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観光振興事業（公１） 

                                   （★）新規事業 

                                   （〇）拡充事業 

【誘致事業】 

（１）観光プロモーション事業 

①観光プロモーション 

全国の旅行エージェント等を訪問し、姫路の観光資源（着地型体験メニュー、旬のイベント、

団体受入可能な飲食店情報等含む）について情報提供を行い、姫路を組み込んだツアー商品の

造成を働きかけた。   

また、旅行エージェントやメディアが集まるセミナー・商談会へ積極的に参加した。 

〔実績〕 

 ■エージェント訪問 

実施日 訪問地区 件数 

5月 30日（火） 名古屋 9社 

7月 14日（金） 東 京 2社 

7月 20日（木）・21日（金） 仙 台 8社 

8月 18日（金） 宮 崎 5社 

9月 7日（木）・8日（金） 北海道 7社 

9月 14日（木） 福岡・北九州 10社 

2月 22日（木）・23日（金） 香川・愛媛 16社 

3月 7日（水）・8日（木） 鹿児島・熊本 13社 

3月 16日（金） 名古屋 1社 

合      計 71社 

■商談会等 

実施日 事業名称 件数 

7月 13日（木） 第 6回国内大交流コンベンション（KNT‐CT） 8社 

9月 19日（火） JTB 旅ﾎ連兵庫支部中部誘致宣伝ｷｬﾗﾊﾞﾝ ―― 

9月 21日（木） 

22日（金） 

ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2017 

国内商談会・訪日ランドオペレーター商談会 
19社 

11月 9日（木） JTB 旅ホ連兵庫支部首都圏誘致ｷｬﾗﾊﾞﾝ ―― 
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②観光セミナーの開催  

広域連携事業として、旅行エージェントを対象とした観光セミナーを 3回開催した。同時に、

市内観光事業者との商談会及び意見交換会を開催した。 

〔実績〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③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（観

光施設、着地型・体験メニュー、旬のイベント、グルメ等）を PRした。 

実施にあたり、従来からの単独キャンペーンは行わず兵庫県（他都市）・ひょうごツーリズム

協会・交通機関・観光事業社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。 

〔実績〕 

開催日 開催地 キャンペーン名（市外） 

4月 27日（木） 伊 勢 お伊勢さん菓子博 2017 

7月 2日（日） 岡 山 旅ミルン 

7月 20日（木）～22日（土） 仙 台 あいたい兵庫仙台キャラバン 

8月 4日（金）～6日（日） 熊 本 火の国まつり 

8月 19日（土）・20日（日） 宮 崎 まつり宮崎 

9月 7日（木）～9日（土） 札 幌 あいたい兵庫北海道キャラバン 

9月 19日（火） 名古屋 JTB 旅ﾎ連兵庫支部中部誘致宣伝ｷｬﾗﾊﾞﾝ 

9月 22日（金）～24日（日） 東 京 ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2017 

10月 14日（土） 浦 安 兵庫県フェア 

11月 9 日（木） 東 京 JTB 旅ホ連兵庫支部首都圏誘致ｷｬﾗﾊﾞﾝ 

12月 22日（金）～24日（日） 横 浜 お城ＥＸＰＯ2017 

1月 27日（土）・28日（日） 福 岡 関西へ行こう！観光キャンペーン 

3月 18日（土）・19日（日） 名古屋 名古屋旅まつり 

3月 24日（土）・25日（日） 熊 本 春のくまもとお城まつり 

 

実施日 セミナー名 参加旅行代理店 参加観光事業者 

5月 29日（月） 名古屋観光セミナー 20社 23名 19社 24名 

9月 13日（水） 福岡観光セミナー 13社 37名 37社 43名 

9月 25日（月） 東京観光セミナー 10社 33名 39社 43名 
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④旅行エージェントの招聘（★） 

姫路へ旅行エージェントを招聘し、観光セミナーを開催するとともに市内観光事業者（ビュ

ーロー会員）との商談会を開催した。  

12月 7日（木） 

商談会・意見交換会  

12月 8日（金） 

市内視察 

参加旅行代理店 

13社 

市内参加観光事業者 

20社 

 

⑤インバウンド事業 

「香港・台湾・韓国・タイ・シンガポール・オーストラリア・イギリス・フランス・スペイ 

ン・ドイツ」を重点プロモーション国と位置づけ、各市場の特性・ターゲットを絞ったプロモ 

ーションを展開した。 

上記の重点市場については、「B to B（旅行エージェント）」及び「B to C（一般消費者）」向

けのプロモーションとして、現地旅行博・商談会への出展、並びに現地広告媒体を活用した情

報発信に取り組んだ。 

  また、日本政府観光局（JNTO）・兵庫県等と連携した、「ファムトリップ受入」や、国内商

談会の機会を利用し、ツアー造成を働きかけた。 
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〔実績〕 ■国内外でのプロモーション 

