるた全国大会」「吹奏楽の祭

典」「ママさんブラス・フェスティバル全国大会」「川柳の祭典」で観光 PR コーナー

を設置し併せて橿原市の特産品の販売を行いました。 

    ○期 間 平成２９年１０月７日（土）～１１月１２日（日） 

    ○場 所 橿原文化会館ほか 

 

   ⑪「飛鳥リレーマラソン」で観光 PR コーナーを設置し併せて超小型モビリティ

「MICHIMO」を展示し広告宣伝に努めました。 

    ○開催日 平成２９年１１月５日（日） 
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    ○開催場所 橿原運動公園 

 

   ⑫「２０１７まほろば２Ｄａｙウォーク」で観光 PR コーナーを設置し、橿原市の特産品

の販売を行い併せて超小型モビリティ「MICHIMO」を展示し広告宣伝に努めました。 

    ○期 間 平成２９年１１月２５日（土）～２６日（日） 

    ○場 所 橿原神宮森林遊苑 

 

   ⑬「クリスマスイルミネーションｉｎかしはら」に参画しました。又、開催期間中かしは

らナビプラザ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。 

    ○期 間 平成２９年１２月２日（土）～平成３０年１月３１日（水） 

    ○場 所 近鉄大和八木駅前ロータリー周辺 

    

   ⑭「第２４回橿原と宮崎の物産展」に後援、協力しました。また公益社団法人宮崎市観光

協会と友好盟約締結を記念し橿原市と宮崎市のコラボ商品を販売し特産品等の啓発に

努めました。 

○期 間 平成３０年１月１７日（水）～２２日（月） 

    ○場 所 宮崎山形屋 

 

   ⑮「全国ほんもの体験フォーラム in 奈良・飛鳥」に協力し、観光 PR コーナーを設置し

併せて橿原市の特産品の販売を行いました。 

    ○開催日 平成３０年３月２４日（土） 

    ○場 所 橿原文化会館 

    

 【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では、「パワースポット香具山」、

「大和のお城と城下町～大和の三城～」、「竹内街道・横大路（大道）

2016 デジタルフォトコンテスト展」、「トリックアート迷宮の部屋」な

どの展示、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

を告知し集客に努めました。又、橿原消防署員立会いのもと消防訓練を実施しました。 

 

 平成２９年度は約３４０，０００名の来館がありました。 
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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３０２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）９６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 

   ・奈良文化財研究所都城発掘調査部展示資料室に来館されたお客様に対し、定点案内を行

いました。 

    （土曜、日曜、祝日 年末年始除く１１４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１０回・秋９回実施） 

 

  ６）橿原市役所分庁舎展望施設案内事業 

   ・平成３０年２月１３日にオープンした橿原市役所分庁舎「ミグランス」の展望施設にお

いて観光ボランティアガイドが館内施設、展示物、展望施設からの眺望等について説明

を行いました。 

 

  ７）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２９年春プロモーション会」へ参加し、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。 

     ○開催日 平成２９年４月１７日（月） 

     ○場 所 品川インターシティホール 

 

    ②「日本遺産サミットマッチング相談会」へ参加し、旅行エージェントに対し観光情報

の提供と「日本国創成のとき～飛鳥を翔（かけ）た女性たち～」周遊観光モデルコース

の提案を行いました。 

     ○開催日 平成２９年７月１日（土） 

     ○場 所 けいはんなオープンイノベーションセンター 

 

    ③「KNT－CT ホールディングス第６回国内大交流コンベンション」へ参加し、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、団体宿泊客誘致補助金の情報提供を行いました。 
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     ○開催日 平成２９年７月１３日（木） 

     ○場 所 ホテルイースト２１東京 

 

    ④「２０１７よい仕事おこしフェア」へ参加し、観光 PR コーナーを設置し誘客宣伝に

努めました。 

     ○期 間 平成２９年８月２２日（火）～２３日（水） 

     ○場 所 東京国際フォーラム 

 

    ⑤「VISIT JAPAN トラベルマート２０１７」へ参加し海外の旅行エージェントに対

し橿原市を含めた中南和地域の旅行商品、関西国際空港からのアクセス、広域的な観光

ルートの提案を行いました。 

     ○期 間 平成２９年９月２１日（木）～２２日（金） 

     ○場 所 東京ビッグサイト 

    

 

 

    ⑥「奈良県観光キャンペーン平成２９年秋プロモーション会」へ参加し旅行エージェン

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、団体宿

泊客誘致補助金の情報提供を行いました。 

     ○開催日 平成２９年１０月１６日（月） 

     ○場 所 品川インターシティホール 

 

    ⑦中国自動車道吉備サービスエリア上下線において「橿原市観光宣伝キャンペーン」を

実施し、橿原市観光親善大使さらら姫による観光ＰＲや観光ブースでのパンフレット

の配布を行い誘客宣伝に努めました。 

     ○開催期間 平成２９年１１月３日（金）～４日（土） 

     ○場  所 中国自動車道吉備サービスエリア上下線 

 

     

     

     

  

    ⑧平成２９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」へ参加し、橿

原市観光親善大使さらら姫によるステージでの観光ＰＲや観光ブースでのパンフレッ

トの配布を行い誘客宣伝に努めました。 
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     ○期 間 平成２９年１１月２４日（金）～２５日（土） 

     ○場 所 ＪＲ名古屋駅 

 

     

 

 

    ⑨東京スカイツリー「Beautiful NIPPON」全国観光 PR コーナーにおいて「大和かし

はらの観光展」を実施し、橿原市観光親善大使さらら姫による観光ＰＲや観光ブースで

のパンフレットの配布を行い誘客宣伝に努めました。 

     ○開催期間 平成２９年１２月２２日（金）～２８日（木） 

     ○場  所 東京スカイツリー「Beautiful NIPPON」全国観光 PR コーナー 

 

