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観光振興事業（公 1） 

                                （★）新規事業 

                                （〇）拡充・重点事業                                 

 

【１】国内からの誘致プロモーション 

（1）観光プロモーション（B to B）（○） 

① 旅行会社への誘致セールス 

   姫路城団体入城データの分析に基づき、主要エリアの旅行会社を訪問し姫路の観光情報 

を提供することでツアー造成を働きかけた。 

 〔実績〕 

実施日 訪問地区 件数 

6月 21日（金） 宮城県（仙台） 6社 

7月 5日（金） 福岡県 6社 

7月 17日（水）～19 日（金） 島根県（松江）・鳥取県・岡山県 17社 

8月 16日（金） 宮崎県 4社 

9月 25日（水）～27 日（金） 長野県（松本・長野）・石川県（金沢） 15社 

12月 18日（水）～19 日（木） 奈良県・滋賀県（大津・草津・彦根） 14社 

1月 24日（金） 長野県（長野・松本） 6社 

合      計 68社 

   

② 教育旅行の誘致セールス 

教育旅行誘致用の資料を用い、旅行会社の教育旅行担当部署へ誘致セールスを行った。 

北海道、福岡県の主要継続エリアに、新規エリアを加えて誘致セールスを行った。 

〔実績〕 

実施日 訪問地区 件数 

4月 17日（水）～18日（木） 山形県・福島県（いわき・福島・郡山） 14社 

9月 3日（火）～ 4日（水） 大分県・福岡県（北九州）・山口県 11社 

3月 2日（月）～ 4日（水） 
北海道（函館）・青森県（八戸） 

岩手県（北上・一関）＊新型ｺﾛﾅで中止 

― 

合      計 25社 

 

③ 観光セミナーの開催、旅行会社・メディア招聘、商談会等への参加 

姫路市へ各地より旅行会社を招聘し、観光セミナーを開催すると共に市内観光事業者との

商談会や視察研修会を実施した。また、旅行会社やメディアとのセミナー・商談会へ積極的

に参加し情報提供を行った。 

さらに広域連携事業として、神戸観光局と共催で旅行会社・メディアを対象とした観光セ

ミナーを福岡・東京で開催すると共に、市内観光事業者との商談会や意見交換会を開催した。 
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〔実績〕 

■旅行会社・メディア招聘 

実施日 事業名称 実施場所 参加者 

5月 21日(火) 姫路観光セミナー ホテル日航姫路 
旅行会社 16社 

市内観光事業者 28社 38名 

5月 22日(水) 市内視察 
JF坊勢姫路とれとれ市

場・漁業体験・姫路城 
旅行会社 13社 

  

 

 

 

 

 

■商談会等 

 実施日 事業名称 開催場所 

6月 17日（月） 阪急交通社国内旅行推進協力会 大阪 

7月 11日（木） KNT-CT主催 第 8回国内大交流コンベンション 東京 

10月 24日（木）・25日（金） ツーリズム EXPOジャパン 2019国内商談会 大阪 

11月 27日（水） JR西日本観光素材説明会 福岡 

12月 11日（水） 阪急交通社国内旅行推進協力会 滋賀 

2月 13日（木） JTB旅ホ連兵庫支部 あいたい兵庫 2020商談会 東京 

■観光セミナーの開催「神戸・姫路 観光素材説明＆商談会」 

実施日 開催場所 参加者 

1月 29日（水） 

 

福岡（クアンティック） 

旅行会社：13社 31名 

観光事業者 27社 35名 

※うち市内観光事業者：13社 17名 

2月 12日（水） 

 

東京（アルモニーソルーナ表参道） 

旅行会社 11社 27名 

観光事業者 33社 47名 

※うち市内観光事業者：16社 25名 

 

 

 

  

 

 

（2）個人観光客を対象とするプロモーション(B to C) 

 ① 観光キャンペーンの実施 

個人観光客の誘致を目的に、主要都市にて観光キャンペーンを実施し、姫路の観光資源を 

PRした。実施にあたり、兵庫県・ひょうごツーリズム協会・他自治体・交通機関・観光業 

者等との連携を重視したタイアップキャンペーンを行った。 
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■観光キャンペーン 

  実施日 開催地 キャンペーン名 

4月  7日（日） 姫路市 JRふれあいハイキング 

4月 27日（土）・28日（日）  松本市 信州緑化キャンペーン 

6月  1日（土） 姫路市 家島しまたびほたるシップ 

6月  2日（日） 姫路市 家島観光釣り大会 

6月  8日（土）～ 9 日（日） 岡山市 旅ミルン岡山 

6月 20日（木）～22 日（土） 仙台市 あいたい兵庫仙台キャラバン 

8月  3日（土）～ 4 日（日） 熊本市 第 42回火の国まつり 

8月 17日（土）～18 日（日） 宮崎市 まつり宮崎 

10月 12日（土） 岡山市 おかやま桃太郎まつり 2019 ※台風で中止 

10月 26日（土）・ 27日（日） 大阪市 ツーリズム EXPOジャパン 

11月  1日（金） 那覇市 あいたい兵庫沖縄ｷｬﾗﾊﾞﾝ※首里城火災で自粛 

11月  2日（土）～3日（金） 宜野湾市 沖縄旅フェスタ 2019 

12月 21日（土）・ 22 日（日） 横浜市 お城 EXPO2020 

1月 18日（土）～19 日（日） 福岡市 JR新幹線で関西へ行こう！観光キャンペーン 

1月 23日（木）～25 日（土） 松本市 あいたい兵庫松本キャラバン 

3月 14日（土）・ 15 日（日） 名古屋市 旅まつり名古屋（中止） 

3月 28日（土）・ 29 日（日） 熊本市 春のくまもとお城まつり（中止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）食をテーマとしたプロモーション 

春秋の観光シーズンに、ビューロー会員の飲食店舗と連携し、 

各店舗自慢の人気メニューがお得に利用できるクーポン付 

レストランガイド「ひめぐるめ」を発行し、食のＰＲ並びに 

会員店舗への誘客を促した。 

〔実績〕   

発行日 発行部数 主な設置場所 掲載内容 

4月初旬 3万部 
観光案内所、姫路城、市

内ホテル、掲載店舗等 

クーポン掲載店舗数：51件  

ノベルティ引換：789件 

10月初旬 3万部 
観光案内所、姫路城、市

内ホテル、掲載店舗等 

クーポン掲載店舗数：57件  

ノベルティ引換：189件 
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（4）着地型観光素材開発と商品造成・運営事業（★） 