開催日 開催場所 事業名 内容 

4月 22日（土） 

～27日（木） 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

ﾊﾟｰｽ 

西オーストラリア 

プロモーション（★） 

兵庫県プロモーションとして、B to 

B向けセミナーや商談を実施 

5月 18日(木) 台湾高雄 高雄国際旅展（★） 【B to C 観光キャンペーン】 

6月  7日(水) 韓 国 

ソウル 

VISIT JAPAN 韓国市場 

説明会・商談会（★） 

【B to B向け商談】18社 

6 月 8 日(木)

～11日(日) 

韓 国 

ソウル 

HANATOUR INTERNATIONAL 

TRAVEL SHOW 2017（★） 

【B to C観光キャンペーン】 

【エージェント訪問】10社を訪問 

6 月 15 日(木)

～18日(日) 

香 港 香港 International 

Travel Expo（★） 

【B to C観光キャンペーン】 

【B to B向け商談】25社 

【エージェント訪問】5社 

8月 9日(水) 大 阪 じゃらんリサーチセンタ

ー観光振興セミナー 

じゃらん宿泊旅行調査の結果報告、

インバウンド関連のセミナー 

8月 24日(木) 台 湾 

台 北 

姫路観光セミナーin 台湾

（★） 

ﾋﾞｭｰﾛｰ会員 6社と連携し現地旅行会

社 18社・メディア 13社を招聘し、

台北市内でセミナー・商談会を開催 

8月 25日(金)

～28日(月) 

台 湾 

台 北 
第 3回 Touch The Japan 

【B to B向け商談】17社 

【B to C観光キャンペーン】ﾋﾞｭｰﾛ

ｰ会員 6社、朝来市、兵庫県香港事

務所と連携しキャンペーンを実施 

9月 14日(木) 大 阪 
JNTOインバウンド旅行振

興フォーラム 
JNTO海外事務所の所長と面談 

9月 21日(木)

～23日(土) 
東 京 

VISIT JAPANトラベル & 

MICEマート 

【B to B向け商談】29社(中国 1社、

香港 1社、韓国 5社、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 2社、

ﾏﾚｰｼｱ 4社、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2社、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

2社、ｱﾒﾘｶ 2社、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 5社、ｲﾀﾘ

ｱ 3社、ｽﾍﾟｲﾝ 1社、日本国内 1社) 

9月 25日(月)

～29日(金) 

フランス 

パ リ 
itfm TOP RESA（★） 

【B to B向け商談 】22社 

【エージェント訪問】7社 

9月 29日(金) 神 戸 
東南アジアランドオペレ

ーターミーティング 
【B to B向け商談 】15社 

11月 2日（木） 

  3日（金） 

スペイン 

ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ 
旅行会社へのｾｰﾙｽｺｰﾙ ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞの現地旅行会社を訪問 

11 月 6 日(月)

～8日(水) 

イギリス 

ロンドン 
World Travel Market 

大阪府、兵庫県、神戸市、豊岡市ら

と共同出展【B to B向け商談】4社 

11月10日（金） 
フランス 

パ リ 
兵庫県観光セミナー 

兵庫県パリ事務所にて、現地旅行会

社・メディア対象のセミナーを開催 
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11月21日(火)

～22日(水) 

東 京 東京ﾗﾝﾄﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ訪問＋ハ

ラール EXPO JAPAN視察 
【エージェント訪問】7社     

 

11月29日(水) 

30日(木) 

 

大 阪 

 

VISIT JAPAN ASEAN + INDIA 

Travel Mart 

【B to B向け商談】27社 

ﾏﾚｰｼｱ 9件、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 5件、ﾀｲ 4件、

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 4 件、ﾍﾞﾄﾅﾑ 3 件、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

2件 

2月 2日(金) 大 阪 
JNTOインバウンド 

旅行振興フォーラム 
JNTO海外事務所の所長と面談 

2月 7日(水)

～11日(日) 

タ イ 

バンコク 

Thai International 

Travel Fair #22 

【B to B向け商談】6件 

【エージェント訪問】旅行社 11社、

メディア 3社 

【B to C観光キャンペーン】ﾋﾞｭｰﾛ

ｰ会員 4社、豊岡観光ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと連

携しキャンペーンを実施 

3月 15日(木)

～18日(日) 

