
平成 30 年度 

総 会 議 案

期日：平成 30 年 4 月 24 日（火） 

場所：オークラ千葉ホテル 

ちばプロモーション協議会





～ 目 次 ～ 

議案第 1号 平成 29年度事業報告及び決算について 

P 1 ～ P 25 

議案第 2号 平成 30年度の事業計画(案)及び収支予算（案）について 

P 26 ～ P 35 



1 

平成２９年度事業報告について 

Ⅰ 会議開催状況                             

１ 総 会  
(1)日 時：平成２９年４月２６日（水） 

場 所：オークラ千葉ホテル 
    議 事：①平成２８年度事業報告及び決算について 
        ②平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 
  (2)日 時：平成２９年９月１１日（月） 

場 所：京葉銀行文化プラザ 
    議 事：①平成２９年度補正予算第 1号（案）について 
        ②役員の選任及び任期について 
２ 役員会 
(1)日 時：平成２９年９月１１日（月） 

場 所：京葉銀行文化プラザ 
    議 事：①平成２９年度補正予算第 1号（案）について 
        ②役員の選任及び任期について 

(2)日 時：平成３０年３月２０日（火） 
場 所：オークラ千葉ホテル 

    議 事：①平成２９年度事業報告について 
        ②平成３０年度事業計画(案)及び収支予算の見通しについて 
３ 幹事会

日 時：平成３０年２月１４日（水） ※計画部会と同時開催 
場 所：教育会館  

    議 事：①平成２９年度事業報告（見込み）について 
        ②平成３０年度事業計画（案）について 

    ③平成３０年度の県事業について 

主 な 取 組 

＜キャンペーン等ＰＲ活動＞ Ｐ．２ ～ 

 ○ 秋の全県統一キャンペーンをはじめ、県の季節に応じたキャンペーン等と

連携し、観光ポスター・パンフレットの作成やイベント開催により、本県観光

のＰＲを切れ目なく展開した。 

今年度も、昨年度から引き続き、県が秋に実施した鉄道フリーパス事業など

と連携して、秋の誘客に取り組んだ。

＜商品造成に向けた取組＞ Ｐ．１０ ～ 

○ 地域部会での勉強会を実施するとともに商品審査会を実施した。 

  また、今年度は、商品審査会で最優秀賞、優秀賞を受賞した観光素材を活

かしたモニターツアーを３月に実施した。 

○ １０月には都内において商談会及びメディアミーティングを開催し、旅行

エージェントやメディア事業者に対する具体的な旅行商品造成への働きかけ

を推進した。

＜教育旅行誘致の取組＞ Ｐ．１４ ～ 

○ 本県ならではのキャリア教育に資する新たな施設や体験メニューの掘り起

こしに取り組むとともに、県と連携して中京圏のほか札幌、北陸などをターゲ

ットに現地キャラバンやモニターツアーを実施した。

＜全県的な「おもてなし」の取組＞ Ｐ．１６ ～ 

○ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向け、本県への来訪者が心

から満足し、再訪いただけるよう、観光施設や宿泊施設、公共交通機関など

幅広い事業者の参加を募り、「千葉おもてなし宣言」の掲示や「おもてなし

運動ＰＲピンバッジ（チーバくんバッジ）」の着用などを通じた「おもてなし

運動」を展開した。

平成２９年度事業報告及び決算について 議案第 1号 
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Ⅱ キャンペーン等ＰＲ活動（季節に応じた観光キャンペーン等）     

１ 夏の観光キャンペーンまでのプロモーション 

千葉の春やゴールデンウィーク中の観光情報を発信したほか、４月には、市町村等と

連携し、アクアライン対岸の横浜において、観光ＰＲイベントを開催し、潮干狩りなど

この時期の千葉の魅力を積極的にＰＲした。

(1)イベントの実施

  ＧＷ前観光ＰＲイベント〔県連携〕 

  ・日 時：平成２９年４月２２日（土）、２３日（日） 

  ・場 所：アピタ長津田店（神奈川県横浜市） 

  ・概 要：観光ＰＲ、パンフレット配布 

 ・出展団体：県（観光誘致促進課、水産課、流通販売課）、八街市、御宿町、木更津市、

富津市、東金市、袖ケ浦市、南房総観光推進協議会、外房観光連盟、

南房総観光連盟、サンライズ九十九里

(2)お得チケット付きパンフレットの配布〔県連携〕

 東京湾アクアラインの割引継続や圏央道の順次開通を観光客誘致に活用するため、 

県作成の県内観光施設や飲食店で利用できるお得なウエルカムチケットが付いたパ 

ンフレットを会員施設や各種イベントにおいて配布するとともに、プレゼント企画に 

協力して県産品等をＰＲした。（利用期間＝29.1.1～29.5.31） 

（参考） 

①サイズ及び数量：A4 判 20 ページ 12.5 万部 

②配布場所：首都圏の主な SA/PA、県内の道の駅、首都圏のＪＲ主要駅、 

県内各市町村観光協会、県立美術館・博物館など 

③優待協力施設：約 440 か所 

④プレゼント企画 ハガキで応募すると抽選で千葉県の特産品をプレゼント 

(3)観光情報誌によるＰＲ〔県連携〕 

県作成の観光情報誌「ちばの旅」を会員施設等で配布した。 

（参考） 

サイズ及び数量：A4 判 12 ページ 2 万 2 千部 

設置個所：ＪＲ県政ふれあいコーナー、千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行の各

支店、チーバくんプラザ、チーバくん物産館など 
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２ 夏の観光キャンペーン「魅力いっぱい ギュッ❤と千葉」 

県が実施する季節に応じた観光キャンペーンと連携してＰＲ活動を実施した。 

○期間：平成２９年７月１日（土）～８月３１日（木） 

(1) 広報宣伝 

ア  観光ポスター（夏）の作成・掲出 各 1,660 枚〔県連携〕 

 県作成のキャンペーンポスターを会員施設等に掲出した。 

（参考） 

設置個所：首都圏の主なＳＡ･ＰＡ、ＪＲ主要駅（東京・ 

横浜・千葉・大宮・八王子支社管内の駅）、県内の道の駅、 

東京圏の大手旅行会社、県内３地銀支店等 

イ  観光情報誌によるＰＲ〔県連携〕 

県作成の観光情報誌「ちばの旅」を会員施設等で配布した。 

（参考） 

サイズ及び数量：A4 判 12 ページ 2.2 万部 

 設置個所：ＪＲ県政ふれあいコーナー、千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行

の各支店、チーバくんプラザ、チーバくん物産館など 

(2) キャンペーン特典 

ア  あなたのＬＯＶＥ❤ＣＨＩＢＡ教えてキャンペーン 

○期 間：平成２９年６月１日（木）～平成３０年３月３１日（土） 
○概 要：千葉県内のお気に入りの観光スポットや風景、ご当地グルメ、宿、特産

品などを、携帯やスマホで写真に撮って、コメントを添えて応募すると、
毎月 12 名に、千葉県特産物やチーバくんグッズをプレゼント。 

＜ＰＲ１＞ ポスター・チラシの掲出 
         数量：ポスター 1,220 枚  チラシ 8 万枚 

掲出場所：ＪＲ千葉支社管内主要駅、チーバくんプラザ、県内道の駅、 
県内観光施設等 

   ＜ＰＲ２＞ ＳＮＳを活用した情報拡散 
         キャンペーンサイトのほか、平成 26 年度から Facebook ページ、昨年

度からは Instagram アカウントを開設し、投稿写真の一部を掲載して 
情報拡散を図っている。 

【投稿件数実績】 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

2,717 3,417 3,977 4,681 4,010

ポスター

キャンペーンサイト Facebook ページ Instagram アカウント 
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イ お得チケット付きパンフレットの配布〔県連携〕

