（ ）内は 27 年度数値

平成２８年度事業報告
１．観 光 に 関 す る 調 査 研 究 及 び 観 光 情 報 の 収 集 ・ 宣 伝
（1）観光レポーター制度
レポーターより、市内の観光地を中心に季節に合わせた様々な情報をデジタル写真と一
緒にホームページに投稿していただく制度を引き続き実施した。
（2）観光連絡会
観光関係団体と協力し、例年高尾山で実施しているもみじまつりなど観光行事等の情報
交換や事業調整を行うために、観光連絡会を随時開催し、観光事業の円滑な推進に努めた。
（3）八王子の四季観光写真コンクール
商工会議所との共催により、市内の観光と四季を素材とした写真を公募、審査後表彰し
た。入賞作品は市役所１階市民ロビーを始め６ヵ所に展示したほか、観光関係印刷物に利
用するなど、八王子の観光宣伝に活用した。
応募者 68(62)人

応募作品 165(170)点

入賞作品数 11(11)点

（4）近県主要都市等への観光ＰＲ、誘致宣伝
春秋の高尾山行事ポスターを始め、各行事の宣伝ポスター等を市内宿泊施設、ＪＲ東日
本や京王電鉄の各駅、首都圏の各官庁、観光協会に送付したほか、各報道機関に広告宣伝
を掲載した。また、市内外の各種イベント開催時や都庁に常設の東京観光情報センターへ
パンフレット等を設置し、八王子の観光宣伝を図ったほか、昨年度に引き続き、圏央道が
東名高速道路とつながり観光圏域が拡大していることを踏まえ、静岡駅において観光Ｐ
Ｒ・誘致宣伝を実施した。
主な参加イベント
４月３０・５月１日

フラワーフェスティバル由木（南大沢中郷公園）

５月１日～１８日

東京観光情報センター都庁本部ＰＲコーナー展示

５月３日

小田原北條五代祭り（二の丸広場）

５月８日

寄居北條まつり食の陣（寄居町太子様駐車場）

５月１８日～２３日

南大沢味自慢（イトーヨーカドー南大沢店）

７月３日

米国独立記念日記念式典（横田ベース）

７月２３・２４日

八王子まつりＰＲ（ＪＲ拝島駅・橋本駅・吉祥寺駅）

７月３１日

八王子まつりプレイベント（ＪＲ八王子駅コンコース）

９月７日～１２日

南大沢味自慢（イトーヨーカドー南大沢店）

１０月２日

観光ＰＲキャラバン（静岡駅地下広場）

（5）甲州夢街道
八王子市と神奈川県相模原市（旧相模湖町・藤野町）の観光協会、商工会議所、商工会
等が組織する本陣会議に参加し、１０月２９日に八王子で開催された「甲州夢街道ウォー
ク２０１６」など、甲州街道に関連する事業に参画した。
参加 236 名

（6）八王子観光大使の活用化事業
八王子にゆかりがあり、それぞれの分野で活躍されている歌手 北島三郎氏、八王子車人
形五代目家元 西川古柳氏、プロ棋士 羽生善治氏の方々に、八王子観光大使に就任してい
ただいている。また、同じく八王子にゆかりがある以下の多彩な顔ぶれの方々に平成２８
年２月２４日「八王子観光ＰＲ特使」に就任していただき、観光大使と合わせテレビ放映
などを通して八王子のＰＲで地元八王子を盛り上げ、観光振興につなげた。
ロックバンド：ニューロティカ
グッドモーニングアメリカ
フラチナリズム
ア イ ド ル：８princess
芸術家・スポーツタレント：チャーリー磯崎
スポーツチーム：アローレはちきたＦＣ
東京八王子トレインズ
ゆるキャラ：ムサさび～ず
松姫マッピー
ヒ ー ロ ー：ゲンキダーＪ
（7）観光情報の提供
テレビ、新聞、雑誌等への観光情報の提供と、市民及び観光客からの問い合わせ等に情
報を提供した。
（8）八王子フィルムコミッション
八王子フィルムコミッション運営協議会の事務局として、映像制作会社からの問い合わ
せや撮影の対応、エキストラボランティアの派遣等を行い、観光の振興を図った。
また、今年度で４回目となる「八王子 Short Film 映画祭」では、５人の監督作品で撮
影場所やエキストラ募集など全面的に協力・支援し、本市の魅力発信に努めた。
撮影支援状況（八王子市観光課対応の公共施設を含む）
依頼件数 415(335)件