フランス 

パリ 

Salon Mondial du Tourism 

2018（★） 

【エージェント訪問】1社 

【B to C観光キャンペーン】神戸市、

岡山市、広島県と連携し広域でのプ

ロモーションを実施 
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■メディア招聘、広告媒体を活用した PR 

実施日 内容 

5月 29日(月)～31日(水) タイ インフルエンサー招聘 

6月 23日(金)・24日(土) 台湾ユーチューバー「Ryuuu TV」招聘（★） 

6月 Att. KANSAI JAPAN記事広告 

平成 29年 7月・平成 30年 2月 H.I.S. WAKUWAKUガイドブック 記事広告（★） 

8月 20日(日)・21日(月) タイ訪日旅行番組「Daisuki Japan!」招聘（★） 

9月 20日(水) アメリカ公共放送 PVS 

10月 13日(金) フランス TV「メズラシイアジア」 

10月 14日（土）・15日（日） 台湾「ELTA TV」 

1月 31日(水) フランスガイドブック「Petit fute」（★） 

2月 1日～ タイ Web媒体「Pantip」および「JGB」記事広告（★） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ファムトリップ受入 

実施日 視察団体 視察先 参加者 

6月 4日（日） 台湾観光局 姫路城 7名 

6月 23日(金) 慶南開発公社 CEOセミナー 姫路城 33名 

9月 29日(金) 東南アジア ランドオペレーター 姫路城 17名 

10月 18日(水) JAL主催 北米旅行会社 姫路城、書写山圓教寺 8名 

10月 18日(水) フランスメディア協会 姫路城 5名 

11月 9日(木) 北播磨県民局主催 ゴルフ旅行会社 姫路城 4名 

12月 5日(火) 松井物産主催 台湾旅行会社 姫路城、好古園 11名 

12月 11日(月) Visit Japan 事業フランス旅行会社 姫路城 8名 

12月 14日(木) 朝来市連携 台湾旅行会社・ブロガー 姫路城、好古園 2名 

1月 23日(火) 兵庫県スキー旅行 フランス旅行会社 姫路城 10名 

2月 7日(水) ミキトラベルグループ(ｽﾍﾟｲﾝ・ﾌﾗﾝｽ) 姫路城 26名 



 

  

- 8 - 

 

⑥エージェントへの情報発信  

  年 4 回の『お城からの手紙』や観光情報に関する旬の話題を取りあげ、国内の旅行代理店へ

情報を発信した。 

〔実績〕 

4月 

7月 

10月 

1月 

市外旅行会社 250社 

市外旅行会社 266社 

市外旅行会社 263社 

市外旅行会社 282社 

 

⑦視察の受け入れ  

 国内の旅行エージェント及びメディア関係者等を対象とした姫路の観光視察に対し、ガイド

の手配、パンフレット及びノベルティ等を提供し、サポートした。 

〔実績〕 

実施日 視察団体 視察先 参加者 

4月 20日（木） 旅館ホテル等市内観光事業者 姫路城・好古園 10名 

2月 1日（木） 神戸ユニーバーサルツーリズムセンター 姫路城 21名 

 

⑧食をテーマとしたＰＲ（★） 

  春秋の観光シーズンに「ビューロー会員の飲食店舗の人気メニューがお得に利用できるクー 

ポン「ひめぐるめ」を発行し施設観光に加え、会員飲食店舗への誘客を促した。 

〔実績〕 

  期 間：4月 1日（土）～5月 31日（水） 

  掲載数：４３店舗 

 

期間：10月 1日（日）～11月 30日（木） 

  掲載数：４４店舗 

 

⑨観光情報発信 

  ひめのみち「観光パンフレット提供システム」から、パンフレット請求される個人及び   

団体へ情報提供を行った。 

 

 

（２）着地型観光推進事業 

 ①新たな観光資源の商品化（着地型観光の PR）（〇） 

  既存の体験型観光メニューのブラッシュアップ、 

並びに WEB広告（Yahoo Japan）において情報発信を行い、 

広く利用を促した。また、滞在時間の増大を目的に、 

まち歩きアプリ「ぶらり姫路」を管理運営した。 
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 ②観光支援事業  

  観光関連団体等（旧 4町等）が中心となって行う誘客性・持続性の見込める事業に対し支援 

  した。 

 

③観光資源開発支援事業（観光まちづくりワーキング）（〇） 

 ワーキングチームを活用し、観光情報の発信、滞在時間 

の増大を目的としたパンフレットの作成、おもてなし体制 

の充実等に取り組んだ。 

 

 

（３）しろまるひめを活用した観光ＰＲ事業 

 ①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する。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〕 

