第１号議案

令和元年度事業報告
令和元年度も、会員の皆様をはじめ多くの方々から御支援・御協力をいただき心より感謝申
し上げます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大にともない「都城弓まつり全国
弓道大会」及び「都城もちお桜まつり」は中止とさせていただきました。御迷惑をおかけしま
した関係者の皆様には、この場をおかりしてお詫び申し上げます。
各部会が実施しました事業につきましては、次のとおりです。
誘客おもてなし部会

担当副会長

徳

留

弘

二
【部長：宮

１

元

広】

基本方針
当部会は、ＩＳＡワールドサーフィンゲームス（ＷＳＧ）やラグビーワールドカップなど
の開催効果を見据えたインバウンド対応やスポーツランド都城を「おもてなしの心」で推進
するとともに、霧島ジオパークについてもそのＰＲにつとめました。
「インバウンド対応」については、都城市及び都城日台友好親善協会等との連携を図ると
ともに、ホームページの多言語化などに取り組みました。
「スポーツランド都城」の推進については、プロ野球自主トレ、Ｊリーグ２チーム、女子
ソフトボール２チームを始めとしたスポーツチームのキャンプ等を支援し、応援観戦ツアー
も実施するなどキャンプ誘致活動も行いました。
「霧島ジオパーク」については、関係団体との連携した活動はもちろん、観光ボランティ
アの関之尾むかえびとの会とともに、関之尾滝や甌穴群などのジオサイトめぐりのウォーキ
ングを実施するなどその周知を図りました。
①都城市や都城日台友好親善協会とも連携したインバウンド事業の推進
○クルーズ船（コスタ・ベネチア：１３５,５００ｔ・４,２３２人）寄港
・日
時：令和元年５月１２日（日）
※都城島津邸・霧の蔵ブルワリー・イオンモールなど８台のバスツアー
○観光推進訪台事業～台湾訪問（都城市トップセールス）
・日   時：令和元年１１月１７日（日）～２０日（水）
・訪問先等：桃園市・新竹縣・中華航空本社
※その他都城来訪団体対応～新竹縣尖石郷役所団都城訪問・常春藤高中２０１９年教育
旅行(都城東高校との交流)・台湾からのミートツーリズム＆ゴルフツアー・韓国大邱
パークゴルフ団・宮崎県観光協会台湾学校関係者招請事業都城交流会等
②プロサッカーチーム及び女子ソフトボールチーム都城キャンプ協力
○ツエーゲン金沢（Ｊ２）
・キャンプ期間：令和２年１月１４日（火）～２６日（日）（一次）
令和２年２月１０日（月）～１６日（日）（二次）
・歓 迎 交 流 会：令和２年１月１４日（火）・・・物産品提供
○栃木ＳＣ（Ｊ２）
・キャンプ期間：令和２年１月２９日（水）～２月９日（日）
・歓 迎 交 流 会：令和２年２月 ６日（木）・・・物産品提供
○シオノギ製薬女子ソフトボールチーム（１部）
・キャンプ期間：令和２年２月 ６日（木）～１５日（土）
・歓 迎 交 流 会：令和２年２月 ９日（日）・・・物産品提供
○日本精工女子ソフトボールチーム（２部）
・キャンプ期間：令和２年２月１６日（日）～２７日（木）
・歓迎交流会：令和２年２月２０日（木）・・・物産品提供
※この他プロ野球自主トレ（令和２年１月５日～２３日）の支援も実施
③プロ・アマチームのキャンプ、合宿誘致及び支援体制の強化
○全国高校総体期間中の出店
・バレー・弓道大会会場（早水体育文化センター）にて出店
○都城キャンプ誘致チーム応援観戦ツアーの実施
（栃木ＳＣ・ツエーゲン金沢・シオノギ製薬及び日本精工女子ソフト）
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○ソフトバンクホークス ベースボールキッズ
・日
時：１１月２３日（土・祝）１３時～１６時
・場
所：高城運動公園屋内競技場
※その他物産展への参加等、観光推進を見据えたＰＲ活動を実施
④霧島ジオパーク推進連絡協議会・関之尾むかえびとの会との連携
○霧島ジオパーク関係者等意見交換会・交流会
・日
時：令和元年７月１９日（金）１８時３０分～
・場
所：かごしま路（霧島市国分）
○霧島ジオパークウォーキングの開催（年２回）
    関之尾滝⇔大川原峡（曽於市財部町）１２ｋｍコース
・春のジオウォーキング：令和元年４月２０日（土）参加者４４名
   ・秋のジオウォーキング：令和元年１１月２４日（日）※雨天の為中止
○関之尾むかえびとの会との連携
・地元観光ボランティアガイドの「関之尾むかえびとの会」と連携し、関之尾滝の観
光ＰＲに努めました。
都城歴史イベント部会 担当副会長