うち撮影件数 28(33)件

エキストラボランティア登録者 1,551(1,459)人 参加作品数 16( 9)件
参加回数

17(25)回

（9）高尾・陣馬ファンクラブ
年間を通して会員を募集し、会員に対して定期的に高尾山周辺の情報提供や各種イベン
トを開催する等、独自サービスの提供を行った。また、会員交流ホームページを開設する
ほか、写真コンテストを実施して応募作品の中から会員向けのカレンダーを作成し、配布
した。
会員数

382(384)人（新規会員 95(88)人・継続会員 287(296)人）

イベント 自然観察会

9( 8)回

参加者 延 244(199)人

ハイキング

16(12)回

参加者 延 425(253)人

交流会
情報提供

1( 1)回

参加者

16( 18)人

6( 6)回送付

もてなし 高尾地区の商店会及び市内入浴施設で会員向けサービスの提供

（10）ボランティアガイド制度
①高尾山ハイキングガイド
高尾山等に訪れるハイカーに対し、四季折々の高尾山の魅力を提供するためハイキ
ングツアーを実施したほか、高尾・陣馬ファンクラブハイキングや、一般グループか
らの要請によりガイドを派遣した。
ハイキングツアー

21(19)回

参加者 延 632(482)人

ガイド派遣回数

39(18)回 82(41)人 参加者

907(417)人

ガイド・ガイドサポーター研修 16(16)回
フォト研修

1( -)回

参加者

17( -)人

熱中症説明会

1( -)回

参加者

40( -)人

②高尾山見どころガイド
高尾山見どころガイドとして、高尾山を訪れる観光客に対しケーブルカー高尾山駅か
ら薬王院までの間、高尾山の動植物や歴史などの見どころを説明案内した。
活動日数

80(83)日

参加者 延 2,361(3,036)人

（11）入込調査
高尾山への観光客数を把握して、行事の計画立案の資料とするため、春、秋の行楽シー
ズン及び閑散期の６月と２月に調査を実施した。また、外国人観光客数についても調査を
実施した。
調査箇所 もみじ橋

調査時間 午前８時～午後３時

調査員 各回 ４名

５月 ３日（祝）晴

35,157(25,926)人（内、外国人 676( 562)人）

５月 ５日（祝）晴

22,600(16,241)人（内、外国人 766( 479)人）

１１月 ３日（祝）晴

20,174(26,684)人（内、外国人 688( 844)人）

１１月２３日（祝）曇のち小雨 21,443(15,995)人（内、外国人 3,240(1,237)人）
２月 ４日（土）晴

7,533( 5,358)人（内、外国人 312( 234)人）

２． 観 光 に 関 す る イ ベ ン ト の 開 催
(1)八王子花火大会
実行委員会を中心に広く協賛を募った結果、市内外の多くの法人・個人の方々に協賛を
いただき、昨年度を上回る３，４８０発の花火を打ち上げることができた。当日は天候に
恵まれ、八王子市、警察署、消防署、交通安全協会、警備協会など、関係機関の協力も得
ながら、事故もなく予定どおり実施した。
実施日

７月３０日（土） 午後７時～８時２２分

花火

3,480( 3,240)発

当日観客数

約 80,000(100,000)人

（2）高尾山もみじまつり
秋の紅葉を楽しむ観光客誘致のため、１１月の土・日・祝日を中心に２会場において各種
イベントを実施した。期間中は好天に恵まれ、多くの観光客で賑わった。
実施日

１１月１日（火）～３０日（水）

イベント

民踊おどり、よさこいソーラン、八王子車人形、太鼓、おはやし、コン
サート、むかし話 等

その他

東京こけし実演販売、マス酒販売

（3）迎光祭
平成２９年元旦は高尾山頂において、薬王院と共催で初日の出を迎える祭事を行い、多く
の来山者で賑わった。
（4）八王子めぐりツアー
八王子市内や近隣地域の観光名所を、文化、歴史、自然、グルメ等の観点から、まち歩
きツアー、バスツアーを企画し、市民及び市外の方へも八王子の良さをＰＲした。
実施月