   開催日 開催地 キャンペーン名 

5月 28日（日) 横須賀 京急ファミリー鉄道フェスタ 2017 

6月 17日（土）・18日（日） 松 本 信州夢街道フェスタ 2017 

9月 30日（土）・10月 1日（日） 熊 本 熊本キャラフェス 2nd 2017 

10月 21日（土） 彦 根 ご当地キャラ博 in 彦根 2017 

1月 18日（木） 東 京  ふるさとまつり東京 

 

着ぐるみ貸出件数 298件 

キャラクター使用件数 101件 

 

【支援事業】 

（１）観光客へのおもてなし事業 

①受入体制整備（〇） 

   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、ノベルティ等を配付した。 

   また、千姫が姫路城に入城して４００年の節目にあたることから、春・秋の観光シーズン

に合わせ姫路城内にて「千姫様のお出迎え」を行い、写真撮影等のおもてなしを行った。 

〔実績〕 

◆姫路市キャラクター「しろまるひめ」によるお出迎え 

   毎月３回姫路城や駅前に登場し、ノベルティの配布や記念撮影に応じた 
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◆千姫様のお出迎え 

   ・4 月 8 日（土）～5 月 28 日（日）の土・日・祝祭日 計 19 日 

     1 日 4 回姫路城内三国堀前にて記念撮影に応じた 

     記念撮影応対件数 4,803 組（うち外国人 1,207 組） 

   ・10 月 7 日（土）～11 月 26 日（日）の土・日・祝祭日 計 19 日 

     1 日 3 回姫路城内三国堀前にて記念撮影に応じた 

     記念撮影応対件数 4,962 人（うち外国人 1,733 人） 

   

②観光ボランティアの活動支援 

   観光客へのおもてなしを継続的に行う観光ボランティア 

団体の活動の円滑化を目的として各種調整作業などの支援を行った。 

 

 

（２）姫路市観光案内所運営業務 

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。 

  また、観光客を中心に、無料で自転車・車椅子の貸出（レンタサイクル）を行った。 

〔実績〕 

 平成２９年度 平成２８年度 前年比 

来 所 者 430,707 506,486 ▲15% 

日本人応対 51,446 47,802 8% 

外国人応対 26,186 23,474 12% 

 

【広報事業】 

（１）マスコミプロモーション事業 

①マスコミプロモーション活動（★） 

マスコミ各社（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等）への訪問、情報提供等を通じ、姫路の観 

光情報の掲載を目的とするマスコミプロモーション活動を展開した。また、テレビ局・番組制 

作会社とタイアップした、メディア招請による番組制作を行った。 

〔実績〕 

番組名 撮影場所 内容 

BS-TBS 

「美しい日本に出会う旅」 

姫路城、円教寺、

上山旅館、家島 

日本各地に息づく伝統や歴史、技、手しごと、

食などを紹介しながら、美しい風土と人々の暮

らしを、美しい映像でお届けする紀行番組で

す。姫路市を中心に兵庫県の山と海の様々な魅

力を紹介する中で、姫路城、圓教寺、上山旅館、

家島が取り上げられる。 
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BS12 

「サヘル・ローズのイチ

オシ NIPPON」 

姫路城、円教寺、

家島、とれとれ市

場、ｶﾌｪﾄﾞ･ﾑｯｼｭ 

日本全国各地を訪れ、地域の観光・食・文化か

ら世界に誇れる日本の技術まで、町の知られざ

る魅力を発見する番組で、姫路市域の観光スポ

ットやグルメ等が紹介される。 

BSイレブン 

「太田和彦 ふらり旅い

い酒いい肴」 

姫路城、 

市内居酒屋 

太田和彦さんが行きつけの居酒屋を巡り、その

時期にしか食べられない料理やその土地の地

酒が紹介される。 

BS フジ 

「大杉漣の漣ぽっ」 

 

姫路駅周辺、安富 大杉漣さんが街歩きをして、その土地ならでは

の人、物、遊びにふれあいながら楽しみ、町と

おとなの遊びを紹介する番組です。市街地をは

じめ、安富のかかし等が放映される。 

 

 

（２）広報及び広告媒体によるＰＲ事業 

①HP「ひめのみち」による情報発信（〇） 

姫路市の観光情報ポータルサイトとして、HP「ひめのみち」の運営を行った。 

〔実績〕 

 平成２９年度 平成２８年度 前年比 

ア ク セ ス    906,218 875,758 3％ 

ページビュー 4,823,921 4,662,651 3％ 

 