  ◆着地型観光素材の開発と商品造成 

平成 30年度に開発した素材を中心に、B to B（旅行会社）向け、並びに B to C向けに 

販売できる素材を整備した。 

◆専用 HP開発・商品販売 

造成した商品を周知・販売するために、姫路市の着地型観光素材専用の HPを制作し、 

予約管理・問い合わせ対応・決済・催行まで、HP上で完結できるシステム構築した。8月 

1日（木）、ＨＰ「もっと姫路たび」及び事務局専用ダイヤルを開設し、第一弾として 8件 

の体験プログラム・12催行日の予約受付を開始。1体験プログラムの催行日を 1 日程追加、 

新体験プログラムを 1 件（1催行日）追加。 

「もっと姫路たび」実績 

会員登録数 118 名 催行中止：台風 19号 1日程 21名 

造成ツアー件数 9件 催行中止：最少催行人員 1日程 

ツアー催行日程 15日程 催行中止：新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ 3日程 28名 

申込人数 142 名 最終参加者人員 93名 

  

  ◆姫路城における朝観光推進事業 

   滞在型観光を推進するため、2月の姫路城特別公開に合わせ朝観光を実施した。 

〔実績〕 

姫路城から朝日を望む宿泊プラン 

1月 31日（金）、2月 7日

（金）、8 日（土）、10 日

（月）、14日（金）、15日

（土）、21日（金） 

参加者数：94名 

・特別ガイドの案内にて、イの渡櫓（日の出）、大天守（朝日）、 

ロ、ハの渡櫓、乾小天守など国宝 5 棟の特別見学 

・好古園（活水軒）での朝食 

 

（5）プロモーションツールの整備 

 ① 観光ガイドブック、PR ポスター、ノベルティグッズ等の作成 

「観光施設・着地型観光素材・飲食店・土産店・宿泊施設・MAP等」 

を集約した、姫路観光ガイドブックを、広告協賛を得て年間 20万部 

発行した。 

〔実績〕 

■姫路観光ガイドブック 

発行日 発行部数 主な郵送・設置場所 概要 

11月  20万部 

観光案内所、神戸空港、伊丹空

港、近郊サービスエリア、国内旅

行会社、市内観光事業者等 

128件の広告協賛を得て姫

路市の公式ガイドブックを

作成 

■その他印刷物 

  ・キャンペーン用ロケ地マップ増刷、外国語ガイドブック増刷（8言語） 

■ノベルティ作成 

・しろまるひめミニノート、しろまるひめステンレスクリップ、資料納入用ナイロンバッグ 
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【2】 海外からの誘致プロモーション（インバウンド事業）（○） 

（1）「海外旅行博」「B to B 商談会」への出展 / 旅行会社への誘致セールス 

  「台湾・韓国・タイ・香港」を成熟市場と位置づけ、ビューロー会員である観光事業者と共同 

で事業に取り組んだ。また、「フランス・スペイン・イギリス・ドイツ・アメリカ・シンガポー

ル・オーストラリア」を重点市場と位置づけ、日本政府観光局（JNTO）・関西観光本部・兵庫県・

大阪観光局・神戸観光局・県内自治体・せとうち DMO 等との広域連携によるプロモーションを

展開した。各市場での旅行博や商談会に参加するとともに、現地旅行会社へのセールスコール

を実施した。合わせて、国内のインバウンドを取扱う旅行会社、ランドオペレーター等を訪問

し情報提供を行った。 

〔実績〕 

■海外旅行博、商談会、旅行会社へのセールスコール等 

開催日 開催場所 事業名称 内容 

5月 9日（木） 

10日（金） 

ソウル 

（韓国） 

韓国旅行会社ｾｰﾙｽｺｰﾙ 現地旅行会社 24社を訪問 

参加観光事業者：4社 

6月 13日(木） 

～16日(日) 

香港 第 33回香港国際旅行

展示会（ITE2019） 

業界日に、旅行会社 24社と商談。一般

日には、B to C観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施 

参加観光事業者：2社 

連携都市・団体：朝来市、兵庫県香港

交流事務所 

6月 17日(月） 香港 香港旅行会社とのマ

ッチング商談会 

現地旅行会社 22社と商談 

6月 26日(水) 

27日(木） 

東京 旅行会社ｾｰﾙｽｺｰﾙ 旅行会社 6社を訪問 

 

7月 9日（火） 

10日（水） 

台北 

（台湾） 

姫路観光セミナー 

旅行会社ｾｰﾙｽｺｰﾙ 

現地旅行会社 35社 42 名、メディア 8

社、インフルエンサー9名を招待しての観

光セミナー、商談会を実施 

参加事業者：10 社 

7月 26日(金) 東京 旅行会社ｾｰﾙｽｺｰﾙ 旅行会社 6社を訪問 

9月 4日（水） 

5日（木） 

バンコク 

（タイ） 

バンコク旅行会社ｾｰﾙ

ｽｺｰﾙ 

現地旅行会社 19社を訪問 

参加事業者：3社 

10月 1日(火) 

～4日(金) 

パリ 

（ﾌﾗﾝｽ） 

IFTM Top RESA VJ事業（B to B旅行博） 

＜広域連携＞ 

大阪観光局、神戸観光局、関西エアポート 

10月 24日(木) 

  ～26日(土） 

大阪 Visit Japan Travel 

Mart（ﾂｰﾘｽﾞﾑ Expo 同

時開催） 

世界 12市場の旅行会社とのアポイント

商談 26社、自由商談 20社 

参加事業者：6社 

11月 4日(月) 

～6日(水) 

ﾛﾝﾄﾞﾝ 

（ｲｷﾞﾘｽ） 

World Travel Market 

LONDON 

VJ事業（B to B旅行博） 

＜広域連携＞ 

大阪市、堺市、高野町、神戸観光局、

関西エアポート 
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11月 9日（土） 

10日（日） 

ｺﾙﾏｰﾙ 

（ﾌﾗﾝｽ） 

SITV Colmar 2019 B to C旅行博  

＜広域連携＞ 

広島県、岡山市、神戸観光局 

11月 27日(水) 

   28日(木) 

愛知 

 

Visit Japan Travel 

Mart ASEAN+INDIA 

ASEAN市場の旅行会社との商談会 

12月 10日(火) 香港 兵庫県 FITセミナー 香港旅行会社との商談会 

1月 16日（木）

～20日（月） 

バンコク 

（タイ） 

タイ国際旅行博

（TITF） 

旅行会社ｾｰﾙｽｺｰﾙ 

B to C旅行博で、ﾋﾞｭｰﾛｰ会員ととも

に、タイ市内の旅行会社 15 社を訪問 

参加事業者：4社 

2月 台湾 台北旅行会社ｾｰﾙｽｺｰﾙ ※新型コロナウィルスのため中止 

3月 パリ Salon Mondial du 

Tourisme Paris  

※新型コロナウィルスのため中止 

3月 5日（木） 姫路 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ交流会 ※延期 

 