９月・１月・２月・３月

参加者

4(3)便 延 146(127)人

見学地

９月 八王子くちコミ隊と行く－八王子まつり体験ツアー－
（いちょうホール（和太鼓体験）→中
川商店→八幡八雲神社（お囃子体験）
１月

八王子八福神めぐり号（本立寺、成田山伝法院、信松院、吉祥
院、宗格院、了法寺、善龍寺、金剛院）

２月 黒塀号（高尾梅郷、駒木野庭園、伊奈喜・芸者衆）
３月 八王子の歴史探訪号（信松院→湯の花トンネル→日の出山荘）

３．観光資源の保護開発及び観光施設の整備
地域関係団体と協力して、高尾山麓、今熊山、滝山城跡、高月城跡の清掃やハイキングコース
の草刈りを行い、観光地の美化に努めた。
４． 観 光 観 念 の 普 及 啓 発 及 び 刊 行 物 発 行
(1) 山林火災予防、高尾陣馬特別警戒
山火事防止協議会に参加し、運動に協力した。
(2) 市内で開催される各事業への協力及び協賛等
高尾山若葉まつり、八王子いちょう祭りなどに協力及び協賛し、観光の普及啓発に努めた。
行事名

開催日

場所

高尾山若葉まつり

４月 ９日（土）～ ５月２９日（日） 高尾山

滝山城跡桜まつり

４月 ２日（日）

髙尾山春秋季大祭

４月１７日（日）・１０月１７日（月） 高尾山

長房ふれあい端午まつり

５月 ４日（祝）・５日（祝）

高尾山ビアマウント

６月１５日（水）～１０月１５日（土） 高尾山

夏の風物市（あさがお市）

７月 ２日（土）・３日（日）

ユーロード

全国大陶器市

９月２９日（木）～１０月４日（月）

ユーロード

滝山町
長房町

大善寺お十夜

１０月２３日（日）

大谷町

元八王子北條氏照まつり

１０月２３日（日）

元八王子地区

八王子いちょう祭り

１１月１９日（土）・２０日（日）

追分町～
裏高尾町

八王子フードフェスティバル

１０月 ８日（土）～１０日（祝）

明神町

八王子 Short Film 映画祭

１２月 ４日（日）

町田市相原町

八王子七福神めぐり

１月 １日（祝）～１０日（火）

上野町他

八王子学生ＣＭコンテスト

１月２９日（日）

南浅川町

節分会

２月 ３日（金）

高尾山

全関東八王子夢街道駅伝競走大会 ２月１２日（日）

甲州街道他

高尾梅郷梅まつり

３月１１日（土）・１２日（日）

裏高尾町

火渡り祭

３月１２日（日）

高尾山麓

(3) 体験楽習フェスティバル八王子 2016
八王子の新たな文化観光交流をめざし、都市文化やライフスタイルを「参加体験楽習」
できる機会と場を創出することを目的として、体験楽習フェスティバル八王子 2016 を開催
した。
実施 ２１会場

開催 ３４プログラム 参加人数１,８４６名

(4) 刊行物の発行等
観光総合冊子「はちまるガイド」を、広告導入による収入確保を図りつつ修正増刷し、
観光地の紹介と普及啓発に努めたほか、日本語版のパンフレット「八王子まるごと観光ガ
イド」及び高尾山ポケットマップの修正増刷をした。また、まち歩きに活用できる「八王
子まちなか案内マップ」の作成も行った。

５．観光レクリエーション事業の推進
夕やけ小やけふれあいの里
昨年度８年ぶりに入場者が１１万人を超え、２８年度は新規イベントの企画をするなど
イベントの充実に努め、さらなる利用者増に取り組んだ。しかし、シーズンの８月中下旬
から９月にかけての天候不順の影響で、前年度を超えることができなかった。
企画面では、前年度から実施した「ニジマスのつかみ取りと焼き体験」や「夕やけ小や
けふれあいの里写真展」などの企画が、地域産業との連携も含め利用者の好評を得てきた。
また、
「みそ作り体験」など新企画を実施した。
施設面では、開設以降２０年を超え様々な問題が生じている。「木道橋」や「夕焼小焼
橋」など木製の橋の老朽化が著しい箇所があったが、休園することなく修繕を行った。ま
た、５箇所のトイレの洋式化で利用者の利便に供し、施設の修繕と改善を行い、施設維持
管理に努めたところである。
地域との連携では、漁協やブルーベリー協会・地元の小学校などの協力をいただきなが
ら、イベントを開催してきた。
以上、夕やけ小やけふれあいの里の維持管理・観光誘致に努めた結果、本年度の入場者
数は前年度より若干減少したものの、１０万人を超え１０７，１２５人となった。
入場者数 107,125(110,407)人
(1) 恒例行事