②広告媒体によるＰＲ 

  関西国際空港内の関西インフォメーションデスクに広告看板を掲出する。また、クロスメデ 

ィアの考え方に基づき、マス４媒体、ＷＥＢなど各広告媒体の特性を活かしたプロモーション 

活動を展開した。 

 

 

（３）観光パンフレット、ポスター、ノベルティー等作成事業 

①パンフレット・ポスター等の作成  

  各事業ごとに作成していたパンフレットを集約した「姫路観光ガイドブック（観光施設・体

験メニュー・飲食店・土産店・宿泊施設・地図等）」の改訂・増刷を行った。 

  また、その他、既存パンフレットの増刷を行った。 

 

② ノベルティグッズ作成  

 観光キャンペーン配布用としてのノベルティグッズ 

（しろまるひめメモ帳）を増刷した。 
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コンベンション事業（公２） 

（★）新規事業 

                                   （〇）拡充事業 

【誘致事業】 

（１）コンベンションプロモーション事業 

①プロモーション活動 

  JCCB の発行する「会議開催意向調査」及び 7 都市情報交換会（旭川・秋田・前橋・岐阜・

姫路・松山・鹿児島）での収集データ、また独自のデータベースをもとに、東京・大阪に本部

を置く学会の主催者に対して、より具体的な開催提案資料による誘致活動を実施した。 

一方、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。 

また、日本政府観光局（JNTO）、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、新たな文化コンベンション施設の進捗に合わせ、姫路市 MICE 推進課と連携した誘

致活動に取り組んだ。 

〔実績〕 

実施日 訪問地区 内容 

4月 24日（月）・25日（火） 市 内 市内大学コンベンション誘致活動 

5月 10日（水） 市 外 高輝度光科学研究センター（spring8） 

5月 11日（木） 市 内 市内大学コンベンション誘致活動 

5月 31日（水） 市 外 兵庫教育大学/高輝度光科学研究センター 

6月 5日（月） 市 外 市外大学コンベンション誘致活動 

6月 12日（月） 東 京 
JCCB総会 

都内コンベンション誘致活動 

6月 13日（火） 東 京 都内コンベンション誘致活動 

6月 26日（月） 市 内 市内大学コンベンション誘致活動 

6月 29日（木） 大 阪 大阪 MICEビジネスアライアンス定例会 

7月 19日（水） 北海道 7都市情報交換会 

7月 20日（木）・21日（金） 北海道 JCCB部会 

10月 4日（水） 東 京 7都市情報交換会・IME2018説明会 

10月 5日（木） 東 京 誘致活動 

10月 24日（火）～26日（木） 東 京 誘致活動 

10月 27日（金） 大 阪 大阪 MICEビジネス・アライアンス定例会 

11月 7日（火）～ 9日（木） 東 京 誘致活動 

11月 14日（火）～16日（木） 東 京 誘致活動 
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11月 20日（月） 市 内 市内大学誘致活動 

11月 21日（火） 市 内 市内大学誘致活動 

11月 29日（水）～12月 1日（金） 東 京 誘致活動 

12月 6日（水）～ 8日（金） 高 知 ７都市情報交換会・ＪＣＣＢ部会 

12月 7日（木） 大 阪 大阪デスティネーション・ショーケース 

12月 11日（月）～13日（水） 東 京 誘致活動 

1月 10日（水） 市 外 高輝度光科学研究センター（spring8） 

1月 24日（水）～25日（木） 東 京 7都市情報交換会・懇談会・誘致活動 

2月 14日（水） 姫 路 姫路大学 

2月 20日（火）～22日（木） 東 京 誘致活動・イベント EXPO視察 

2月 27日（火）～3月 1日（木） 東 京 7都市情報交換会・IME2018・誘致活動 

3月 7日（水） 姫 路 兵庫県立大学 

3月 8日（木）～ 9日（金） 群 馬 7都市情報交換会・全体会議 

3月 14日（水） 大 阪 大阪アライアンス定例会 

3月 14日（水）～16日（金） 東 京 誘致活動 

 

②コンベンション展示会・商談会への出展 

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を行い、 

誘致活動に取り組んだ。 

 

〔実績〕 

実施日 開催地区    展示会・商談会名 

6月 15日（木）～18日（日） 香 港 香港国際旅行展示会（香港 ITE2017） 

2月 28日（水） 東 京 IME2018 商談会 

  

③コンベンション関連情報の収集と提供 

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・商談会並びに地元大学、研究機関等からコンベンション開

催情報（開催規模・時期等条件）を入手し独自のデータベースを構築した。 

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した。 
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【支援事業】 