 

   

  

 

    

   

     

    

   

  

 

 

（2）滞在型観光の促進（訪日団体旅行誘致助成事業)（〇） 

外国から姫路市を訪れる団体旅行を実施した旅行会社に対し助成金を交付することにより、

宿泊をともなう外国人観光客の増加を図った。 

〔実績〕 

 申請ツアー(件) 申請人数(人) 実施ツアー数

(件) 

実績人数（人） 

台湾 37 1,143 25 751 

香港 6 210 5 182 

韓国 11 244 6 149 

フランス 13 374 11 272 

ギリシャ 1 22 1 24 

シンガポール 1 20 1 21 

計 69件 2,013人 49件 1,399人 
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（3）ファムトリップ の受入 

   日本政府観光局（JNTO）、近畿運輸局、関西観光本部、兵庫県・ひょうごツーリズム協会、

その他広域連合が実施する旅行会社やメディア招聘事業を積極的に受け入れ、業界関係者へ

の姫路の知名度の向上とツアー商品の造成・メディア媒体への掲載を働きかけた。 

〔実績〕 

実施日 視察団体 視察先 参加者 

4月 3日（水） フランス インフルエンサー 姫路城・好古園 1名 

6月 17日（月） 英国ジャーナリスト 
姫路城・好古園・灘菊酒造・

ホテル日航姫路 
1名 

7月 26日（金） インセンティブＦＡＭ 姫路城・好古園 15名 

8月 20日（火） 台湾ブロガー 姫路城・好古園 1名 

8月 22日（木） フランス人カップルブロガー 姫路城・好古園・灘菊酒造 2名 

9月 18日（水） 香港旅行会社 姫路城 10名 

10月 3日（水） ラグビーＷ杯公式放送局 姫路城、城見台公園 3名 

10月 14日（月） 香港メディア 灘のけんか祭り 2名 

10月 17日（木） 米国メディア（4社） 姫路城 4名 

11月 10日（日） 米・豪旅行会社 姫路城 8名 

11月 12日（火） フランス旅行会社 姫路城 8名 

11月 17日（日） イギリス旅行会社 姫路城 5名 

11月 19日（火） タイメディア 姫路城・好古園・かっぱ亭 6名 

12月 7日（土） 米・英・中・シンガポール・ハ

ンガリー・インドネシア・ベト

ナム旅行会社 

姫路城 13名 

12月 15日（日） 中国記者 好古園 1名 

1月 20日（月） フランスメディア 姫路城・好古園 2名 

1月 21日（火） ドイツメディア 姫路城・好古園・日本玩具博

物館・城下町スタイル 

3名 

1月 26日（日） イギリスメディア 姫路城・好古園 2名 
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（4）観光ガイドブックの改訂及び広告プロモーション 

   9言語（英語・繁体字・簡体字・韓国語・タイ語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・ 

イタリア語）の観光ガイドブックを改訂・増刷を行った。また、広告プロモーションとして、

インフルエンサーやメディアを招聘し、記事広告を出稿した。 

〔実績〕                         

■インバウンド向けクーポンの提供    

関西国際空港のツーリストインフォメーションで、 

JRパス購入者に対して、姫路市観光案内所で 

ノベルティと交換するクーポンを提供。（その他、特典付き） 

 

■メディア招聘、広告媒体を活用した PR 

・FUN JAPANへの記事広告（ＷＥＢ・facebook）：台湾・香港向け 

   ・フリーペーパー「WAttention」への記事広告 

：パリ（3万部）、ロサンゼルス（3万部）、シドニー（2万部）、バンコク（10万部） 

 

 

         

 

 

 

【３】HP「ひめのみち」、及び広告媒体を活用した情報発信 

（1）HP「ひめのみち」を活用した情報発信 

姫路市の観光情報ポータルサイトである HP「ひめのみち」を管理・運営を行った。 

 〔実績〕                           （単位 件） 

 令和元年度 平成 30年度 

アクセス     598,135      969,653  

ページビュー 1,274,866 5,161,987 

 

（2）広告媒体を活用した情報発信 

   ・ゼンリン広告（道の駅配布媒体） 
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【４】観光客へのおもてなし事業 

（1）姫路市観光案内所窓口業務 

ＪＲ姫路駅中央コンコースに隣接する姫路市観光案内所にて、観光案内窓口業務を行った。 

〔実績〕                       

 令和元年度 平成 30年度 前年比 

来 所 者 372,573 378,814 98% 

日本人応対 64,246 55,699 115% 

外国人応対 25,631 27,591 93% 

 

（2）観光客へのおもてなし 

   姫路城へ登閣された観光客及びイベント来場者へのおもてなしとして、 

しろまるひめを登場させ、写真撮影に応じ、ノベルティグッズ等を配付した。 

また、観光シーズンに、姫路菓子組合と共同で外国人観光客を対象とし、 

姫路銘菓のＰＲを行った。 

〔実績〕 

  ・しろまるひめ姫路城登場 

  ・ダイヤモンドプリンセス寄港に伴う観光案内：4月 5日(金)実施 

  ・姫路銘菓でおもてなし（姫路菓子組合との共催事業）：11月 16日(土)・17日(日)実施 

   姫路城を背景に、姫路銘菓と日本茶のふるまいを行った。 

国内観光客 1,020人  

外国人観光客 289人 37ヵ国の訪日外国人観光客の利用 

          （上位 5ヵ国：タイ 38、台湾 30、豪州 29、中国 25、米国 18） 

  ・姫路城フォトスポット創出おもてなし事業   

実施日 11月 3日（日） ・4 日（祝） ・10 日（日） ・17 日（日）  

23 日（土） ・24 日（日） 

内容 ① 『おもてなしミッション姫路秋の陣インスタグラム』 をフォロー 

② 姫路城内で忍者や武将を探して、 一緒に写真を撮影 

③ お気に入りの写真をタグ付けして Instagram に投稿 

④ Instagram の“いいね”の数から上位 3 名を決定し、懐刀（模造刀）を

プレゼント！！ 

実績 フォロワー：51件    写真投稿数：63件 

（景品提供） 

1位 607いいね  2位 298いいね  3位 217いいね 
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（3）しろまるひめを活用した観光ＰＲ 