開催日

参加者

花まつり

４月 ２日～１７日

４，４３６人

新緑祭

５月 １日～ ５日

６，５５６人

田植え

５月２９日

ホタルの夕べ

６月１１日～２６日

ニジマスつかみ取りと焼き体験 ７月１０日・９月１９日

４６７人
１２，６１３人
６５１人

ブルーベリー摘みとジャム作り ７月３０日

６２人

七夕まつり

８月 １日～１４日

６，４８１人

流しソーメン（70ｍ）

８月２０・２１日

お祖父ちゃんお祖母ちゃんの似顔絵大会

９月１０日～９月３０日

３，６１６人

カラオケ大会

９月２２日・２月２６日

７８人

かかしまつり

９月２４日～１０月１０日

６２６人

出展 ４０点

稲刈り

１０月 ２日

２１９人

夕やけ小やけ童謡祭

１０月２２日

８０人

夕やけ小やけ運動会

１０月２３日

１９５人

菊花展

１０月３０日～１１月１３日

ふれあいの里まつり

１１月１３２・１３日

投票者６３人
７２５人

クリスマスイルミネーション １１月２６日～１２月２５日

６，８０１人

しめ縄作り

１２月１１日

３３人

どんど焼き

１月１５日

９０９人

フォトコンテスト並びに写真展 ２月２５日～３月２６日
河津桜散策（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ２日間）

出展 ３５点

３月中旬～下旬

(2) 随時講座
登り窯・作陶講座

各月５回

３３６人

わら細工

各月２回

３４１人

森の工作

各月２回

２９６人

６．都市間交流事業の推進
（1） 平成６年５月２日に北条氏ゆかりの小田原市、寄居町、八王子市の観光協会が、北條三兄
弟三領共同宣言の盟約を行い、それぞれ交流を深めてきているが、本年も役員を中心に５月
３日（祝）に小田原北條五代祭り、５月８日（日）には寄居北條まつりの視察研修を行った。
また、それぞれのお祭りには、八王子城跡三ツ鱗会も手作り甲冑を持参して参加し、市民
との交流を図ったほか、各地の北条ゆかりの都市間の交流と、北條五代のＮＨＫ大河ドラマ
化を目的に設立された、北条五代観光推進協議会の活動に参加した。
１０月１日には小田原市、寄居町と八王子市が姉妹都市盟約を締結したことを踏まえ、本
観光協会では、引き続き八王子いちょう祭りに小田原市と寄居町を招待し、クラシックカー
パレードへの参加やふるさとバザールへの出店などを通して交流を深めた。
（2） 高尾山から大阪府箕面市までの東海自然歩道連絡協会の総会・交流会を、７月６日（水）
・
７日（木）に滋賀県甲賀市で開催し、会長（事務局）として出席、沿線各団体との交流を深
めた。
（3） 台湾高雄市「ランタンフェスティバル」見学ツアー（観光協会企画・旅行事業者実施）
例年、市の海外友好交流都市の一つである台湾高雄市で開催されるランタンフェスティバル
に合わせてツアーを企画した。高雄市政府主催の開幕パレードに参加し、ランタンフェステ
ィバルを見学するとともに、高雄市政府との交流などを実施した。
実施日

２月１０日（金）～１３日（月）

参加者

25(31)人

主な見学地 十分・九份・蓮池潭・寿山公園・打狗鉄道故事館・高雄市立図書館総館・
日月潭、台湾ランタンフェスティバル（雲林縣）
、台北 101 ビル

７．インフォメーションセンター事業の推進
ＪＲ八王子駅北口「八王子インフォメーションセンター」、八王子市役所南口総合事務所内
「観光・まちなか案内所」、京王高尾山口駅舎内「高尾山口観光案内所（愛称：むささびハウス）」
で来訪者等への観光案内、まちなか案内を実施した。
八王子インフォメーションセンター

利用件数 127,371(124,872)件

観光・まちなか案内所

利用件数

高尾山観光案内所（むささびハウス）

利用件数 223,539(214,725)件

17,975( 21,037)件

８．駐車場事業の管理運営
市営高尾山麓駐車場及び高尾山インターチェンジ大型バス駐車場を効率的かつ効果的に管理
運営をした。また、7 月から上野町大型観光バス臨時駐車場を管理運営したほか、１０月から
は京王高尾山駐車場の誘導を受託した。
なお、市営高尾山麓駐車場及び高尾山インターチェンジ大型バス駐車場については、誘導、
清掃等の補助業務を行うとともに、隣接する市営住宅跡地を落合臨時駐車場として、年間７９
日を限度に受託管理を実施した。
利用状況
高尾山麓駐車場（機械式駐車場）