（１）コンベンション開催支援事業 

 ①コンベンション開催補助金 

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。 

〔実績〕 

支援実績 69件 

（うち補助金交付） 32件 

 

〔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 

オイローパ入港歓迎イベント 4 月 11日(火) 
姫路港ポートセールス

推進協議会 
姫路港 500名 

第 13 回菅笠節全国大会 4 月 16日(日) 日本民謡姫路連合会 姫路市文化センター 100名 

第 65 回地中海全国大会 
4 月 16日(日) 

 ・17 日（月） 
地中海社 大阪支社 ホテル日航姫路 130名 

国際ゾンタエリア 4  

第 8回エリアミーティング 
4 月 22日（土） SEN姫路ゾンタクラブ 

神戸ポートピ

アホテル 
150名 

第 14回全国競技かるた兵庫大会 4 月 29日 兵庫県かるた協会 兵庫県立武道館  500 名  

三菱電機アマチュア無線クラブ

全社大会 

5 月 1 日(月) 

・2日（火） 

三菱電機三田有菱会アマ

チュア無線クラブ 
ホテル日航姫路 64 名 

ハーベスト杯争奪第 5 回しらさ

ぎ中学生柔道大会 

5 月 3 日（水） 

・4日（木） 

ハーベスト医療福祉専

門学校 
兵庫県立武道館  900 名 

ロストラル入港歓迎イベント 5 月 3 日（水） 
姫路港ポートセールス

推進協議会 

姫路港飾磨 4

号岸壁 
700名 

第 2回 姫路忍者流 手裏剣打選

手権大会 

5 月 13日（土）

～6月 25 日（日） 
姫路忍者会 シロトピア公園 1,000 名 

水甕全国大会 in姫路 
5 月 15日（月） 

・16日（火） 
短歌結社水甕 ホテル日航姫路 252名 

世界自主研 GATEWAY 
6月 3日（土） 

・4日（日） 
公文式姫路平松教室 

姫路キャッス

ルホテル 
86名 

第 74 回全溶連大会 2017兵庫 
6月 8日（木）

～9日（金） 

一般社団法人全国高

圧ｶﾞｽ溶材組合連合会 
ホテル日航姫路 300名 

平成 29 年姫路歌人クラブ短歌大会 6月 11日（日） 姫路歌人クラブ 姫路市民会館 150名 
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第 105回日本鉄鋼協会大形部会 6月 16日（金） 

一般社団法人日本鉄

鋼協会 技術企画グ

ループ 

ＪＦＥ条鋼㈱

西日本工場姫

路製造所 

65名 

兵庫県教頭会総会並びに研修大会 6月 23日（金） 兵庫県公立学校教頭会 姫路市文化センター 1,000名 

近畿国立病院薬剤師会 薬剤師

の集い 

6月 24日（土）

～25日（日） 
近畿国立病院薬剤師会 夢乃井 180名 

第 24 回播磨合氣道演武大会 6月 25日（日） 
NPO 法人合氣道播磨武

育会 

香寺総合公園

スポーツセンター 
300名 

平成 29年度電気学会 E部門総合

研究会 

6月 29日（木）

～30日（金） 

一般社団法人電気学

会 センサ・マイクロ

マシン（E）部門 

イーグレひめじ 125名 

日本私鉄総連第 84 回定期大会 
7月 12日（水） 

・13日（木） 

日本私鉄労働組合総

連合会 
姫路市文化センター 1,200名 

平成 29 年度（第 36 回）日本私

立薬科大学協会加盟大学事務局

長（事務長）会議 

7月 14日（金） 姫路獨協大学 ホテル日航姫路 116名 

化学反応動力学の多様性に関す

るシンポジウム 

7月 14日（金） 

・15日（土） 
静岡大学 じばさんびる 135名 

日本システムアドミニストレー

タ連絡会 第 18回全国大会 

7月 15日（土） 

・16日（日） 

日本システムアドミ

ニストレータ連絡会 
夢乃井 90名 

創立 72 周年記念・第 92 回国際

親善全国空手道選手権大会 

7月 22日（土） 

・23日（日） 
日本正剛館空手道士会 兵庫県立武道館 1,400名 

第 15回姫路ジュニアサマーフェ

スティバル 

7月 24日（月） 

～26日（水） 

NPO 法人スポーツクラ

ブ エストレア 

姫路球技 

スポーツセンター 
200名 

 