姫路市キャラクター“しろまるひめ”を活用し、国内外に姫路市の観光情報を発信した。 

また、キャラクターの浸透を図るため、キャラクターデザイン及び着ぐるみを管理し、姫 

路市内外の公益性のあるイベント等に無償で貸し出した。さらに、全国のゆるキャライベン

トや観光キャンペーンに参加し、ＰＲに努めた。 

〔実績〕 

 

 

 

 ■観光キャンペーン 

 実施日 開催地 キャンペーン名 

10月 19日(土)・20日(日) 彦根市 ご当地キャラ博 in彦根 

1月 15日（水） 東京 ふるさとまつり東京（東京ドーム） 

 

（4）マスコミプロモーション 

   姫路の観光情報の掲載及び旅番組の制作を目的に、マスコミ各社（テレビ、ラジオ、新 

聞、雑誌等）や、テレビ局・番組制作会社を訪問し、情報提供を行った。さらに、海外のメデ 

ィアを招聘しての取材・撮影を行った。 

〔実績〕誘致セールス 

 実施日 実施場所 実施内容 

7月 17日(水)・18日(木) テレビ局・制作会社（東京） テレビ番組の誘致（6社） 

〔撮影実績〕 

 ロケ日 番組名（テレビ局） 撮影場所 

6月 28日（金） 

＜放送日＞ 

7月 21日（日） 

遠くへ行きたい（読売テレビ） 姫路城、日本玩具博物館、明珍家、

とれとれ市場、和菓子店 

11月 22日（金） 

   23日(土） 

SADOODTA（タイユーチューブ）  

KIJI（フリーペーパー、WEBメディ

ア） 

姫路城・好古園・ホテルモントレ姫

路・aikscooking・姫路セントラル

パーク・ピオレ姫路おみやげ館 

1月 20日（月） 
台湾 WEB メディア 

「ラーチーゴー」招聘 

姫路城、好古園 

2月 14日（金） 
フリーペーパー・WEBメディア 

「WAttention」記者招聘 

姫路城朝日、好古園、円教寺、家島

諸島、安富、酒蔵、姫革等 

2月 26日（水） 

＜放送日＞ 

3月 22日（日） 

相葉マナブ（テレビ朝日） とれとれ市場 

 

 

着ぐるみ貸出実績 245件 

キャラクター申請件数 93件 
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コンベンション事業（公 2） 

                                 （★）新規事業 

                                 （〇）拡充・重点事業 

 

【５】コンベンション誘致プロモーション 

（1）MICE誘致に向けた積極的なプロモーション（○） 

東京・大阪に本部を置く学会・団体の主催者に対して、積極的な誘致活動を展開した。 

同時に、主催団体とコネクションを持つ地元大学教授（兵庫県立大学、姫路獨協大学、姫 

路大学ほか）や研究機関（高輝度光科学研究センターほか）、文化・スポーツ団体との情報交 

換を密に行い地元開催を働きかけた。合わせて、日本政府観光局（JNTO）、日本コングレス・ 

コンベンション・ビューロー（JCCB）、大阪観光局、神戸市等との連携を強化し、エクスカー

ション等の誘致に取り組んだ。 

さらに、国内外の MICE関係者が集まる展示会・商談会に出展し、市内のコンベンショ 

ン情報、受入に係る支援体制等のＰＲを行った。 

〔実績〕 

 ■コンベンション主催者への誘致活動 

実施日 訪問地

区 

内容 

4月 8日（月） 市内 兵庫県立大学サテライトほか 

4月 11日（木） 市内 姫路大学 

4月 15日（月）・16日（火） 市内 姫路獨協大学、兵庫工業会 

4月 18日（木） 市内 兵庫県立大学（書写キャンパス） 

4月 19日（金） 市内 
兵庫県立大学（新在家キャンパス、 

光都）、姫路商工会議所ほか 

4月 24日（水）～26日（金） 東京 都内コンベンション誘致（9件） 

5月 9日（木） 東京 都内コンベンション誘致（2件） 

5月 10日（金） 市内 兵庫県立大学（書写キャンパス） 

5月 24日（金）～25日（土） 鹿児島 視察（ボーイスカウト） 

5月 29日（水） 県内 兵庫教育大学  

6月 5日（水）～7日（金） 東京 都内コンベンション誘致（9件） 

7月 12日（金） 東京 都内コンベンション誘致（6件） 

7月 31日（水）～8月 1日（木） 東京 都内コンベンション誘致（9件） 

8月 9日（金） 市内 理化学研究所、姫路商工会議所ほか 

8月 16日（金） 市内 姫路商工会議所ほか 

8月 20日（火） 市内 兵庫県立大学サテライト 

8月 22日（木）・23日（金） 東京 都内コンベンション誘致（13件）  

8月 27日（火）・28日（水） 市内 
兵庫県立大学（新在家ｷｬﾝﾊﾟｽ、書写ｷｬﾝﾊﾟｽ、

光都）姫路獨協大学、姫路大学 

9月 20日（金） 市内 兵庫工業会ほか 
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9月 26日（木） 東京 都内コンベンション誘致（4件） 

9月 30日（月） 

～10月 1日（火） 
市内 

兵庫県立大学（書写ｷｬﾝﾊﾟｽ、新在家ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

兵庫県立大学サテライト、姫路獨協大学 

10月 3日（木）・4日（金） 市内 

姫路大学、兵庫県立大学（光都） 

高輝度光化学センター 

兵庫県立大学ｻﾃﾗｲﾄ、姫路商工会議所 

10月 16日（水）～18 日（金） 東京 都内コンベンション誘致（12件） 

11月 13日（水）～15 日（金） 東京 都内コンベンション誘致（12件） 

12月 11日（水）～13 日（金） 東京 都内コンベンション誘致（14件） 

1月 8日（水） 市内 
兵庫県立大学（新在家、書写ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

姫路独協大学 

1月 10日（金） 市内 兵庫県立大学サテライト、兵庫工業会 

1月 14日（火） 市内 
兵庫県立大学（光都）、姫路商工会議所 

高輝度光化学研究センター 

1月 20日（月） 市内 姫路大学 

1月 22日（水）～24日（金） 東京 都内コンベンション誘致（6件） 

■商談会・展示会・その他の会議等 

実施日 開催場所 名 称 

6月 13日（木）～16日（日） 香港 香港国際旅行展示会＆MICE 

7月 11日（木） 東京 
KNT-CT 主催 第 8回国内大交流ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 