  東京湾アクアラインの割引継続や圏央道の順次開通 

を観光客誘致に活用するため、県作成の県内観光施設 

や飲食店で利用できるお得なウエルカムチケットが付 

いたパンフレットを会員施設や各種イベントにおいて 

配布するとともに、プレゼント企画に協力して県産 

品等をＰＲした。（利用期間＝29.7.1～29.11.30） 

（参考） 

①サイズ及び数量：A4 判 24 ページ 10 万部 

②配布場所：首都圏の主な SA/PA、県内の道の駅、首都圏のＪＲ主要駅、 

県内各市町村観光協会、県立美術館・博物館など 

③優待協力施設：430 か所 

④プレゼント企画 ハガキで応募すると抽選で千葉県の特産品をプレゼント 

(3) イベント参加によるキャンペーンＰＲ 

ＰＲイベント（夏の観光キャンペーンキックオフイベント）〔県連携〕 

・日 時：平成２９年 7月 1日（土） 

・場 所：けやきウォーク前橋（群馬県前橋市） 

・概 要：パンフレット・ノベルティ配布、キャラクターグリーティング 等 

パンフレット   のぼり
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３ 秋の全県統一キャンペーン  

「魅力いっぱい ギュッ❤と千葉」をキャッチコピーに９月１日から１１月３０日に

わたり、協議会主催でキャンペーンを実施した。 

キャンペーンの特典として、千葉県内のお気に入りの観光スポットなどを写真に撮って、コメ

ントを添えて応募すると非売品のチーバくんグッズ等をプレゼントする企画や、観光施設・飲食

店等で割引などが受けられる優待サービスなどを実施し、誘客を図った。 

(1)広報宣伝活動の展開 

ア 観光ポスター（秋）の作成・掲出 

  紫陽花でよく知られる本土寺（松戸市）の紅葉の写真を使い、 

新たな千葉の魅力をＰＲする秋の観光ポスターを作製・掲出した。 

①サイズ及び数量 B1、B2 サイズ 計 1,660 枚 

②掲出場所 

○ＪＲ主要駅（東京・横浜・千葉・大宮・八王子支社 

管内の駅） 

○東京圏の大手旅行会社店頭（主要店） 

○首都高速ＰＡ、ＮＥＸＣＯ東日本ＳＡ・ＰＡ 

○千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行の各支店 

○チーバくんプラザ、チーバくん物産館 

○県内の道の駅、県立博物館等 

イ 秋の観光パンフレット「房総玉手箱」によるＰＲ 

千葉の秋の美しい景観スポット、４つのテーマ（歴史・グルメ・ 

温泉・名品）で巡る千葉ならではの観光情報を掲載した観光パン 

フレットを作成・配布した。 

①サイズ及び数量 A4 サイズ 20 ページ 16 万部  

②配布場所 

  東京圏の大手旅行会社店頭、県内道の駅、海ほたるＰＡ、 

ＪＲ主要駅（東京・横浜・千葉・大宮・八王子・水戸支社 

管内の駅）、首都高速ＰＡ、ＮＥＸＣＯ東日本ＳＡ・ＰＡ、 

チーバくんプラザ

ウ 観光情報誌によるＰＲ 

「大原はだか祭り」など秋のイベント情報等を掲載した観光 

情報誌「ちばの旅」（9･10 月号）を作成・配布した。

①サイズ及び数量 A4 サイズ 12 ページ 2 万 2 千部 

②配布場所 

○ＪＲ県政ふれあいコーナー 

○千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行の東葛飾・葛南地域の 

各支店 

○県内道の駅、チーバくんプラザ、チーバくん物産館 

千葉県アンテナショップ 

○県出先機関、県立図書館・博物館 

○東京事務所、都庁全国観光ＰＲコーナー 等 

ポスター

パンフレット

ちばの旅
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エ 首都圏における秋季観光プロモーション 
①秋の観光キャンペーンキックオフイベントの開催 
・日 時：平成２９年８月２０日（日） 
・場 所：有楽町駅前広場（東京都千代田区） 
・概 要：観光ＰＲ及び物産品の紹介など 
・参加者：県、いすみ鉄道、サンライズ九十九里、野田商工会議所、鍋店、千葉 

市、旭市、佐倉市、成田市、八街市、市原市観光協会、南房総観光連 
盟、 

②ツーリズムＥＸＰＯジャパンへの出展 
・日 時：平成２９年９月２１日（木）～２４日（日） 
・場 所：東京ビックサイト  
・概 要： 県、木更津市、北総四都市江戸紀行共同出展による観光ＰＲイベント、 

ノベルティ・パンフレット配布、アンケート付き抽選会など  
・参加団体：県、木更津市、北総四都市江戸紀行（佐倉市・成田市・香取市・銚子市）
・来場者：19 万 1,577 人（4日間全体） 

オ 県広報誌等の活用によるＰＲ 
 毎月発行の「ちば県民だより」や千葉県広報番組等にて、県内外へキャンペー
ン開催の周知を図った。 
県広報媒体での放送掲載状況〔９月～１０月分〕 

○ちば県民だより：秋の観光キャンペーン（９月５日発行） 
○チバテレビ：千葉県インフォメーション（９月１４日（木）放映） 

(2) キャンペーン特典 
ア あなたのＬＯＶＥ❤ＣＨＩＢＡ教えてキャンペーン

（前記Ⅱ２(2)のとおり）

イ お得チケット付きパンフレットの配布〔県連携〕 

（前記Ⅱ２(2)のとおり） 

(3)キャンペーンＰＲイベント 

○サンキューちばフリーパス都内駅頭キャラバン〔県・ＪＲ千葉支社と連携〕
日 時：平成２９年８月３０日（水）

   場 所：ＪＲ東京駅、ＪＲ中野駅 

概 要：パンフレット・ノベルティ配布、チーバくんグリーティングなど 

参加団体：県、南房総観光連盟、ＪＲ千葉支社 

日 時：平成２９年９月３日（日） 

   場 所：鉄道博物館（さいたま市） 

概 要：パンフレット・ノベルティ配布、チーバくんグリーティングなど 

参加団体：県、小湊鐵道、いすみ鉄道、ＪＲ千葉支社 
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４ 早春の観光キャンペーン「魅力いっぱい ギュッ❤と千葉」 

県が実施する季節に応じた観光キャンペーンと連携してＰＲ活動を実施した。

○期間：平成３０年１月１日（月）～平成３０年３月３１日（土） 

(1) 広報宣伝 

ア ポスターによる広報〔県連携〕 

県作成の早春ポスター（1,960 枚）を会員施設などに掲出した。 

（参考） 

掲出場所：ＪＲ主要駅（東京・横浜・千葉・大宮・八王子 

支社管内の駅）、東京圏の大手旅行会社店舗、 

県内道の駅、海ほたるＰＡ、ＮＥＸＣＯ東日本 

ＳＡ・ＰＡ、首都高速ＰＡ、県内３銀行支店、 

チーバくんプラザ等 

イ 早春の観光パンフレットによるＰＲ〔県連携〕 

県作成の早春の観光パンフレットを会員施設等で配布した。 

（参考） 

サイズ及び数量：A4 サイズ 20 ページ、24 万部 

配布場所：ＪＲ主要駅（東京・横浜・千葉・大宮・八王子・ 

水戸支社管内の駅）、首都圏の大手旅行会社の店 

頭、海ほたるＰＡ、ＮＥＸＣＯ東日本ＳＡ・ＰＡ、 

首都高速ＰＡ、県内道の駅、チーバくんプラザ等 

ウ 観光情報誌によるＰＲ〔県連携〕  

県作成の観光情報誌「ちばの旅」を会員施設等で配布した。 

（参考） 

サイズ及び数量  A4 サイズ 12 ページ 2 万 2 千部 

設置個所：ＪＲ県政ふれあいコーナー、千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行

の各支店、チーバくんプラザ、チーバくん物産館など 

(2) キャンペーン特典 

ア あなたのＬＯＶＥ❤ＣＨＩＢＡ教えてキャンペーン 

さらに、期間限定「チーバベリー特別賞」を設定し、投稿の拡大を図った。  

＜企画内容＞ 

千葉県産のいちごに関する写真を投稿すると抽選で、新品種「チーバベリー」

や「チーバくん」ぬいぐるみ（チーバベリーバージョン）をプレゼントする。 

＜応募期間＞ 

平成２９年１２月２２日（金）～平成３０年３月２２日（木） 

＜プレゼント品＞ 

（ア）平成２９年１２月２２日～平成３０年１月３１日の投稿 

・千葉県いちご新品種「チーバベリー」１箱           ４名様 

・「チーバくん」ぬいぐるみ（チーバベリーバージョン・非売品） １名様 

・チーバベリーピンバッジ（手ぬぐい付き）                  １０名様 

ポスター

パンフレット
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（イ）平成３０年２月１日～３月２２日の投稿 