第 30回 DV-Xα研究会 

8月 3日（木） 

・4日（金） 

第 30回 DV-Xα研究会

実行委員会 

兵庫県立大

学姫路工学

キャンパス 

50名 

第 20回 XAFS討論会 
8月 4日（金） 

～6日（日） 
日本 XAFS研究会 じばさんびる 150名 

近畿特別支援連絡協議会 兵

庫県大会 
8月 4日（金） 

近畿特別支援連絡協

議会 兵庫県大会事務局 
姫路市民会館 650名 

公益財団法人都山流尺八楽会

主催 平成 29年度夏季講習会 

8 月 5 日（土）

～6日（日） 

公益財団法人都山流

尺八楽会 

姫路キャッ

スルホテル 
300名 

姫路サッカーフェスティバル 3

種交流戦 

8月 17日（木）

～20日（日） 

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 
4,000名 

第 62 回全国高等学校軟式野球

選手権大会 

8月 24日（木）

～29日（火） 
姫路市スポーツ推進室 ウインク球場 400名 
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第 11 回ひめじ家島オープンウ

ォータースイミング大会 

8月 26日（土）

～27日(日) 

ひめじ家島OWS大会実

行委員会 
家島町 530名 

ICIEV&ISMHT2017 
9 月 1 日（金）

～3日（日） 

兵庫県立大学 姫路

工学キャンパス6号館 

県立大書写

キャンパス 
120名 

日本スポーツマスターズ 2017

（空手、軟式野球、バドミントン） 

9月 15日（金）

～18日（月） 

公益財団法人兵庫県

体育協会 
兵庫県立武道館 2,400名 

第 56 回全国証券問題研究会 

姫路大会 

9月 15日(金) 

・16日（土） 
全国証券問題研究会 イーグレひめじ 160名 

第 26回兵庫県グランド・ゴル

フ交歓大会 
9月 20日（水） 

姫路市グランド・ゴル

フ協会 

姫路球技 

スポーツセンター 
570名 

全国指定自動車学校経営協議

会 10月度定例会議 

10月 5日（木） 

・6日（金） 

全国指定自動車学校

経営協議会 
ホテル日航姫路 120名 

第 11 回ナノハイブリッド太陽

電池アジア国際会議 

10月 8日（日）

～10日（火） 

第 11回ナノハイブリッド

太陽電池アジア国際会議 
イーグレひめじ 200名 

Spring-8 供用開始 20 周年記

念・国際ワークショップ 

10月 13日（金） 

・14日（土）  

国立研究開発法人理

化学研究所 放射光

科学総合研究ｾﾝﾀｰ 

姫路商工会議所 200名 

第 40回溶液化学シンポジウム 
10月 17日（火）   

 ～20日（金） 
溶液化学研究会 イーグレひめじ 160名 

兵小研中西播特別活動研究会 10月 24日（火） 兵小研中西播特別活動 広畑小学校 350名 

吟道賀堂流近畿本部  

創立 50周年記念大会 
10月 28日（土） 吟道賀堂流近畿本部 姫路市文化センター 1,000名 

2017全日本男女混合綱引大会 10月 29日（日） 姫路市綱引連盟 ウインク体育館 400名 

御着城時代まつり 11月 4日（土） 御国野地区文化財保存会 御着城跡公園 500名 

第 51回兵庫県中学校教育研究会

社会科教育研究大会中播磨大会 
11月 10日（金） 

中播磨地区中学校教

育研究会社会科部会 

姫路市立総合

教育センター 
300名 

第 12 回全国市議会議長会研究

フォーラム in姫路 

11月 15日（水） 

・16日（木） 
全国市議会議長会 姫路市文化センター 2,200名 

全国高等学校国語教育研究連

合第 50回研究大会兵庫大会 

11月 16日（木）

～17日（金） 

全国高等学校国語教

育研究連合会事務局 
神戸芸術センター 700名 

プラズマコンファランス 2017 
11月 20日（月）

～24日（金） 

社団法人プラズマ･核

融合学会 
姫路商工会議所 800名 

兵庫県小学校教育研究会総会

並びに研究大会 
11月 24日（金） 

兵庫県小学校教育研

究会総会 

姫路市立飾

磨小学校 
700名 

日本知的財産協会 関西化学部会 11月 28日（火） 日本知的財産協会 イーグレひめじ 80名 

The 15th Japan-Korea Joint 

Slide Conference of IAP 

12月 8日（金） 

・9日（土） 
国際病理アカデミー 

神戸大学医学部付属病院

ｼｽﾒｯｸｽﾎｰﾙ 
130名 
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ハーベスト杯争奪第 10 回しら