商談件数：6件 

8月 5日（月） 東京 コンベンション機能高度化事業 

8月 8日（木）・9日（金） 市内 第 1回コンベンション機能高度化事業 

9月 5日（木）・6日（金） 神戸 国際フロンティア産業メッセ 2019 

9月 18日（水）～21日（土） 札幌 第 80回応用物理学会秋季学術講演会 

9月 27日（金） 神戸 兵庫県立大学知の交流シンポジウム 

10月 24日（木）・25日（金） 大阪 
ツーリズム EXPO ｼﾞｬﾊﾟﾝ国内商談会 

商談件数：22件 

11月 7日（木）・8日（金） 市内 第 2回コンベンション機能高度化事業  

11月 22日（金） 市内 企業･大学･学生マッチング in himeji2019 

12月 2日（月） 大阪 
大阪 MICEディスティネーションショーケース 

商談件数：12件 

2月３日（月）・4日（火） 市内 第３回コンベンション機能高度化事業 

2月 5日（水）～7日（金） 東京 イベント総合 EXPO 

2月 20日（木） 横浜 横浜グローバル MICEフォーラム 

2月 26日（水） 東京 
IME2020（商談会） 

商談件数：13件 

3月 12日（木）～15日（日） 東京 
第 67回応用物理学会春季学術講演会  

※新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽに伴い開催中止 
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■コンベンション開催主催者の視察受入 

 ・視察受入した 12団体うち 5団体に視察補助金交付  

  主にイーグレひめじ、姫路市市民会館、じばさんびる、ビズスペース姫路などでコンベン

ション開催主催者の視察を受入れ、姫路開催を働きかけた。 

 

（2）コンベンション開催におけるキーマンを招待したセミナー＆意見交換会の開催 

国内のコンベンション開催におけるキーマンを招待したセミナー＆意見交換会を開催し、 

姫路市内でのコンベンション開催を働きかけた。 

〔実績〕 

実施日 名 称 場 所 対象者 

4月 17日（水） 
QCサークル近畿支部 

兵庫地区幹事会 
グローリー本社 

大手企業 QC担当者 

参加者：6名  

5月 10日（金） 環境電磁工学研究会 じばさんびる 
大手企業技術者 

参加者：23名 

5月 29日（水） 日本科学教育学会実行委員会 兵庫教育大学 
兵庫教育大学 

参加者：8名 

8月 3日（土） 
兵庫教育大学大学院同窓会総

会全国大会 
姫路商工会議所 

兵庫教育大学 

参加者：230 名 

9月 18日（水） 
応用物理学会秋季学術講演会 

ランチョンセミナー 
北海道大学 

大学教授、企業研究者学生 

参加者：51名 

9月 25日（水） 
姫路コンベンションセミナー

in日本工学会 
日本科学未来館 

学会事務局、大学教授、

企業研究者 

参加者：32名 

10月 27日（日） 新日本教育者ｾﾐﾅｰ in姫路大学 姫路大学 教育者 

11月 9日（土） 
日本色彩学会関西支部 

色彩講座 
姫路護国神社 

関西支部の色彩関連の

先生 

参加者：37名 

11月 29日（金） 日本機械工業連合会総会 
イーグレひめじ 

レストランミレ 

大企業 VIP 

参加者：44名 

3 月 12日（木） 
応用物理学会春季講演会 

ランチョンセミナー 
上智大学 

※新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽに伴い

開催中止 
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（3）日本政府観光局（JNTO）、日本コングレス・コンベンションビューロー（JCCB）、 

7都市情報交換会及び関係機関との密接な情報収集と情報交換  

学会・大会情報を把握するために、日本コングレス・コンベンションビューロー（JCCB）、 

７都市情報交換会、国内外の展示会・商談会並びに地元の大学、研究機関、施設等からコン 

ベンション開催情報（開催規模・時期等条件）を収集した。 

また、市内各施設で開催予定の学会・大会情報を基にコンベンションカレンダーを作成し、 

会員及び大学・研究機関などに情報提供を行った。 

〔実績〕 

実施日 地区 名称 

5月 30日（木）・31日（金） 東京 JCCB MICEセミナー 

6月 17日（月） 東京 JCCB理事会及び通常総会 

7月 17日（水）～19日（木） 福島 
7都市情報交換会第 1回全体会議 

JCCB第 1回コンベンションビューロー部会 

9月 25日（水） 東京 7都市情報交換会第 2回全体会議 

12月 2日（月）～4日（水） 千葉 
7都市情報交換会第 3回全体会議 

JCCB第 2回コンベンションビューロー部会 

1月 22日（水）・23日（木） 東京 
7都市情報交換会第 4回全体会議 

7都市情報懇談会 

2月 21日（金） 神戸 近畿コンベンション連絡会 ※開催中止 

3月 5日（木）・6日（金） 鹿児島 7都市情報交換会第 5回全体会議 ※欠席 

 

 

【６】コンベンション開催支援 

（1）コンベンション開催補助金（助成事業） 

一定の要件（参加者数、県外参加者の宿泊数）を満たした各種コンベンション（学会・大 

会・会議・スポーツ大会）を対象に開催補助金、会場間移動シャトルバス、観光バス借上げ 

補助金等を交付し、開催促進と支援を行なった。 

また、補助金交付の有無に関わらず、会場施設予約、運営アドバイス、関係機関との調整 

等の支援を行なった。 
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〔実績〕             

支援件数 87件 

補助金交付件数  27件 

    ※支援件数 87件うち 7件は、台風及び新型コロナウイルスの影響に伴い開催中止 

〔主なコンベンション支援〕 

コンベンション名 開催日 主催者 開催場所 参加者数 

ライオンズクラブ国際協会 335-

D 地区第 65回年次大会 
4 月 14日（日） 

ライオンズクラブ

国際協会 
姫路市文化ｾﾝﾀｰ 

県内

2,000名 

第 16 回全国競技かるた兵庫大会 4 月 29日（月） 兵庫県かるた協会 ウインク武道館 
全国

1,005名 

2019 年度しらさぎ中学生柔道大

会姫路錬成会 

5 月 2 日（木） 

～4日（土） 
姫路柔道協会 ウインク武道館 

全国 

900名 

フッ素化学国際会議 2019姫路 
5 月 22 日（水）

～24日（金） 

日本学術振興会ﾌｯ素

化学第 155委員会 
イーグレひめじ 

国際 

250名 

第 29 回日米草の根交流サミット

2019 兵庫・姫路大会 

6 月 25 日（火）

～30日（日） 

第 29 回日米草の

根交流ｻﾐｯﾄ 2019 

兵庫・姫路大会実

行委員会 

イーグレひめじ 
国際 

150名 

第 63 回 全日本学生空手道選手

権大会 
6 月 30日（日） 

一般社団法人全日

本学生空手道連盟 
ウインク体育館 

全国 

500名 

創立 74周年記念・第 94回国際

親善全国空手道選手権大会 

7月 20日（土）

～21日（日） 

日本正剛館空手道

士会 
ウインク武道館 

国際

1,400名 

全国公立高等学校事務職員研

究大会 

7月 25日（木）

～26日（金） 

全国公立高等学校

事務職員協会 
ウインク武道館 

全国

1,000名 

第 35回 姫路サッカーフェス

ティバル高校招待サッカー大

会 

8月 1日(木) 