  ・「チーバくん」ぬいぐるみ（チーバベリーバージョン・非売品） ５名様 

・チーバベリーピンバッジ（手ぬぐい付き）                  １０名様 

イ お得チケット付きパンフレット配布〔県連携〕 

東京湾アクアラインの割引継続や圏央道の順次開通を 

観光客誘致に活用するため、県作成の県内観光施設や飲 

食店で利用できるお得なウエルカムチケットが付いたパ 

ンフレットを会員施設や各種イベントにおいて配布する 

とともに、プレゼント企画に協力して県産品等をＰＲし 

た。（利用期間＝H30.1.1～5.31） 

（参考） 

①サイズ及び数量：A4 判 24 ページ 12.5 万部 

②配布場所：首都圏の主な SA/PA、県内の道の駅、首都圏のＪＲ主要駅、 

県内各市町村観光協会、県立美術館・博物館など 

③優待協力施設：約 440 か所 

④プレゼント企画 ハガキで応募すると抽選で千葉県の特産品をプレゼント 

(3)キャンペーンＰＲイベント 

ア ちば産直市 〔ＪＲ千葉支社と共催〕  

     日 時: 平成３０年２月１５日（木）～１７日（土） 

     場 所：ＪＲ上野駅 

     概 要：物産展、パンフレット・ノベルティ配布、ステージイベントなど 

参加団体：県、南房総観光連盟、南房総観光推進協議会、外房観光連盟、 

東金市観光協会、富津市観光協会、千葉市観光協会、成田市、香取市、 

柏市、白井市、君津市、山武市、匝瑳市、多古町、御宿町 

イ チーバベリートレイン 〔ＪＲ千葉支社と連携〕 

     日 時: 平成３０年３月３１日（土）  

     場 所：ＪＲ新宿駅～成東駅～（バスで観光）～佐原駅～ＪＲ新宿駅 

     概 要：特別列車＋観光バスで県内のスイーツを楽しむ日帰りツアー 

（北総方面） 

協力団体：山武市、山武市成東観光苺組合、水郷佐原観光協会ほか 

(4)東北圏での観光プロモーション 〔県連携〕

    圏央道の延伸開通により本県へのアクセスが向上した東北圏において、ひと足早

く春が訪れる温暖な千葉の魅力をＰＲ。 

ア 千葉県観光物産展の実施 〔県連携〕 

    日 時：１月２４日（水）～２７日（土） 

    場 所：ＪＲ仙台駅２階ステンドグラス前 

    概 要：観光パンフレットの配布 

        ＶＲ体験コーナーの設置 

        観光ＰＲ映像の放送 

        購入金額に応じた抽選会の実施、千葉県特産品の販売・試食 

パンフレット   のぼり
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イ メディア訪問 〔県連携〕 

日 時：１月２２日（月） 

訪問先：仙台市内７社 

メディア露出結果：1/24 エフエム仙台「J-SIDE STATION」7 分 57 秒 

1/25 ミヤギテレビ「ﾐﾔｷﾞ news every.」1 分 3 秒 

1/25 東北放送「Ｎスタみやぎ」1分 30 秒               

1/23 朝日新聞、河北新報 

1/24 読売新聞     

(5) 県広報誌等の活用によるＰＲ 
毎月発行の「ちば県民だより」や千葉県広報番組にて、県内外へキャンペーン開 

催の周知を図った。 

＜県広報媒体での放送掲載状況〔１２月～１月分〕＞ 
○ちば県民だより：早春の観光キャンペーン（１月１日(月・祝)発行） 
○チバテレビ：ウィークリー千葉県（１２月３０日（土）放映） 

５ 通年での取組 

  (1) ポスターによる広報 〔県連携〕

「あなたのＬＯＶＥ❤ＣＨＩＢＡ教えてキャンペーン」で、今シー 

ズン投稿された画像の中から、Instagram 等で人気の高かった画像を 

活用した新たな観光ＰＲポスターを県が作成（1,100 枚）し、会員施 

設などに掲出した。 

＜掲載した写真スポットの一例＞ 

大山千枚田（鴨川市）、九十九里ビーチタワー（九十九里町）、 

大波月海岸（御宿町）、守谷海岸（勝浦市）など 

＜掲出場所＞ 

ＪＲ主要駅（千葉支社管内の駅）、県内道の駅、 

ＮＥＸＣＯ東日本ＳＡ・ＰＡ、首都高速ＰＡ、 

県立博物館、チーバくんプラザ等 

ポスター
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Ⅲ 商品造成に向けた取組                                   
平成２３年度から取り組んでいる商品造成について、各地域部会や座談会において、地域資源や特

色を活かした観光旅行素材の磨き上げの勉強会や意見交換を行った。 

また、各地域部会を通じて提案のあった観光素材を事務局で選定したうえで、審査会を実施した。 

さらに、１０月には、旅行会社と県内観光関係者との観光商談会を開催した。 

また、今年度は、昨年度に実施したモニターツアーがきっかけになり、銚子電鉄のお化け列車を組み

込んだツアーが造成された。 

１ 地域部会・座談会 

  (1)各地域部会 
○かずさ臨海地域部会 
日 時：平成２９年６月１４日（水）午後２時～午後４時 
場 所：木更津市役所 
概 要：観光資源の掘り起こしについて（勉強会） 

○南房総地域部会① 
日 時：平成２９年６月１６日（金）午後２時～午後４時 
場 所：鴨川市役所 
概 要：観光資源の掘り起こしについて（勉強会） 

○ベイエリア地域部会 
日 時：平成２９年６月２２日（木）午前１０時～午前１２時 
場 所：千葉市中央コミュニティーセンター 
概 要：観光資源の掘り起こしについて（勉強会） 

○九十九里地域部会 
日 時：平成２９年６月２３日（金）午後２時～午後４時 
場 所：大網白里市役所 
概 要：観光資源の掘り起こしについて（勉強会） 

○東葛飾地域部会 
日 時：平成２９年６月２８日（水）午後２時～午後４時 
場 所：鎌ケ谷市役所 
概 要：観光資源の掘り起こしについて（勉強会） 

○北総地域部会 
日 時：平成２９年６月２９日（水）午前１０時３０分～午前１２時 
場 所：香取市役所 
概 要：観光資源の掘り起こしについて（勉強会） 

○南房総地域部会② 
日 時：平成２９年７月２６日（水）午後２時～午後４時 
場 所：鴨川市役所 
概 要：観光資源の掘り起こしについて（勉強会） 

(2)座談会
○横芝光町 

日 時：平成２９年５月１９日（金）午後３時～午後４時３０分 
場 所：横芝光町まちづくり協会 
概 要：観光事業者等との意見交換（町内資源の活用について） 

○八千代市・佐倉市 
日 時：平成２９年６月２０日（火）午前１０時～午前１１時３０分 
場 所：佐倉市役所 
概 要：市担当者との意見交換（印旛沼・新川の活用について） 

○市川市・船橋市・八千代市・佐倉市 
日 時：平成２９年７月２５日（火）午後１時～午後３時 
場 所：千葉県観光物産協会 
概 要：関係者との意見交換（旧成田街道の活用について） 
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○市川市・船橋市・松戸市・流山市 
    日 時：平成２９年１１月２８日（火） 
    場 所：葛南地域振興事務所・松戸市観光協会・流山市役所 
    概 要：関係者との意見交換（モニターツアーの造成について） 
   ○南房総市・館山市・鋸南町 
    日 時：平成２９年１２月８日（金） 
    場 所：南房総市役所 
    概 要：関係者との意見交換（モニターツアーの造成について） 

２ 着地型旅行商品コンテスト審査会 

     日 時：平成２９年９月 

概 要：提案された旅行商品素材について、プロの旅行業者の審査員による審査 

会を実施（持ち回り審査）。
選定方法：全地域からの新規提案旅行商品素材（23 商品）について審査。 
最優秀賞：『南房総の歴探！～海物語～（南房総市）』 

（最優秀商品は、１０月２７日（金）実施の都内千葉県観光商談会にお

いて、旅行会社の前でのプレゼンテーションを実施した。） 

 ３ 観光商談会 

(1)静岡県を対象とした観光商談会

    日 時：平成２９年７月１１日（火） 
    場 所：アクトシティ浜松（静岡県浜松市） 

概 要：本県の観光事業者（観光施設・宿泊施設など）と、浜松市の旅行会社に

よる商談会 

参加団体：旅行会社（浜松市） ：１０社  １３名 

観光事業者（千葉県）：１５団体２５名 

(2)中京圏を対象とした観光商談会〔県連携〕 

    日 時：平成２９年７月１２日（水） 
    場 所：名古屋観光ホテル（愛知県名古屋市） 

概 要：本県の観光事業者（観光施設・宿泊施設など）と、中京圏の旅行会社に

よる商談会 

参加団体：旅行会社（中京圏） ： ８社  ５１名 

観光事業者（千葉県）：２４団体４５名 

(3)首都圏を対象とした観光商談会 

    日 時：平成２９年１０月２７日（金） 
    場 所：東武ホテルレバント東京（東京都墨田区） 

概 要：本県の観光事業者（観光施設・宿泊施設など）と、首都圏の旅行会社に

よる商談会及びメディアミーティング 

参加団体：旅行会社（首都圏） ：２３社  ７９名 

     観光事業者(千葉県) ：３８団体８８名 

(4)福島県を対象とした観光商談会

    日 時：平成３０年１月２２日（月） 
    場 所：郡山市商工会議所（福島県郡山市） 
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    概 要：本県の観光事業者（観光施設・宿泊施設など）と、郡山市の旅行会社に 