東

郷

研

哉

【都城島津部長：倉 園 政 彦】
【弓まつり部長：黒 木 洋 平】
第１２回島津発祥まつりは、１１月２３日の「メインイベント」開催も定着し、パレード
コース、会場も多くの見物者で賑わいました。また、今回からメイン会場にてスタンプラ
リーを行うなど、来場者の皆様により楽しんでいただけるような新しい試みも行いました。
３００名からなる歴史絵巻『明道館パレード』への参加者も年々増え、市民参加型のまつり
が実施できました。
第３３回都城弓まつり全国弓道大会は、新型コロナウイルス感染症の予防策などを講じ開
催する予定としていましたが、感染の拡大傾向を踏まえ、参加される選手の皆様、大会を運
営するスタッフ・ボランティア等及び応援される市民の皆様方の安心・安全を最優先するた
め、開催を中止することとしました。
また、昨年５月に開催された全日本弓道連盟創立７０周年記念式典において、同連盟から
弓まつり開催による弓道の普及発展への貢献が評価され感謝状をいただきました。
＜島津発祥まつり＞
①２０１９島津発祥まつりへの参加協力
期 日：令和元年１１月１日（金）～２３日（土・祝）
参加者：約１５，０００人
内 容：島津剣道大会
１１月 ９ 日（土） 都城島津邸
島津いろは歌カルタ大会
１１月１７日（日） 都城島津邸
城山のお宝さがし
１１月１７日（日） 城山狭野神社
島津発祥まつり（メインイベント） １１月２３日（土・祝）
【明道館パレード（都城島津邸→神柱公園）、島津荘園（神柱公園）】
②都城島津のＰＲ活動（都城十字丸）
城山のお宝さがし
１１月１７日（日） 城山狭野神社
※令和２年１月には、都城歴史観光ガイドの会が公益財団法人宮崎県観光協会の観光功
労賞を受賞されました。
＜弓まつり（中止）＞
期 日：令和２年３月２８日（土）・２９日（日）
会 場：早水体育文化センター特設会場
参加申込数：２，７４１名（海外１か国・２６都道府県より）
中高生の部
１，４５３名 ４３１チーム
一般の部
１，２８８名 ４０６チーム
※今大会も多くの参加申し込みをいただきましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の
ため中止としました。なお、参加料等は全て返却いたしました。
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観光地イベント部会

担当副会長

田

熊

昭

【焼肉カーニバル部長：瀬 尾 典 史】
【もちお桜まつり部長：中 野 昭 信】
令和元年度で１４回目を迎えた焼肉カーニバルは、秋晴れの中、県内外から多くの皆様に
ご来場いただき、国文祭・芸文祭みやざき２０２０のプレイベントも実施するなど「日本一
の肉のまち都城」をＰＲできました。都城青年会議所主催の花火大会も同日開催され、多く
の来場者で賑わい、圏域経済の活性化に寄与しました。
第７０回都城もちお桜まつりについては、多くの記念イベントなども計画していましたが、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて中止いたしました。なお、桜まつり中止でも
想定される一定の観桜客の安全確保の為、都城市より母智丘公園桜開花時期管理業務を受託
して、交通規制及び臨時駐車場等の対応をしました。
＜焼肉カーニバル＞
・期 日：令和元年１０月１９日（土）
・会 場：高城町観音池公園自由広場
・来場者数：５０，０００人
＜もちお桜まつり（中止）＞
・交通規制等実施期間：３月２０日（金・祝）～４月１２日（日）
・来場者数：約１２，０００人（昨年約７０，０００人）
※新型コロナウイルス感染症拡大のため中止としました
会員交流特別委員会