    ⑩平成２９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」へ参加し、橿

原市観光親善大使さらら姫によるステージでの春の神武祭の紹介や観光ＰＲや観光ブ

ースでのパンフレットの配布を行い誘客宣伝に努めました。 

     ○開催期間 平成３０年２月２日（金）～４日（日） 

     ○場  所 横浜市 横浜新都市プラザ 

     

 

 

 

    ⑪「阪神播磨地方橿原市観光キャンペーン」を実施し、春の神武祭の紹介や橿原市観光

親善大使さらら姫による観光ＰＲや観光ブースでのパンフレットの配布を行い誘客宣

伝に努めました。 

     ○開催期間 平成３０年３月３日（土）～４日（日） 

     ○場  所 神戸市「さんちか夢広場」、山陽姫路駅、山陽明

石駅、山陽垂水駅 

 

 

 

    ⑫「JAF デー階段のぼり in 京都タワー」に参加し、橿原市観光親善大使さらら姫によ

るステージでの春の神武祭の紹介や観光ＰＲや観光ブースでのパンフレットの配布を

行い誘客宣伝に努めました。 

 ○開催日 平成３０年３月１０日（土） 

 ○場 所 京都府 京都タワー 

 

⑬「旅まつり名古屋２０１８」へ参加し、橿原市観光親善大使さらら姫によるステージ

での春の神武祭の紹介や観光ＰＲや観光ブースでのパンフレットの配布を行い誘客宣

伝に努めました。 
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 ○期 間 平成３０年３月１７日（土）～１８日（日） 

 ○場 所 名古屋市久屋大通公園久屋広場 

 

８）橿原レンタサイクル運営事業 

    広域観光の促進のため、レンタサイクルを貸出しました。 

     ○利用件数 １，０８５件 

 

   ９）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」観光団一行が本市を来訪され歓迎会

に会長が出席しました。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２９年４月９日（日） 

○場 所 橿原ロイヤルホテル 

 

 

 

    ②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２９年７月２９日（土）～３０日（日） 

     ○場 所 宮崎市 橘通り 

 

    ③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２９年１０月６日（金） 

     ○場 所 橿原観光ホテル 

 

    ④橿原市と宮崎市は姉妹都市盟約締結５０周年を迎えました。訪問観光団や観光物産

展の相互実施など両市協力の元、各種事業に取り組み交流を図る中、両市の観光協会に

おきまして橿原市観光協会設立６０周年、宮崎市観光協会設立７０周年を迎える記念

の年に友好盟約を締結しました。 

○締結日 平成２９年１０月２８日（土） 

○場 所 宮崎観光ホテル 
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  １０）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。 

 

  

  １１）橿原市観光名刺、きんのしおり販売事業 

 ・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。 

 

 

  １２）自家用自動車有償貸渡事業 

    営業形態を直営方式に切り替え超小型モビリティ MICHIMO のレンタルサービスを平成３

０年２月１５日より再開いたしました。再開に合わせリニューアルキャンペーンとしてレ

ンタル料金半額キャンペーンを実施し、ウェブサイトやチラシ等で広告宣伝に努めました。 

 

  １３）今井町観光情報館運営事業 

    今井町の土地及び家屋の寄付を受け改修した「今井町観光情報館」で、橿原市及び中南

和地域の観光情報の発信を行いました。 

 

  １４）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 ５２施設 

    ○クーポン利用枚数 ５，４７２枚 

    ○配布期間 平成２９年７月１日～９月３０日・１２月１日～平成３０年２月２８日 

 

  １５）谷三山没後１５０年記念事業 

    橿原市八木町に生まれ、その生涯を八木で過ごした幕末の儒者、谷三山の没後１５０年を記

念し、その功績をたたえた現地ウォーク及び記念フォーラムを開催しました。 

    ○開催日 平成２９年１２月３日（日） 

    ○場 所 橿原文化会館小ホール 

 



第１号議案 

  １６）宮崎市親善訪問団５０回記念おもてなし特別イベント事業 

    春の神武祭の開催に合わせ来訪される宮崎市親善訪問団が平成２９年で５０回を迎えるに

あたり、今井まちなみ交流センター「華甍」の講堂において尺八奏者の薮内洋介氏を招き特

別イベントを開催しました。 

 

  １７）韓国高速鉄道（ＫＴＸ）ファムトリップ業務 

    韓国高速鉄道（ＫＴＸ）に配架される雑誌に奈良県中南和地域を紹介するために来日したＫ

ＴＸマガジン社の撮影に協力し橿原神宮や今井町、藤原宮跡等を案内しました。 

 

  １８）講演会の実施 

    橿原市分庁舎「ミグランス」のオープンを記念して橿原市観光ボランティアガイドの会会長

の木村三彦氏と橿原市初代観光大使の平田進也氏を講師に招き講演会を開催しました。 

    ○期 日 平成３０年２月２４日（土） 

    ○場 所 橿原市役所分庁舎 コンベンションルーム 

 

  １９）総会、理事会の開催 

    ①理事会 

 開 催 日：平成２９年６月７日（水） 

 開催場所：橿原観光ホテル 

 内 容：平成２９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２９年６月２９日（木） 

     開催場所：橿原観光ホテル 

     内 容：５５名（うち委任状出席１８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、総会終了後には橿原考古学研究所 副所長 豊岡卓之氏

を講師に招き『古墳から見た奈良と宮崎』について講演頂きま

した。２０１７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３０年３月２６日（月） 

 開催場所：橿原観光ホテル 

     内 容：平成３０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。 