よる商談会 

参加団体：旅行会社（郡山市） ： ８社 １６名 

観光事業者（千葉県）：１６団体２６名

(5)東北圏を対象とした観光商談会〔県連携〕 

    日 時：平成３０年１月２３日（火） 
    場 所：ウェスティンホテル仙台（宮城県仙台市） 
    概 要：本県の観光事業者（観光施設・宿泊施設など）と、東北圏の旅行会社に 

よる商談会 

参加団体：旅行会社（東北圏） ：１１社 ４０名 

観光事業者（千葉県）：２１団体３６名 

４ 千葉県観光素材集の作成 

本県への団体旅行等の商品造成に活用できるガイドブックとして、「千葉県観光素材集」

を県と連携して作成し、商談会等を通じ旅行エージェントなどへ配付した。 

掲載内容：県内の各種観光・飲食・宿泊・体験施設等の個々の特徴、内容、商品造成

に必要な事項（駐車場面積、トイレ数等）、所在地・問い合わせ先など 

部 数 等：A4 サイズ 195 ページ  1,120 部 

    配 付 先：首都圏・中京圏・東北圏・北海道の旅行会社、市町村など 

５ モニターツアー事業の実施 

審査会で最優秀賞及び優秀賞を受賞した観光素材を活かしたモニターバスツアーを 

実施した。 

(1)モニターツアーの実施 

ア 最優秀賞受賞 南房総市「南房総の歴探～海物語」※下線部が使用素材

   ・日  時：平成３０年３月１０日（土） 

   ・募集対象：一般（委託先である株式会社はとバスによる都内発着バスツアー） 

   ・概  要：「南房総ご当地名物新発見！ あわび・くじら・レタス狩りと日本唯一

料理の神様高家神社」 

京橋駅⇒東安房漁協 ちくら蓄養（アワビ養殖場の見学、アワビの試

食）⇒高家神社（見学）⇒ぴーまん（くじら料理の昼食）⇒道の駅和田

浦ＷＡ・Ｏ！（ところてん突き体験等）⇒神戸レタス（レタス収穫体

験）⇒木村ピーナッツ（ソフトクリーム）⇒東京駅 

   ・販売価格：５，５００円 ※参加者を対象としたモニターアンケートを実施 

   ・参 加 者：４２名 

イ 優秀賞受賞 流山市「流山本町 ローカル電車で行く切り絵体験とレトロな 

夜の町歩き」※下線部が使用素材

   ・日  時：平成３０年３月３日（土） 

   ・募集対象：一般（委託先である株式会社はとバスによる都内発着バスツアー） 

   ・概  要：「松戸・流山の魅力探訪２食付！徳川家ゆかりの戸定邸＆南部市場とレ

トロ懐かしいみりんの町流山古民家イタリアン」 

新宿駅⇒松戸南部市場（冷凍庫見学、海鮮丼の昼食）⇒戸定邸（見学）

⇒流鉄流山線（馬橋⇒流山間乗車）⇒みりん工場（見学） 
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⇒流山本町（散策）⇒丁子屋（「みりん」を使ったイタリアンの夕食） 

⇒新宿駅 

   ・販売価格：５，５００円 ※参加者を対象としたモニターアンケートを実施 

   ・参 加 者：４１名 

(2)事後フォロー（商品造成に向けた勉強会）の実施 

   上記モニターツアーの実施内容や現地の対応内容を振り返り、今後の素材発掘や

ツアー造成につなげる勉強会を開催した。 

・日  時：平成３０年３月１６日（金） 

・講  師：株式会社はとバス担当者 

・参 加 者：会員 

６ その他、各会員の事例

○ＪＲ東日本

房総観光キャンペーンの実施（平成３０年１月１日～３月３１日）に合わせ、 

多数の「びゅう」商品特別列車・臨時列車を運行＞ 

・BOSO BICYCLE BASE ：平成３０年１月～３月の毎土休日 

  ・初日の出号：新宿⇔銚子など（平成３０年１月１日（日）） 

・特急北総江戸紀行：新宿⇔佐原（平成３０年１月２０、２１、２７、 

２８日、２月・３月の毎土休日 ※３月２５日（日）を除く） 

   ・特急こうざき酒蔵まつり（平成３０年３月２５日（日）） 

・かつうらひな祭り号：東京⇔勝浦など（平成３０年２月２４、２５日、 

３月３日、４日） 

・『なごみ』の運行：ハイグレード車両『なごみ』を使用した特別感のある旅行

（南房総方面 平成３０年３月２１日（水）） 

 ・総武本線１２０週年号の運行：銚子電鉄で鉄道体験を組み合わせた商品 

（平成２９年６月３日、４日） 

   ・商品ブランド「びゅう」による各種宿泊プラン等の紹介 

・駅からハイキング催行（年間２０本程度催行） 

○ＪＴＢ 

・商品ブランド「エース」による各種宿泊プラン等の紹介 

○近畿日本ツーリスト

・商品ブランド「メイト」による各種宿泊プラン等の紹介 

○日本旅行 

・商品ブランド「赤い風船」による各種宿泊プラン等の紹介 

○はとバス 

・真っ暗闇の恐怖体験！呪われた銚子電鉄おばけ列車

（平成２８年度のモニターツアーの成果）

   ・京葉工場夜景クルーズと南極観測船「ＳＨＩＲＡＳＥ５００２」見学
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Ⅳ 教育旅行誘致の取組                                     

これまでキャラバン隊訪問の際に受けたリクエストなどを踏まえ、本協議会として新

たな体験メニューの開発を行うとともに、今年度も県を中心に教育旅行誘致に取り組む

市町村、観光協会、観光事業者等でキャラバン隊を組み、誘致が見込まれる学校に対す

る個別訪問を行うとともに、県及び当協会が主催する観光商談会で旅行会社の教育旅行

担当者に教育旅行素材の売り込みを行うなど教育旅行誘致を推進した。 

１ 教育旅行誘致（中学校） 

  (1)キャラバン隊による中京地区の中学校及び旅行会社への訪問 

    日 時：平成２９年７月１３日（木） 

    訪問先：中京地区の中学校等２０か所 

    参加者：県、観光物産協会、本県観光事業者 

２ 観光商談会 

（前記Ⅲ３のとおり） 

３ モニターツアーの実施 

   本県を滞在地に組み込んだ教育旅行を誘致するため、協議会や県内で新たに開発し

た観光資源等を用いた教育旅行モデルコースモニターツアーを実施。 

     日 時：平成３０年１月１６日（火）～１７日（水） 一泊二日  

     募集対象：北海道・北陸・東海の旅行会社 

     概 要：南極観測船しらせ・カンドゥー・鴨川観光プラットフォーム・ 

東京湾アクアラインの見学 など 

参加者：旅行会社 ５社１０名 

Ⅴ サイクルツーリズムの取組                                   

今年度は、広域的なサイクルツーリズムによる積極的な観光振興の取り組みを期待で

きる地域として、九十九里地域での広域レンタサイクルの導入を目指して、県内のレン

タサイクル事業の実施状況（事業実施の有無、貸出拠点、利用料金や利用時間、保険、

メンテナンス等）の情報提供や３市町程度を連携させたレンタサイクルマップの作成支

援等を実施した。

Ⅵ ロケツーリズムの取組

県内のフィルムコミッション活動を活性化させ、県内の経済活性化及び観光客誘致を

図るため、県内で撮影が行われる映画、ドラマ、その他テレビ番組等の上映・放送等に

よる効果を活用し、県内ロケ地に観光客を誘致しようとする市町村のロケツーリズム施

策の展開を促進することを目的とし、市町村ロケツーリズム施策展開促進事業に係る研

修会を今年度初めて開催したほか、観光誘客につながるロケツーリズム施策（ソフト事

業）実施経費の１／２を助成する市町村ロケツーリズム施策実施経費支援事業を実施し

た。 
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１ 市町村ロケツーリズム施策展開促進事業に係る研修会 