担当副会長

佐

伯

浩一郎

【委員長：西 田 憲 一】
会員加入の拡大の促進を図りながら、協会の経営体質強化に努めました。また、観光レ
ディやホームページなどあらゆる情報媒体を活用し、都城観光のＰＲ等に努めました。
①令和元年度 第６３回通常総会の開催
期 日：令和元年６月１４日(金)
会 場：グランドパティオ都城
②会員名簿・手帳の作成及び会員の加入拡大
③報道関係者との意見交換会
期 日：令和元年８月７日(水)
会 場：ホテル中山荘 ＬＵＣＥルーチェ
参加者：３０名
④都城観光レディの活動
・早水あやめ祭り（髪長姫で参加）
平成３１年 ４月２９日(月)
・協会通常総会
令和 元 年 ６月１４日(金)
・ＭＲＴラジオ「みやこんじょドキドキナビ」
７月 ９日(火)
・盆地まつり
８月 ３日(土)
・食品衛生月間に伴うチラシ配布等
８月 ８日(木)
・みやこんじょよかよか観光マップパンフ撮影
９月 ３日(火)
・観光協会ゴルフコンペ＆交流会
９月２８日(土)
・「ミートツーリズム」プロモーション動画撮影
１０月 ４日(金)～ ６日(日)
・焼肉カーニバル
１０月１９日(土)
・宮崎神宮大祭（神武さま）
１０月２６日(土)・２７日(日)
・ＪＲ吉都線利用促進協議会主催ツアーお出迎え
１１月１２日(火)
・島津発祥まつり
１１月２３日(土・祝)
・プロサッカー都城キャンプ セレモニー等参加
（ツエーゲン金沢・栃木ＳＣ キャンプ期間 １月１４日～２月１６日）
⑤観光瓦版の発行（毎月１回）
⑥都城観光カレンダーの発行
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担当専務理事兼事務局長
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【事務局所管】
令和元年度は、「関之尾緑の村」や「滝の駅せきのお」等の所管施設や関係団体との連携
を強化しつつ、観光の推進に努めるとともに、市の施策であるミートツーリズム推進事業や
都城日台友好親善協会の事業などとも連携した取り組みを進めました。
「関之尾緑の村」においては、母智丘・関之尾公園及び関之尾緑の村の指定管理者として、
管理業務を適正に行いつつ、季節ごとに各種イベントを実施し、利用者の増加に努めました。
その成果もあり、新たに令和６年度までの５年間の指定管理者の指定を受けました
また、「滝の駅せきのお」では、冷凍弁当の導入など来店客のニーズに対応した商品の充
実を図りました。さらに増加傾向にあった外国からの観光客に対しても、おもてなしの心で
対応してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け観光バスが激減する
など、年度末の売り上げが大きく減少しました。
観光案内所では、都城観光の窓口として、来訪されるお客様に対して丁寧な対応に努めま
した。
＜緑の村＞
①緑の村総施設利用者数 １２，９４２人
内訳：県内１１，５５１人（都城市内６，４０２人）、県外１，３９１人
○施設利用者内訳
・テニスコート利用者数：６，１８６人
・プール利用者数（７月２０日～９月１日）：４，７３０人
・ケビン、バンガロー利用者数：１，８５７人
・自然環境活用センター利用者数：１６９人
※その他の施設利用者数（母智丘公園、くまそ広場、多目的広場等）
：５６，０４６人
②自主事業内容
・ニジマスのつかみ取り
令和元年５月５日（日・祝） 参加者数３０人
・寄せ植え教室
平成３１年４月２９日（月） 参加者数６人
令和元年１１月２４日（日） 参加者数９人
・ダンボールでピザ窯づくり教室
令和元年５月３日（金）