～3日(土) 

一般社団法人姫路

ｻｯｶｰ協会 2 種委員

会姫路ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨ

ﾊﾞﾙ実行委員会 

姫路球技スポー

ツセンター 

全国

3,525名 

第 67 回全国高等学校家庭クラ

ブ研究発表大会 兵庫大会 

8月 1日（木） 

～2日（金） 

全国高等学校家庭ｸﾗ

ﾌﾞ研究発表大会 

兵庫大会実行委員会 

姫路市文化セン

ター 

全国

1,500名 

兵庫教育大学大学院同窓会総

会・全国研究大会 

8月 3日(土) 

～4日(日) 

兵庫教育大学大学

院同窓会兵庫支部

（のじぎく会） 

姫路商工会議所 

全国 

350名 

 

平成 31年度全国中学校体育大

会第 50回全国中学校柔道大会 

8月 17日(土) 

～20日(日) 

全国中学校体育大会

中播地区実行委員会 
ウインク武道館 

全国

2,200名 

姫路ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 3種交流戦 
8月 17日(土) 

～20日(火) 

一般社団法人姫路サ

ッカー協会 

姫路球技スポー

ツセンター 

西日本

4,000名 

第 67回 日本 PTA全国研究大

会 兵庫大会 

8月 23日(金) 

～24日(土) 

姫路市連合 PTA 協

議会 

姫路市市民会館 

姫路市文化ｾﾝﾀｰ 

全国

2,300名 
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第 37 回日本感覚統合学会研究

大会 in兵庫 

10月 26日(土) 

～27日(日) 
日本感覚統合学会 姫路獨協大学 

全国 

400名 

ひょうご教育フェスティバル 
11月 8日(金) 

～10日(日) 
姫路市教職員組合 姫路市市民会館 

県内

3,300名 

公益社団法人 日本船舶海洋工

学会 令和元年秋季講演会 

11月 21日(木) 

～22日(金) 

公益社団法人 日

本船舶海洋工学会 
じばさんびる 

全国 

350名 

日本プライマリ・ケア連合学

会 第 33回近畿地方会 
12月 1日(日) 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合

学会 兵庫県支部 

姫路市市民会館 

ほか 

近畿 

800名 

ハーベスト杯争奪 第 12回し

らさぎ高等学校柔道大会 

12月 21日(土) 

～22日(日) 

ハーベスト医療福

祉専門学校 
ウインク武道館 

全国 

700名 

内閣総理大臣杯授与第 37 回若

鷲旗剣道大会 

12月 25日(水) 

～28日(土) 
上郡剣道連盟 

ウインク武道館 

ほか 

全国 

1,300名 

第 16 回日本消化管学会総会学

術集会 

2月 7日（金） 

～8日（土） 

一般社団法人日本

消化管学会 

姫路ｷｬｯｽﾙｸﾞﾗﾝ

ｳﾞｨﾘｵﾃﾙほか 

全国

2,500名 

第 13 回日本カプセル内視鏡学

会学術集会 
2月 9日（日） 

一般社団法人日本

消化管学会 
ホテル日航姫路 

全国 

500名 

   ※開催規模が国際 150 名以上、全国 350名以上、近畿 500名以上、県内 2,000名以上を記載 

 

（2）コンベンション受入体制整備事業 

  ①コンベンショングッズ作成 

コンベンション主催者及び参加者向けに配布するコンベンションバッグ、誘致セールスに

も使用するノベルティグッズの作成、市内観光を促進するための観光施設割引券を作成し提

供した。 

〔実績〕                                             

 歓迎看板掲出件数 30件 

市内観光施設割引券作成件数 29,955枚（33団体） 

                          

   

 

 

 

 

■神姫バスビル壁面懸垂幕        ■大規模学会、国際会議等懸垂幕掲出 

       四季毎にデザイン作成掲出） 

                       

 

     

 

 

   

■キャッスルビュー柱設置  ■コンベンションバッグ  ■JR 姫路駅コンコース柱設置 市内 

■市内観光割引券 



18 

 

■おもてなし講演会 

   フィルムコミッションがロケ支援した、『引っ越し大名！』の 

原作者土橋章宏氏を講師に迎え講演会を開催した。 

   開 催 日：7月 3日（水） 

    開催場所：イーグレひめじ 3Fあいめっせホール 

    講  師：小説家・脚本家 土橋 章宏 氏 

演  題：姫路が生んだ『引っ越し大名！』 

    応募者数：約 650名（定員：300名）当日参加人数：259人 

 

（3）コンベンションガイド及びＨＰ等の広報媒体の整備 / 広告媒体を活用した情報発信 

   コンベンション主催者向けに「姫路コンベンションガイド」を改訂するとともに、HP「ひ 

めのみち」内のコンベンションページを運営し、会議・宿泊施設、開催補助金、支援プログ 

ラムなど、主催団体及び参加者への情報提供を行った。 

また、日本政府観光局（JNTO）の海外情報発信サイトにて、国際観光都市・姫路を世界 

に発信し知名度の向上を図る。日本コングレス・コンベンションビューロー（JCCB）のパン

フレットサイトに姫路コンベンションガイドを掲載した。 

 

 

 

 

 

 

   ◆誘致用チラシ(表面) ◆誘致用チラシ(裏面)  ◆月間 MICE８月号表紙  ◆ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ募集チラシ 

 

（4）コンベンション経済波及効果等調査 

   コンベンション参加者のアンケートデータを基にコンベンション開催による姫路市への経 

済波及効果の調査を実施した。また、姫路市にて開催された国際会議データを集約し日本政 

府観光局（JNTO）に提供した。 

〔実績〕 

     

 

 

 

 

 

 