日 時：平成３０年１月１５日（月） 
  場 所：千葉県文書館 ６階多目的ホール 
  出席団体：３３市町村：２６市７町 ４２名 

観光協会 ：４団体 ４名 

商工会  ：１団体 １名 

その他：１団体 ３名    出席者計：５０名 

    実施内容： 

（１）市町村ロケツーリズム施策実施経費支援事業(※1)の概要説明 

（２）先進事例の紹介：県内ＦＣ及び県外ＦＣの担当者による講演会 

ロケ支援組織を立ち上げたばかり（又は立ち上げ予定）の団体向け、ロケ 

ツーリズムを積極的に推進したい団体向けに、２つのテーマを選定。 

①県内ＦＣの取組 

 テーマ：勘違いしやすいロケ対応 ～その効果と意義を考える～

講 師：船橋ロケーションガイド「ふなばし撮ぉりゃんせ」 

船橋市 市長公室 広報官 小野 寛昭 氏 

[「ふなばし撮ぉりゃんせ」の立ち上げに奔走] 

②県外ＦＣの取組 

 テーマ：ロケと地域の幸せな関係 ～映画は地域に何をもたらすか～

講 師：東京ロケーションボックス 

公益財団法人東京観光財団 プロデューサー 遠藤 肇 氏  

[映像制作プロデューサーの経験を活かし、ＦＣ活動を通じた地域振    

興に尽力] 

(※1) 市町村ロケツーリズム施策実施経費支援事業 

構成団体に市町村が含まれるロケ支援組織を対象とし、観光誘客に 

         つながるロケツーリズム施策（ソフト事業）実施経費の１／２を助成 

する。 

        （具体例）ロケ地マップ・ウェブサイトの作成、権利処理に係る経費 

２ 市町村ロケツーリズム施策実施経費支援事業 

  （１）助成対象団体：構成団体に市町村が含まれるロケ支援組織 

  （２）内 容：観光誘客につながるロケツーリズム施策（ソフト事業）実施経費の 

２分の１以内を助成する。  

  （３）具体例：ウェブサイトやロケ地マップの作成、モニターツアーの実施、権利処 

理に係る経費等 

  （４）平成２９年度実績（平成３０年２月末現在） 

①交付決定件数：２件 

②交付決定額計：２８５，０００円 
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Ⅶ 全県的な「おもてなし」の取組                   

１ おもてなし運動の展開 
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、本県への来訪者が心から満足し、

再訪いただけるよう、観光施設や宿泊施設、公共交通機関など幅広い事業者の参加を
募り、「おもてなし運動」を展開した。 
 今後も県の取組と連携を図りながら、千葉県の”おもてなし力”の更なる向上に繋
げる。 

【参加施設・団体の取組】 
・会員施設内における「千葉おもてなし宣言」の掲示（通年） 
・おもてなし運動ＰＲうちわの配布（７月～８月） 
・おもてなし運動ＰＲバッジの着用（通年） 

【参加施設数】

１，２１１施設・団体（平成３０年２月末現在）  

   ＜施設・団体内訳＞

    観光施設：６０

    宿泊施設：５３

    観光協会：１５

    経済・商工団体：４２

    公共交通機関：２５４ ※JR1,ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ 1、ﾀｸｼｰ協会 250 
NPO 法人・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ団体：１１

   その他：７７６ ※千葉銀行 200、県ｺﾞﾙﾌ協会 141、JATA120 など

２ おもてなし講演会の実施 

特定非営利活動法人 日本バリアフリー観光推進機構 理事長 中村 元氏を講師に迎
え、「バリアフリー観光は儲かる！（奇跡の３０倍増客のヒミツ）」と題して、おもて
なし講演会を実施した。

日 時：平成２９年９月１１日（月） 
    場 所：京葉銀行文化プラザ ６階欅の間 
    概 要：①バリアフリー観光は、今後の集客に必須 
        ②成功のポイントは「パーソナルバリアフリー基準」 
        ③バリアフリー観光とまちのノーマライゼーション化 
        ④全国標準のパーソナルバリアフリー基準  など 
    定 員：１５０名

 ３ おもてなし研修等への参加促進 
   県が開催するおもてなし力の向上等に関する研修について、会員に情報提供すると

ともに研修への参加を促した。 

  ＜参加促進した研修＞ 
   ①インバウンド対策講座 
    日 時：平成２９年１２月１１日（月） 
    場 所：京葉銀行千葉みなと本部 ２階αガーデンホール 
    概 要：外国人集客成功事例の体験発表、インバウンド最新動向の紹介 など 
    定 員：１００名 
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②インバウンド接客実践講座（英語・中国語） 
    日 時：平成３０年１月１２日（金）～平成３０年２月１５日（木）の期間に 

複数回実施 
    場 所：県教育会館、千葉市教育会館、成田市中央公民館、一宮町中央公民館 
    概 要：千葉エリア、成田エリア、一宮エリアの３地域で「英語（基本編）、中国

語、フォローアップ研修（英語）」の各３講座を開催 
    定 員：各３６名 

③食文化研修 
    日 時：平成３０年２月２２日（木） 
    場 所：京葉銀行千葉みなと本部 ２階αガーデンホール 
    概 要：コーシェル（ユダヤ食対応）の基本、インバウンド特別食・複数対応の

実例 など 
    定 員：５０名 

④「東京ディズニーリゾート」から学ぶ“お・も・て・な・し” 
    日 時：平成２９年１０月３０日（月）、平成３０年２月１６日（金）  
    場 所：ディズニーアンバサダーホテル 
    概 要：“おもてなし力”を学ぶセミナー など 
    定 員：各５０名 

⑤たかまつなな のお笑いで学ぶ「おもてなし術」 
    日 時：平成２９年１１月１６日（木）  
    場 所：木更津商工会議所 
    概 要：「お笑いで学ぶおもてなし術」講座、「おもてなし規格認証」の概要と取

得方法 
    定 員：５０名 
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Ⅷ 会員の自発的な観光プロモーション活動や会員間交流の促進      

１ 会員相互の情報交換会（交流会） 

 日 時：平成２９年４月２６日（水） 

場 所：オークラ千葉ホテル（千葉市） 

  概 要：総会後に会員相互間の情報交換会を開催 

２ 会員が実施するおもてなしの取組との連携

ＪＲ東日本が実施するおもてなしの取組と連携を図った。 

    主 催：東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）

    期 間：平成３０年１月～３月

    概 要：ＪＲ東日本が実施する「房総観光キャンペーン」期間中、参加事業者の

バッジ着用やのぼり掲出により、地域が一体となっておもてなしの心で

お客様をお出迎え。

    連 携：協議会会員に参加を呼び掛けたところ、約６０の会員（宿泊施設や観光

施設など）がキャンペーンに参加した。

３ ㈱千葉銀行の「観光用レンタサイクル」寄贈事業との連携 

株式会社千葉銀行の「地方創生」に向けた地域社会への貢献活動の一環として、  

同行から当協議会を通じて、県内市町村等に観光用「レンタサイクル」が平成２７

年から平成３１年までの５年間にわたり、累計約 300 台を目安として寄贈されるこ

ととなった。 

＜平成２９年度＞

    「九十九里浜観光振興活性化連絡協議会」と「外房観光連盟」を中心として、広

域的なサイクルツーリズムによる積極的な観光振興の取組を期待できる地域とし

て４市６町１村（勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、横芝光

町、一宮町、長生村、白子町、大多喜町、御宿町）に計９４台が寄贈された。

【観光用「レンタサイクル」贈呈式】

日 時：平成２９年４月２６日（水） 

場 所：オークラ千葉ホテル（千葉市） 

出席者：株式会社千葉銀行 取締役頭取 佐久間英利 

        ちばプロモーション協議会 副会長 飯沼喜市郎 

        勝浦副市長、山武市長、いすみ市長、大網白里副市長、九十九里

町長、横芝光町長、一宮町長、長生副村長、白子副町長、大多喜

町長、御宿町長

＜平成２８年度＞

    「千葉県北総観光連盟」を中心として、広域的なサイクルツーリズムによる観

光振興に積極的に取り組んでいる地域として北総地域４市３町（銚子市、成田市、

佐倉市、香取市、酒々井町、神崎町、東庄町）に計７６台が寄贈された。

＜平成２７年度＞

    自治体間の共同利用やモデルコースの整備など、広域連携による経済効果が期

待できる地域として安房地域３市１町（館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町）

に計６５台が寄贈された。
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４ コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱との連携 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱が設置し運営する飲料自動販売機を通じて、