参加者８組
令和元年１１月２３日（土・祝）参加者４組
・新そば打ち教室
令和元年１２月８日（日） 参加者３０人
・緑の村中学生テニス大会
令和２年１月２５日（土）参加校 ７校 １１チーム
令和２年１月２６日（日）参加校 ８校 １２チーム
＜滝の駅せきのお＞
①新緑まつり及び紅葉まつりの開催
・期 日：令和元年５月３日（金）～５日（日）
令和元年１１月２３日（土・祝）・２４日（日）
・内 容：菓子野保育園児の太鼓演奏、お楽しみ抽選会
※「くまその里よろず市」も５月３日（金）・１１月２４日（日）に開催
②全国高校総体バレー及び弓道会場での出店
・期 日：令和元年７月２４日（水）～８月１０日（土）
・場 所：早水公園体育文化センター
③ 宮崎発焼酎列車出店
・期 日：令和２年１月２４日（金）
・場 所：西都城駅
④観光ボランティアとの連携
地元観光ボランティアガイドの「関之尾むかえびとの会」と連携し、関之尾滝の観光
ＰＲに努めました。
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＜事務局＞
①インバウンド対策推進
○都城日台友好親善協会総会
・日 時：５月１５日（水）１８時３０分～
・場 所：都城グリーンホテル
・基調講演：台北駐福岡經濟文化辨事處長 陳 忠正氏
○新竹縣尖石郷役所宮崎県訪問
・日 時：１０月３日（木）・４日（金）都城訪問
・場 所：霧の蔵ブルワリー・菌床椎茸・温泉かかしの里ゴルフパーク等
○タイインバウンドセミナー
・日 時：１０月１５日（火）
・会 場：城山観光ホテル
○観光推進訪台事業
・日 時：１１月１７日（日）～２０日（水）
・内 容：桃園市、新竹縣におけるミートツーリズムＰＲ及び中華航空本社訪問（宮
崎－台湾便増便要望活動）
○台湾学校関係者招請事業（宮崎県観光協会）
・日 時：１月１９日（日）～２２日（水）
・都城懇親会：１９日（日）メインホテルにて都城教育旅行ＰＲ
②市町村観光協会等会長会議
・日 時：５月２１日（火）１６時～
・会 場：コンベンションセンター
③川上神社神事・お雪さんの盃流しに参加
・日 時：８月３日（土）１６時３０分～
・会 場：川上神社、関之尾滝
④ひむか共和国クーポン（体験メニュー）視察研修
・日 時：９月９日（月）１０時３０分～
・内 容：ひむか共和国クーポン事務局高千穂町観光協会にて研修
⑤都城市野外フェス（グラフェス）に実行委員会として参加
・日 時：９月１５日（日）１１時～１７時
・会 場：高城観音池特設ステージ
⑥陸海空交通連携懇談会・意見交換・懇親会
・日 時：１０月２３日（水）１７時～
・会 場：都城グリーンホテル
⑦関之尾むかえびとの会視察研修
・日 時：１０月２９日（火）８時３０分～１７時
・内 容：大口・加治木等の観光施設視察
⑧宮崎県観光振興議員連盟との意見交換会
・日 時：１２月９日（月）１５時～
・会 場：ニューウェルシティ宮崎
⑨都城興玉神社夜神楽大祭
・日 時：１２月２１日（土）１４時～
・場 所：興玉神社（安久町）※「滝の駅せきのお」出店
⑩宮崎県観光協会「会員の集い」
・日 時：１月２８日（火）１７時３０分～
・会 場：宮崎観光ホテル
⑪観光みやざき創生塾（基礎コース）へ参加
・講義内容：県観光の現状と課題、観光戦略、インバウンド推進、滞在型観光等につ
いて
⑫みやざきＭＩＣＥ推進協議会誘致ワーキングチームに参加
⑬ミートツーリズム推進委員会に参加
※その他、関之尾公園リニューアル検討委員会及び他団体等の行事にも積極的に参加
協力を行いました。
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