        ・開催件数  87件  

・参加者総数 ５６，３４０人 

 （宿泊者数 ２８，１３５人） （日帰者数 ２８，２０５人） 

※件数、参加者数については、当ビューローが把握している兵庫エリア以上のコンベン 

ション 
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フィルムコミッション事業（公 3） 

                                 （★）新規事業 

                                 （〇）拡充・重点事業 

【７】ロケーション誘致・支援 

（1）映画・テレビ・CM等のロケ作品の積極的な誘致支援 

映画、テレビ、ＣＭなどの映像作品が市内で制作される際、円滑なロケーション撮影がで 

きるよう、ロケーションハンティング（下見）やロケーション撮影時に制作スタッフに具体

的なアドバイスを行うとともに、撮影許可に係る関係機関、撮影場所などとの連絡・調整 

を行った。 

また、国内外のメディア及び映像制作会社を訪問したり、アジアを中心に開催される国際 

博覧会に出展し、姫路市内のロケーション PR及び誘致活動に取り組む。さらに、ジャパン・ 

フィルムコミッション主催で開催される「全国ロケ地フェア」に参加し、映像制作関係者に 

対し、地域の特色やロケーション地など撮影に関する情報提供を行なった。 

①ロケーション実績 

内訳 令和元年度 

映画 ２本 

テレビ・ＣＭ ７９本 

ビデオ・ラジオ １０本 

書籍 １３本 

その他（スチール等） ３１本 

合計 １３５本 

 【主な支援作品】 

 ・映画  「僕は名探偵のチャイナタウン 3 ～東京編～」（中国映画・来年公開予定） 

      「G.Iジョー：漆黒のスネークアイズ」（ハリウッド映画・来年公開予定） 

 

 

 

 

 

 

・テレビ 「リモコンＷＡＲＳ～今夜日本の大事なものとられます～」 

（NHK・令和元年 5 月 2 日放送） 

「フルカフェ系 ハルの休日」（NHK・令和元年 5 月 28 日放送） 

「マナミのマナビ旅」（関西テレビ・令和元年 6 月 1 日放送） 

「出川哲郎の充電させてもらえませんか？」（テレビ東京・令和元年 6 月 22 日放送） 

「もしもツアーズ」（フジテレビ・令和元年 7 月 20 日放送） 

「遠くへ行きたい」（読売テレビ・令和元年 7 月 21 日放送） 

「世界の何だコレ！？ミステリー」（フジテレビ・令和元年 8 月 21 日放送） 

「めざましテレビ」（フジテレビ・令和元年・8 月 27 日放送） 
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「ブラタモリ」（NHK 総合・令和元年 12 月 14 日・令和 2 年 1 月 14 日放送） 

      「おはよう朝日 土曜日です」（朝日放送・令和 2 年 2 月 22 日放送） 

      「相葉マナブ」（テレビ朝日・令和 2 年 3 月 22 日放送） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・CM  「KINCHO」（WEBCM・令和元年・6 月 17 日～公開） 
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・情報誌 「とことことん」（JR 西日本・令和元年 5 月発行） 

     「関西 Walker」（令和 2 年 3 月発行） 

 

 

 

 

 

 

 

②関西フィルムミーティング２０１９ 

   関西のフィルムコミッションをはじめ、ロケ地提供団体・映像関連企業が一堂に会し、

映画やテレビ・ＣＭなど様々な映像撮影のロケや企画内容の相談が出来るビジネスマッチ

ングイベントを開催した。 

  【開催日】6 月 15 日（土）13 時～19 時 30 分 

  【場 所】大阪科学技術センター 8 階 

  【参加者】近畿圏のフィルムコミッション・大阪府内自治体・大阪府内自治体 

       近鉄グループロケーションサービス・南海、阪神、京阪ロケーションサービス 

       など民間事業者・映像関連企業・団体など 

       映像製作関係者等  106 名  （出展者 23 団体 74 名／名刺交換会 69 名） 

 

 

 

 

 

 

③JFC スキルアップ研修会 

   【開 催 日】7 月 25 日（木）2 日目 

【開催場所】アビタス新宿貸会議室 

   【参 加 者】2 名参加 

   【内  容】FC 研修 1：FC の歴史と世界的現状その意義（映像業界での役割と効果） 

         FC 研修 2：FC 業務の基本的活動、ロケーション資源の有効活用法映像作品 

               完成後の活用について 

         法務研修：FC 活動の道路交通法、法的解釈とコンプライアンス 

         ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：日活調布撮影所の見学 
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④第 10回ロケーションジャンパン大賞授賞式への参加 

    支援作品である映画「引っ越し大名」が『第 10回ロケーションジャパン大賞』の特別賞

行楽度部門賞に受賞したため、授賞式に参加する。また、同じ会場でレセプションパーテ

ィが開催され、グルメ PR ブースを出展し、地域のグルメを PR するとともに映像制作者と

意見交換を行った。 

   【開 催 日】2月 20日（木） 

   【開催場所】都市センターホテル 

   【内  容】ロケツーリズム協議会の組織説明及び活動報告、 

ロケーションジャパン授賞式レセプションパーティ 

【来 場 者】250名（映像制作者 27名、受賞関係者 72名、協議会会員関係者 151名） 

        137名（レセプションパーティ参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

（2）ロケ作品（ロケ地）を活かした、ロケ地ツーリズムの推進（★） 

過去の大河ドラマや知名度の高い映画・ドラマ作品の撮影地として PR するとともに、 

2019 年 8 月 31 日公開予定の、「引越し大名！」（松平直矩がモデルで、姫路藩が舞台の映画）

の公開前後で、積極的なプロモーションを行いロケ地ツーリズムの推進に取り組んだ。 

① パネル展示実績 

   【イベント名】観桜会 

   【開 催 日】4 月 6 日（土） 

   【 設置場所 】姫路城三の丸広場 

 

 

 

 

 

 

 【イベント名】お城祭り 2019 

 【開 催 日】5 月 11 日（土） 

 【 宣伝内容 】時代パレードにて、映画の題材となった姫路城藩主：松平直矩役も登場 

        させ、出演者である丘みどりさんと協力して映画の宣伝を行った。 
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② 市内書店 PR 活動実績 

  市民啓発のため、市内書店と連携し原作の「引っ越し大名三千里」の PR を実施した。 

  【書店先】姫路ジュンク堂・ブックスタジオ・ＴＵＴＡＹＡ（広峰店、熊見店、姫路飾磨

店、太子店） 

   

 

 

 

 

   

③ おもてなし講演会の実施（コンベンション部主催のため支援） 

    映画の原作者である土橋章宏氏をお招きし、映画「引っ越し大名！」の誕生秘話や映画 

    を活用した観光振興についてトークショーも取り入れた講演会を行った。 

    【演 題】姫路が生んだ『引っ越し大名！』 

    【講 師】小説家・脚本家：土橋章宏氏 

    【日 時】7 月 3 日（水）14 時～16 時 

    【場 所】イーグレ姫路 あいめっせホール 

    【定 員】２８０名  応募６４８名 

 