本協議会が推進する観光振興の取組への協力を実施すること等を明記した覚書を締

結した。（平成３０年２月９日） 

○設置状況：第１号機（平成３０年２月１９日、幕張メッセ） 

         第２号機（平成３０年２月２２日、千葉ポートパーク休憩所） 

○目標設置台数：１年間で県内各地に１００台 

   ＜覚書の概要＞ 

   ○告知ステッカーの貼付 

「魅力いっぱいギュッと千葉」のロゴや本協議会が 

推進する観光振興への協力告知などを掲示した自販機 

を設置する。 

   ○活動支援金 

覚書に基づき設置された自販機から購入された売上 

    金のうち一本当たり１円を最下限とする金額を本協議 

会が推進する観光振興の取組に対する活動支援金とし 

て納付する。 

○有効期間 

平成３０年２月９日から平成３３年３月３１日まで 

 （解約等の意思表示がなければ引続き同一条件で更新） 

Ⅸ その他                                            

１ プロモーション用物資の制作・購入 

各種イベント実施時における観光客誘致や旅行会社等へのセールスに使用するた

め、プロモーション用物資を制作・購入した。 

 ・チーバくんお面：６，０００枚 

・観光パンフレット等配布用チーバくん手提げビニール袋：５０，０００枚

第１号機（幕張メッセ）
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Ⅹ 観光誘客効果 

平成１９年 平成２８年 増減（H19 比） 

観光入込客数 １３４，２２５ １７７，６５３ ４３，４２８

宿泊客総数 １５，４１６ １７，３８４ １，９６８

（単位：千人地点、千人泊）
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【　収入の部　】 (単位：円）

科 目 予算額① 決算額②
予算との差

②－①
備　考

１　負担金・助成金 36,080,000 37,039,244 959,244

　　（１）県 34,500,000 34,500,000 0

　　（２）市町村等 1,580,000 1,809,244 229,244
・市町村　540,000

・観光協会、宿泊、観光事業者等　1,269,244

　　（３）ﾂｰﾘｽﾞﾑEXPO 0 730,000 730,000

２　協賛金・広告料 1,000,000 1,040,000 40,000 ・協賛金　1,040,000

３　前年度繰越金 4,710,000 4,710,702 702

４　雑収入 0 135,184 135,184

　　　雑収入 0 135,000 135,000 ・販促用手提げビニール袋販売代金他

　受取利息 0 184 184 ・預金利息

合 計 41,790,000 42,925,130 1,135,130

【　支出の部　】

科 目 予算額① 決算額②
予算との差

①－②
備　考

１　事業費　 35,200,000 26,036,204 9,163,796 　明細は別紙参照

　　　(1) 観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 19,200,000 18,931,507 268,493

　　　(2) 力強い観光基盤を築く取組 11,000,000 4,324,777 6,675,223

　　　(3) 全県的なおもてなし運動 5,000,000 2,779,920 2,220,080

２　事務費 5,700,000 5,669,747 30,253 　明細は別紙参照

　　（1）その他通信運搬等運営費 2,700,000 2,669,747 30,253

　　（2）人件費 3,000,000 3,000,000 0

３　予備費 890,000 0 890,000

合 計 41,790,000 31,705,951 10,084,049

  収入決算額 42,925,130 円 (a)

  支出決算額 31,705,951 円 (b)

　　収支差 11,219,179 円 (a)-(b) （平成30年度へ繰越）

平成２９年度決算報告書

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
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（単位：円）

科　　　　　　目 決算額 説　　　　　　明 （支出額）

１　事　業　費　 26,036,204

ＬＯＶＥ❤ＣＨＩＢＡ　ＣＰ 3,271,656

ポスター・パンフレット作成 6,416,480

イベント経費 1,512,725

ノベルティ 1,399,194

県産品プレゼント 180,452

ツーリズムEXPO出展費 5,865,880

メディア広告 285,120

商談会・メディアミーティング 2,506,037

観光素材集 1,145,340

商品造成モデル事業助成 626,400

ロケツーリズム 47,000

おもてなし運動 2,779,920

会議室使用料・資料作成・通信運搬 2,651,657

振込手数料 18,090

人件費 3,000,000

合 計 31,705,951

２　事　務　費 5,669,747

平成２９年度収支決算　支出明細書

(１)観光プロモーショ
ン

18,931,507

(３)全県的なおも
てなし運動

2,779,920

(２)力強い観光基盤を
築く取組

4,324,777
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平成 29 年度 協賛金協力会員一覧 

№ 会員名 № 会員名

1 (一社)千葉県商工会議所連合会 41 ㈱幕張メッセ 

2 千葉商工会議所 42 アサヒビール㈱千葉統括支社

3 八千代商工会議所 43 キリンビール㈱

4 野田商工会議所 44 ㈱リエイ 【旧万葉軒】

5 茂原商工会議所 45 千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合

6 佐原商工会議所 46 (一社)千葉県旅行業協会 

7 銚子商工会議所 47 (一社)日本旅行業協会関東支部千葉県地区委員会

8 船橋商工会議所 48 千葉県芸術文化団体協議会

9 君津商工会議所 49 (一社)千葉県経済協議会 

10 八街商工会議所 50 (公財)安田教育振興会 

11 木更津商工会議所 51 (一社)千葉県経営者協会 

12 市原商工会議所 52 千葉県経済同友会 

13 松戸商工会議所 53 千葉県ゴルフ協会 

14 習志野商工会議所 54 日本たばこ産業㈱東関東支社 

15 成田商工会議所 55 千葉県森林組合連合会

16 千葉県商工会連合会 56 全国農業協同組合連合会千葉県本部

17 我孫子市商工会 57 千葉県酒造組合 

18 鎌ケ谷市商工会 58 千葉県漁業協同組合連合会 

19 酒々井町商工会 59 富津漁業協同組合 

20 富里市商工会 60 鴨川温泉旅館業協同組合

21 印西市商工会 61 山武市成東観光苺組合 

22 一宮町商工会 62 ㈱JTB 千葉支店

23 睦沢町商工会 63 近畿日本ツーリスト㈱

24 白子町商工会 64 ㈱日本旅行千葉支店

25 長柄町商工会 65 千葉テレビ放送㈱

26 長南町商工会 66 ㈱ベイエフエム 

27 芝山町商工会 67 ㈲ちばマガジン 

28 匝瑳市商工会 68 千葉信用金庫 

29 東庄町商工会 69 銚子信用金庫 

30 木更津市富来田商工会 70 房総信用組合 

31 富津市商工会 71 君津信用組合 

32 袖ケ浦市商工会 72 NPO 法人千葉自然学校 

33 勝浦市商工会 73 城西国際大学 観光学部

34 いすみ市商工会 74 ㈱電通東日本千葉支社

35 鴨川市商工会 75 NTT 東日本 千葉事業部

36 南房総市内房商工会 76 銚子市漁業協同組合

37 (宗)笠森寺 77 館山いちご狩りセンター

38 (宗)日本寺 78 東安房漁業協同組合小湊支所

39 (宗)誕生寺 79 小湊温泉組合

40 成田山新勝寺 80 ウオッセ 21 
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№ 会員名

81 ㈱千葉ロッテマリーンズ

82 ㈱サンスイカ【旧 伸和ビジネス】

83 習志野市ふるさと産品業者会

84 内浦山県民の森

85 オライはすぬま企業組合

86 大里綜合管理㈱

87 NPO 法人大山千枚田保存会

88 白浜町民宿組合

89 コカ・コーラボトラーズ㈱

90 千葉伝統郷土料理研究会

91 新日鐵住金㈱君津製鐵所

92 米屋㈱

93 塚本総業㈱千葉支社

94 ㈱JTB パブリッシング

95 東安房漁業協同組合

96 ㈱シェフミートチグサ

97 (一社)日本自動車連盟 千葉支部

98 玉前神社

99 千葉県博物館協会

100 ㈱イシワタ

101 ㈱タキガワ・コーポレーション・ジャパン

102 公益財団法人千葉県文化振興財団

103 ㈱フューチャーリンクネットワーク
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 平成３０年度の事業計画(案) について