乗用車 63,826(65,530)台

高尾山インターチェンジ駐車場

大型車

落合臨時駐車場

乗用車

上野町大型観光バス臨時駐車場

大型車

385(

304)台

1,852( 1,613)台
763(

-)台

９．ＭＩＣＥ事業着手に向けた準備事務
当協会において、平成２９年４月１日から従来の一般観光事業に加え、戦略的に交流人口を
増加させることに有効な手法であるＭＩＣＥ事業に着手するため、公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律第１１条第１項に定める変更認定の申請、定款の変更、組織変更等
の所要の手続きを行った。

１０．その他本協会の目的達成のために必要な事業
(1) 八王子市との連携
八王子市の観光産業振興プランに基づき、「八王子まるごと観光」の発想で観光まちづ
くりに協力し、八王子市と連携して観光客の誘致と観光振興に努めた。
(2) 会員の増強
近年の経済情勢が厳しい中、会員及び会費の増強を図っているが、平成２８年度末で
の会員は前年度対比１会員の増となった。
団体・個人 329(328)会員

5,885(5,847)口

（入会 12( 9)・退会 11(15)）

(3) 会

議
定款に定められた運営を行うため、必要の都度総会及び理事会を開催した。

① 総会
通常総会
開催日 平成２８年６月１５日（水）午後３時 八王子エルシィ
議

題 イ．平成２７年度事業報告について
ロ．平成２７年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財
産目録について
ハ．平成２８年度事業計画及び正味財産増減予算について
ニ．役員の選任について

臨時総会
開催日 平成２９年２月１７日（金）午前１０時 八王子商工会議所
議

題 イ．公益社団法人八王子観光協会定款の改正について
ロ．公益社団法人八王子観光協会入退会及び会費規程の改正について
ハ．公益社団法人八王子観光協会役員の報酬並びに費用に関する基準の改定
について
ニ．役員の選任について

② 理事会
第１回理事会
開催日 平成２８年４月２６日（火）午前１１時 開発・交流プラザ
議

題 イ．新規加入会員の承認について
ロ．次期役員候補者の決定について

第２回理事会
開催日 平成２８年５月２７日（金）午後１時３０分 学校法人片柳学園八王子キャ
ンパス
議

題 イ．平成２８年度通常総会提出議案について
ロ．新規加入会員の承認について

第３回理事会
開催日 平成２８年６月１５日（水）午後４時 八王子エルシィ
議

題 イ．会長及び副会長の選定について

第４回理事会
開催日 平成２８年８月９日（火）午後２時 八王子商工会議所
議

題 イ．平成２８年度補正予算の専決について
ロ．新規加入会員の承認について

第５回理事会
開催日 平成２８年８月３０日（火）午後２時３０分 開発・交流プラザ
議

題 イ．ＭＩＣＥセミナー「観光とＭＩＣＥ」
ロ．新組織案に関する意見交換

第６回理事会
開催日 平成２８年１２月８日（木）午後３時 開発・交流プラザ
議

題 イ．八王子市観光振興及びＭＩＣＥ推進に係る組織のあり方について
ロ．定款変更、公益認定審査会に係る今後の理事会及び臨時総会での議決事

項について
第７回理事会
開催日 平成２９年２月１日（水）午前１０時 開発・交流プラザ
議

題 イ．平成２９年度事業計画（案）について
ロ．平成２９年度正味財産増減予算（案）について
ハ．平成２８年度臨時総会提出議案について
ニ．春のライトアップモデル事業について

第８回理事会
開催日 平成２９年３月２２日（水）午後４時 八王子駅南口総合事務所
議

題 イ．平成２８年度補正予算の専決について
ロ．公益社団法人八王子観光協会専門委員会設置規程外１３件の一部改正に
ついて
ハ． 公益社団法人八王子観光コンベンション協会個人情報保護規程の設定に
ついて
ニ． 平成２９年度公益社団法人八王子観光コンベンション協会役員の報酬に
ついて
ホ．新規加入会員の承認について
へ．特別会員の承認について

監 査 報 告 書
平成２９年６月１９日
公益社団法人八王子観光コンベンション協会
会

長

大

野

彰

殿

公益社団法人八王子観光コンベンション協会

監 事

監 事

監 事

私たち監事は、平成２９年５月２３日に、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの平
成２８年度における会計及び業務の監査を行いました。
その結果につき次のとおり報告いたします。
１．監査の方法の概要
１．会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、
計算書類の正確性を確認しました。
２．業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、
関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を確認しまし
た。
２．監査意見
１．貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収
支状況及び財政状態を正しく示しているものと認めます。
２．事業報告書の内容は、真実であると認めます。
３．理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄付行為）に違反する重大な
事実はないと認めます。
以上