④ 商店街 PR 活動 

    映画の宣伝広告及び市民啓発を目的として、商店街と連携して広告物（タペストリー、

横断幕）を掲示した。 

    【協力商店街】姫路駅前商店街振興組合、姫路御幸通商店街振興組合等 計 14 組合 

    【掲 示 物】タペストリー 250 枚、 横断幕 5 枚 ポスター 230 枚 

    【期   間】7 月 10 日（水）～11 月 21 日（木） 

   

 

 

 

 

 

 

⑤ 姫路市商店街連合会とタイアップキャンペーン 

    商店街にて買い物をした際に映画の半券を掲示すれば、商品割引などの特典を受けられ

るキャンペーンを実施し、商店街の誘客を図り、商店街の活性に繋げた。 

   【協力商店街】西二階町商店街、二階町商店街、小溝筋商店街、 

御幸通商店街、駅前小溝筋商店街、姫路駅前商店街、 

山陽百貨店、テラッソ 合計 ５３者 

【期   間】8 月 30 日（金）～10 月 31 日（金） 
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⑥ デジタルサイネージ及び大型街頭ビジョン PR 活動 

    映画の宣伝広告及び市民啓発を目的として、姫路駅周辺のデジタルサイネージ及び大型

街頭ビジョンを活用し、予告動画を放映した。 

    【放映場所】わくわく姫ビジョン《1 号機：姫路大手前通り、2 号機：姫路みゆき通り》 

          フェスタ《地下及び地上の液晶モニター  約 16 面使用》 

    【放映時期】7 月 20 日（土）～9 月 30 日（月） 

   

 

 

 

 

 

⑦ 神姫バス路線バスモニター放映 

    播磨県域を中心に路線バス事業を展開している神姫バスの液晶モニターにて映画「引っ

越し」の予告動画を放映し、バス利用者に宣伝を行った。 

    【放映エリア】 

     姫路（90 台）  明石（100 台）  神戸乗り入れ（60 台） 

    【期   間】 

      8 月 1 日（木）～9 月 30 日（月） 

 

⑧ 映画「引っ越し大名！」ロケ地マップ及びロケ地めぐりマップの作成 

    ロケ地を紹介するパンフレット及び姫路城藩主：松平直矩のゆかりの地を紹介するパン 

フレットを制作し、協力施設に成果物を設置、配布することで観光客の回遊性向上を図

った。 

【配布時期】8 月 30 日（金）  

※映画公開に合わせて配布 

【配 布 先】姫路城、観光案内所、商店街など 

【部  数】３０，０００部 

 

⑨ 映画「引っ越し大名！」スタンディデザイン看板の設置 

    姫路城の無料エリアにスタンディデザイン看板を設置し、記念撮影を誘発し観光客の満

足度を高めた。 

   【設置期間】8 月 30 日（金）～令和元年 11 月 30 日（土） 

 

 

⑩ 映画「引っ越し大名！」公開直前凱旋イベント 

   主人公の引きこもり侍・春之介を演じる星野源さんと、春之介に引っ越し指南をする於

蘭を演じる高畑充希さんが凱旋するイベントで、姫路城西の丸において、マスコミ向けの

会見とフォトセッションを実施した。また、部員たった一人の活動休止状態から奇跡の復

活という超難関プロジェクトを成し遂げた姫工應援團が、渾身の舞いを披露し、イベント

を盛り上げた。 
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⑪ 映画「引っ越し大名！」出演者のかかし制作事業 

   奥播磨かかしの里の制作者へ引っ越し大名出演人物 3 名のかかし制作を依頼し、姫路城主

松平直矩のゆかりの地を引っ越しするプロジェクトを展開し、観光客の集客及び周遊を図っ

た。 

  【設置場所】 

   アースシネマズ、姫路城、播磨国総社、亀山本徳寺、八代大歳神社、圓教寺、臨済寺 

 

⑫ NHK「ブラタモリ」ひめじロケ地めぐりマップ作成 

 【配布時期】12 月 16 日（月）～ 

  【配 布 先】姫路城、観光案内所、飾磨地域など 

  【部  数】２０，０００部 

 

 

 

 

 

 

（3）HP を活用した情報発信 

姫路フィルムコミッションの HP にロケーション撮影の候補地となる場所などの写真・動 

画を掲載するとともに、毎月、姫路ロケハン案内と題したメールマガジンを映像制作者など

に発行し、情報発信を行った。 

  

（4）映画上映会の開催 

また、市民に姫路フィルムコミッション事業の理解を深めていただくため、姫路市内で 

撮影が行われた映像作品について上映会及びトーク会の開催や写真パネルなどを展示する 

企画展を開催した。  

   【実施場所】 姫路城二の丸 

   【開 催 日】 8 月 24 日（土）１８：４５～２１：３０ 

   【参 加 者】 応募者：2,506 組（97 組） 当選者：150 名（97 組） 倍率 16.7 倍 

          当日参加者：136 名 

   【内  容】 トークショー：犬童一心監督 

          野外上映：映画「引っ越し大名！」 
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会員サービス事業（他１） 

 

 

【８】会員サービスの充実・拡大 

（1）会員サービスの充実 

会報誌の作成（年 4 回）、観光情報の提供などを行うことで会員サービスの充実を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益事業（収１）                                  

 

 

【９】姫路城売店事業 

（1）姫路城売店を中心とする収益事業の拡大 

公益目的事業や法人運営の原資として、姫路城売店での土産物販売や自動販売機・コイン 

ロッカー設置等を中心とする収益事業の拡大に努めた。 

 〔実績〕 

   インバウンド等の更なる誘客や利便性の向上を図るため、ＱＲ決済をはじめとしたキャッ

シュレス決済を 9 月から運用開始。クレジットカード（8 種類）、電子マネー（16 種種類）、

ＱＲコード決裁（2 種類）を導入。 

 

〔実績〕 ※委託販売による手数料収益と、仕入販売による販売収益に分けて計上しているが、

参考として、昨年と同じ売店売上に換算し掲載。     （単位 円） 

＜参考＞ 令和元年度 平成 30 年度 前年比 

姫路城売店売上 

（御城印販売売上含む） 
151,943,627 153,691,276 99% 

                               

 ・ 姫路城入城記念書（御城印）の販売  

    令和 2 年 2 月 1 日から 29 日まで姫路城冬の特別公開に合わせて姫路城入城記念書（御

城印）を販売。 

  〔実績〕  

販売枚数：42,412 枚 

区  分 期 首 会 員  期 末 会 員  

正 会 員 338 件（499口） 329件（485 口） 

賛 助 会 員  94 件（ 96口）  99件（100 口） 

合 計 433 件（594口） 428件（585 口） 