平成３０年度事業計画では、本県を来訪する主要なターゲットである首都圏からの誘客を中心

に、整備延伸の進む圏央道や外環道などの交通ネットワーク、利便性が向上している成田空港な

ど、誘客に有利な外的要因を最大限活用しながら、  ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの

開催を見据えた本県観光の推進を図るため、次の事業方針を掲げることとする。 

なお、各種プロモーションの展開に当たっては、県の取組との一体感を打ち出すため、県のキ

ャンペーンのキャッチコピーである「魅力いっぱい ギュッ❤と千葉」を使用するものとする。 

事業方針 

Ⅰ 県観光推進のけん引役としての活動 

  当協議会は、県観光を推進する実体的な組織として、オール千葉県での観光 プロモ

ーション活動におけるけん引役としての役割を全うする。 

  秋の全県統一観光キャンペーンを軸にしながら、圏央道などの道路ネットワークや成

田空港、地域の魅力あるローカル鉄道を含む各種鉄道路線などを最大限活用して、首都

圏からの誘客を中心に取り組むとともに、年度当初から年間を通じ、積極的なプロモー

ション活動を県の取組と連携を図りながら展開する。 

Ⅱ 力強い観光基盤を築く取組の推進

平成２３年度から実施している各地域部会での地域資源の発掘・磨き上げ、 旅行商

品化につなげる取組をさらに推進するため、協議会の有するネットワークを活用すると

ともに、商談会等を開催し、実際の商品化に結びつける。 

 また、サイクルツーリズムの推進やロケツーリズムなどのニューツーリズムの推進、

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催、高齢者や障害のある人が安心し

て旅ができるバリアフリー観光の推進（取組）等により、新たな観光需要の掘り起こし

に務める。 

さらに会員が、自らの活動の中で取り組める“観光振興”を実践することにより、裾

野の広い観光振興を図る。 

Ⅲ 全県的な「おもてなし」の取組の展開

来訪者の滞在時間の長時間化やリピーター化、また、２０２０年東京オリンピック・

パラリンピックの開催を見据え、国内外からの来訪者を元気な笑顔で迎え、来訪者が

心から満足し、繰り返し多くの来訪者に訪れてもらえるよう、県の取組と連携を図り

ながら展開する。 

議案第２号 平成３０年度の事業計画(案)及び収支予算(案)について 
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Ⅰ 観光プロモーションの展開                   

１ 年間を通した観光ＰＲ 

  本県観光のイメージ浸透やファン作りを狙い、年間を通した取組を行う。

(1)観光ポスター・パンフレットの作成・掲出 

本県の観光の魅力を発信するため、観光ポスター・パンフレットを作成し、会員

施設等での掲出・配布に努める。 

(2)あなたのＬＯＶＥ❤ＣＨＩＢＡキャンペーン（通年）

    千葉県内のお気に入りの観光スポットなどを写真に撮って投稿していただき、そ

の写真をサイト・フェイスブック・インスタグラムを通じて紹介することで、ＳＮ

Ｓの発信力を活用した本県の魅力発信を行う。 

(3)ウェブサイトによる情報発信（通年） 

各キャンペーンをＰＲするため、千葉県公式観光物産ウェブサイト「まるごと e！

ちば」を活用して、期間中のイベントやお祭りなどの情報を広く全国に向けて発信

し、誘客を図る。 

(4)イベントやメディア等を活用したＰＲ（通年） 

観光キャンペーンを広く県内外にＰＲするため、県内の市町村や観光事業者と連

携した観光ＰＲイベントの開催やメディア等を活用したＰＲの実施により、期間中

の誘客を促進する。 

２ 年度当初から夏までの観光ＰＲ

   本県観光の主要ターゲットである首都圏からの誘客を図るため、年度当初から積極

的なプロモーションを展開する。 

(1)観光ポスター・パンフレット等によるＰＲ〔県連携〕 

  県が作成する夏の観光ポスターやパンフレットを会員施設において掲出・配布す

るとともに、施設ホームページなどを通じた情報発信を図る。 

(2)イベント開催・参加 （予定） 

①ＧＷ前観光ＰＲイベント〔県連携〕 

・開催日 平成３０年４月１４日（土）、１５日（日） 

    ・場 所 アピタ長津田（神奈川県横浜市） 

   ②内陸県での観光ＰＲイベントの開催 

・開催日 平成３０年５月頃 

・場 所 （群馬県内を予定） 



28 

③外環道開通を活用した観光ＰＲイベントの開催〔県連携〕

・開催日 平成３０年６月以降（予定）

・場 所 （北関東地域（群馬県・栃木県）や埼玉県内等を予定） 

３ 秋の全県統一キャンペーンの実施

９月から１１月までの３か月間、秋季における全県統一キャンペーンを実施し、

様々な企画の実施、新たな魅力の発信によって誘客を図る。 

なお、県が実施する「鉄道を活用した周遊観光プロモーション」や「県内発着バス

ツアー優待プロモーション」に連携した誘客促進を図る。 

(1)観光ポスターの作成・掲出 

キャンペーンの周知を図るため、観光ポスターを作成し、東京圏を中心と する

ＪＲの主要駅、旅行会社店頭、会員施設等に掲出する。（1,600 枚程度） 

(2)観光パンフレットの作成・配布〔県連携〕

期間中の観光情報や各会員の特別事業などを紹介するパンフレットを 作成し、

配布を行う。 

(3)イベント・キャンペーン企画の実施 

県内全域へのより多くの誘客を図るため、観光ＰＲイベントの開催やキャンペー

ン企画を実施するとともに、県内外のイベントを活用して、効果的なＰＲを展開す

る。 

 〔イベントの開催〕（予定）

  ・秋の観光キャンペーンキックオフイベントの開催 

  ・「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」（東京ビックサイト）への出展 等 

(4)鉄道を活用した観光プロモーション等への協力〔県連携〕 

    県が秋に実施する「鉄道を活用した周遊観光プロモーション」の実施にあたり、

会員施設等におけるプロモーションや利用者優待、二次交通の充実など来訪者に対

するおもてなしを通じて誘客促進を図る。 

(5)バスを活用した観光プロモーション等への協力〔県連携〕 

    県が秋以降に実施する「県内発着バスツアー優待プロモーション」の実施にあた

り、二次交通不足が課題になっている観光地の魅力向上及び新たな観光需要の掘り

起こしを図る。 



29 

４ 秋以降の観光ＰＲ 

(1)観光ポスター・パンフレット等によるＰＲ〔県連携〕

  県が作成する早春の観光ポスターやパンフレットを会員施設において掲出・配布

するとともに、施設ホームページなどを通じた情報発信を図る。 

 (2)東北圏（仙台）プロモーション〔県連携〕 

本県と東北メディアとの関係維持及び東北圏在住者に向けに観光情報を発信する。 

・開 催 日 平成３１年１月頃 

   ・場  所 宮城県仙台市（予定） 

・内  容 メディア招請、メディア回り、集客施設での観光物産展 

５ 旅行会社・メディア等への情報発信 

本県の魅力ある観光資源や各地域での取組などの情報を旅行会社やメディア等に

積極的に提供し、旅行商品の造成や認知度向上を図る。

(1)旅行会社等に対する働きかけ 

     本県への来訪校の多い中京圏の教育旅行関係者等を対象としたキャラバンを実

施する。

     時期：平成３０年７月（予定） 

対象：中京圏（愛知県・三重県・岐阜県）の中学校 

(2)メディアへの働きかけ 

 都内におけるメディアミーティング開催のほか、内陸県で行うイベント

や県が実施する県外プロモーションに合わせ、現地のメディアを訪問し、

本県観光をＰＲする。

① 群馬県内メディア訪問（５月頃）

② 名古屋メディア訪問（７月頃）〔県連携〕

③ 仙台メディア訪問（１月頃）〔県連携〕
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Ⅱ 力強い観光基盤を築く取組の推進                            

 １ 旅行商品造成に向けた取組の推進 

  (1)地域部会等の開催 

  ①各地域部会の開催

    商品造成に向けた勉強会のほか、広域的な団体バスツアーなど具体的な商品造

成に取り組む。 

 ②座談会の開催

    各地域での細かな事情に対応するために、適宜、勉強会などを開催する。 

  ③商品審査会の開催

    地域部会で検討、磨き上げをした観光資源について、旅行会社社員等を審査員

とした審査会を実施し、商品開発力の向上を図る。（１０月頃） 

 (2)観光商談会の開催・参加 

旅行会社等との観光商談会の開催や、県が実施する商談会に各会員が参加し、具

体的な商品造成を図る。 

・都内商談会の開催（１０月頃） 

    ・中京圏商談会への参加〔県連携〕、地方ミニ商談会の開催（７月頃） 

・東北圏商談会への参加〔県連携〕、地方ミニ商談会の開催（１月頃） 

・地方ミニ商談会を実施予定（会場は浜松・郡山・宇都宮などを検討）

 (3)千葉県観光素材集（旅行商品ＡＧＴ向け）の作成・配付〔県連携〕

これまで取り組んできた旅行商品造成の成果を冊子にまとめ、旅行会社等へのセ

ールス活動に活用する。 

また、ホームページに掲載し、商品造成の支援に活用する。 

(4)モデルコースモニターツアーの実施 

これまで取り組んできた商品造成ノウハウのさらなるブラッシュアップのため、

地域のイベント等を絡めた商品や広域的なコース造成など、より“売れる”商品造

成のモデルとなる事業提案に対し、協議会が助成してモニターツアー（※）を実施

する。 

※平成２９年度：２本 → 平成３０年度：２本程度 

２ ニューツーリズム推進等による新たな観光需要の掘り起こし 
  (1)サイクルツーリズムの推進 

    本県の平らな県土の特性と健康志向の高まりを踏まえて、本県ならではの広域的

なサイクルツーリズムによる積極的な観光振興の推進と観光需要の掘り起こしに務

める。 

    平成３０年度は、平成２９年度に引き続き、広域的なレンタサイクルの事業化に

向けた勉強会等の実施や情報提供、レンタサイクルマップの作成支援等を実施する

予定。 
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  (2)ロケツーリズムの推進 

    首都圏に位置しながら海や里山、歴史的な町並みなど様々なロケーションを有す

る本県では映画やテレビドラマの撮影等が盛んに行われている。 

そこで、これら作品の知名度を活用した観光誘致（ロケツーリズム）の推進に取

り組む。 

    平成３０年度は、平成２９年度に引き続き、県内で撮影が行われる映画、 

ドラマ、その他テレビ番組等の上映・放送等による効果を活用し、県内ロケ地に観

光客を誘致しようとする市町村のロケツーリズム施策の展開を促進するため、市町

村ロケツーリズム施策展開促進事業に係る研修会等の開催や、観光誘客につながる

ロケツーリズム施策（ソフト事業）実施経費の１／２を助成する市町村ロケツーリ

ズム施策実施経費支援事業を実施する。 

 (3)バリアフリー観光の推進 

高齢者や障害のある人が安心して旅ができるよう「バリアフリー観光」の推進に

取り組むことにより、新たな観光需要の掘り起こしに務める。 

   平成３０年度は、東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン等でのソフ

ト面でのバリアフリー支援を行うため、人材の育成や旅行会社と連携したモニター

ツアー等、取組の方向性を検討する。 

３ 会員の自発的な観光プロモーション活動の推進 
   各会員が、自らの活動の中で取り組める“観光振興”を実践することにより、全県

的な意識の醸成と底辺の広い観光振興を図る。 

○各会員の取組等と観光キャンペーンとの連携推進

各会員の活力やネットワーク、独自の取組み等を観光キャンペーンに連携させる

ことで、より裾野の広い全県的な観光キャンペーンの実施が可能となることから、

各会員の取組等と観光キャンペーンとの連携を推進する。 

＜会員の取組等と観光キャンペーンとの連携例＞ 

     ①広報・ＰＲ活動の連携

     ②販促グッズ等の支援

     ③インセンティブツアーにおける県内ツアーの促進

     ④教育旅行事業等との協働（企業、大学、博物館における受入れや民泊、ホー

ムステイなど）

     ⑤ロゴ入り名刺を活用した、国内外に向けたプロモーション

（平成２９年度の事例）

     主催：東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）

     期間：平成３０年１月～３月

     内容：県の「早春の観光キャンペーン」と同じ時期に、「房総観光キャンペーン 

ちょっと一息、房総休日。」を実施。

        期間中、房総の魅力に出会えるさまざまな旅行商品・イベントを実施し、

地域一体となってお客様をおもてなしした。
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○株式会社千葉銀行の「観光用レンタサイクル」寄贈事業との連携 

株式会社千葉銀行の「地方創生」に向けた地域社会への貢献活動の一環

として、同行から当協議会を通じて、県内市町村等に観光用「レンタサ

イクル」が平成２７年から平成３１年までの５年間にわたり、累計 300 台 

を目安に寄贈される予定である。   

＜平成３０年度＞

   広域的なレンタサイクル事業等による積極的な観光振興への取組が期待で

きる地域（東金市、旭市、匝瑳市、多古町、睦沢町）に寄贈される予定。

※寄贈台数は調整中

    ＜平成２９年度＞

   千葉県の海辺エリアの中でも知名度の高い「九十九里浜」を構成する自治

体及び太平洋側の自治体で面的な連携が期待できる地域（勝浦市、山武市、

いすみ市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町、大

多喜町、御宿町）に計９４台が寄贈された。

    ＜平成２８年度＞

   「千葉県北総観光連盟」を中心として、広域的なサイクル     ツー

リズムによる観光振興に積極的に取り組んでいる地域として  北総地域

（銚子市、成田市、佐倉市、香取市、酒々井町、神崎町、    東庄町）に

計７６台が寄贈された。

    ＜平成２７年度＞

      自治体間の共同利用やモデルコースの整備など、広域連携による経済効果

が期待できる地域として安房地域（館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町）

に計６５台が寄贈された。  

４ 会員間交流の促進
会員間ネットワークを強化し、全県を挙げての観光における競争力強化を図るとともに、

協議会の異業種構成組織としての特長を活かし、各会員が自らの活動に  おいて有益な情

報収集できる場を提供するため情報交換会を開催する。 

  ○ちばプロモーション協議会情報交換会 

   ・実施時期 平成３０年４月下旬（総会後） 

５ 各種プロモーション活動との連携 
鉄道事業者、道路事業者、交通関連事業者、観光関連事業者等の会員各主体が実施

する各種プロモーション活動や千葉インバウンド促進協議会、成田空港活用協議会の

取組、さらには２０２０年東京オリンピック・パラリンピック 開催に向けた県施策

等との連携を推進し、観光プロモーション活動の実施を 図る。 
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Ⅲ 全県的な「おもてなし」の取組の展開  

１ 取組の展開

県の取組と連携を図りながら、協議会が一体となって、千葉県の“おもてなし力” 

のさらなる向上を目指し、以下の取組を展開する。 

(1)「千葉おもてなし宣言」の掲示 

(2)「おもてなしピンバッジ」の着用 （予定） 

(3)「おもてなしステッカー」の掲示 （予定）  

２ 県施策との連動 

(1) トイレ美化の取組

    県の「トイレ美化おもてなし運動」との連携を図り、引き続き、トイレの美化・

清掃の徹底を図る。

  (2) ｢おもてなし研修｣への参加 

    県が実施する「海外観光ゲストへのおもてなし力向上事業」における各種「おも

てなし研修」への会員の自発的な参加を促して、会員全体のおもてなし力の向上を

図る。 
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【おもてなしピンバッジ】 

【おもてなしステッカー】
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【　収入の部　】 （単位：千円）

科　　　　目 H30年度予算額 H29年度予算額 H30－H29 説　　　　明

１　負担金 36,080 36,080 0
  (1)県 34,500 34,500 0
  (2)市町村等 1,580 1,580 0 ・市町村：540、観光協会･宿泊･

  観光事業者等：1,040

２　協賛金･広告料 1,000 1,000 0
３　前年度繰越金 5,766 4,710 1,056
４　ロケツーリズム促進事業 5,453 5,453
　　繰越金

合　　　　計 48,299 41,790 6,509

【　支出の部　】 （単位：千円）

科　　　　目 H30年度予算額 H29年度予算額 H30－H29 説　　　　明

１　事 業 費 41,443 35,200 6,243
(1)観光プロモーション 22,990 19,200 3,790 ・ポスター・パンフレット等 3,000

・ラブちばキャンペーン 6,780

・イベント経費 2,320

・旅行展出展費 6,000

・ノベルティ 4,290

・県産品プレゼント(優待ﾊﾟﾝﾌ) 100

・メディア広告等 500

(2)力強い観光基盤を築く取組 18,453 11,000 7,453
　①旅行商品造成に向けた取組 ・商談会/メディアミーティング 3,000

・観光素材集 1,000

・商品造成モデル事業助成 1,000

　②サイクルツーリズムの推進 ・広域レンタサイクルマップ 1,000

　③ロケツーリズムの推進 ・ロケツーリズム促進事業 10,953

　④バリアフリー観光の推進 ・モニターツアー 1,500

(3)全県的なおもてなしの取組 0 5,000 -5,000                              0

２　事  務  費 5,700 5,700 0 ・会議室使用料

・資料作成 2,700

・通 信 運 搬

・人件費 3,000

３　予　備　費 1,156 890 266

合　　　　計 48,299 41,790 6,509

平成３０年度収支予算（案）
〔期間：平成30年4月1日から平成31年3月31日まで〕

ポスター 2,000

観光情報誌 1,000