さぎ高等学校柔道大会 

12月 9日（土） 

・10日（日） 

ハーベスト医療福祉

専門学校 
兵庫県立武道館 700名 

内閣総理大臣杯授与第 35 回若

鷲旗剣道大会 

12月 25日（月）

～28日（木） 
上郡剣道連盟 兵庫県立武道館 1,300名 

第 27回関西学連剣友剣道大会 1月 6日（土） 

・7日（日） 
関西学連剣友会 兵庫県立武道館 1,000名 

第 59回近畿高等学校柔道新人大

会（個人試合） 兼 第 34回近畿

高等学校柔道体重別選手権大会 

1月 26日（金） 

・27日（土） 

兵庫県高等学校体育

連盟柔道部 

兵庫県立武道館 

600名 

子供の貧困対策マッチング・フ

ォーラム 
2月 15日（木） 姫路市こども支援課 イーグレひめじ 110名 

偏微分方程式姫路研究集会 
2月 21日（水） 

・22日（木） 

偏微分方程式姫路研

究集会事務局 
イーグレひめじ 50名 

播磨合氣道記念講演会 2月 25日（日） 
NPO 法人合氣道播磨武

育会 

ｾﾄﾚﾊｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞ

ﾗ姫路 
100名 

第 12 回星空案内人シンポジウム 
3月 4日（日） 

・5日（月） 
姫路科学館 

日本城郭研

究センター 
120名 

兵庫県立大学次世代水素触媒

共同研究センター平成 29 年度

シンポジウム 

3月 15日（木） 

兵庫県立大学産学連

携・研究推進機構 じばさんびる 100名 

第 13 回全日本ジュニア空手道

選手権大会 
3月 18日（日） 真日本実践空手道連盟 兵庫県立武道館 740名 

国際ゾンタ 26 地区エリア 4 

第 10回エリアミーティング 

3月 24日（土） 

・25日（日） 

国際ゾンタ SEN姫路ゾ

ンタクラブ 
ホテル日航姫路 150名 

第 35回錦鯉全国若鯉品評会 
3月 24日（土） 

・25日（日） 

全日本錦鯉振興会関

西地区 

姫路市大手

前公園 
600名 
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■第 14回全国競技かるた兵庫大会          ■日本私鉄総連第 84回定期大会・物販 

 

 

      

 

 

 

    ■第 30回 DV-Xα研究会      ■第 20会 XAFS討論会 

 

 

 

 

 

 

  ■都山流尺八楽会平成 29年度夏季講習   ■創立 72周年記念・第 92回国際親善全国空手道選手権大会 

 

 

 

 

 

 

 

 ■日本スポーツマスターズ 2017     ■第 11回ナノハイブリッド太陽電池アジア国際会議 

 

 

 

 

 

 

■内閣総理大臣杯授与     ■子供の貧困対策マッチング・フォーラム  ■錦鯉全国若鯉品評会 

第 35回若鷲旗剣道大会  
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（２）コンベンション受入体制整備事業 

 ①受入体制整備（歓迎看板等の設置等） 

     コンベンション主催者及び参加者への「おもてなし」として、ＪＲ姫路駅コンコースや神姫 

ビル等への歓迎看板や懸垂幕を設置し、受入体制の充実を図った。 

 また、コンベンション参加者の市内観光を促進するために市内観光施設割引券を提供した。 

〔実績〕 

歓迎看板 21 件 

市内観光施設割引券 33 件（12,690枚） 

  

・歓迎看板デザイン変更     ・懸垂幕デザイン変更 ・姫路城ループバス車内モニター 

 

 

 

 

 

 

 

 

②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を作成する。また、

コンベンション誘致・商談会等で配布するノベルティグッズを作成した。 

〔実績〕 

 ・しろまるひめボールペン増刷     

・しろまるひめエコバッグ作成 

     

 

 ③おもてなし講演会 

  当ビューロー会員、観光関連団体、観光ボランティア、市民を対象としたおもてなし講演会

を開催した。 

開 催 日：平成30年1月30日（水） 

開催場所：姫路商工会議所 大ホール 

講師：桑原 征平 氏 

演題：『征平の世界旅行記 ～50ヶ国を旅して～』 

参加： 350名（応募者数 400人） 
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【広報事業】 

（１）コンベンション広報及び広告媒体によるＰＲ事業 

 ①パンフレット・ポスター等作成（★） 

 コンベンション主催者向けに「コンベンションガイドブック」の全面リニューアルを行った。 

 また、ホームページのコンベンション情報ページをより使いやすくするために、内容の一部

を更新した。 

 〔実績〕 

 コンベンションガイド作成 

 

 

 ②広報及び広告媒体によるＰＲ 

        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

度の向上を図った。ホームページでは、開催予定の学会・大会情報を広く一般に発信すると共に、

会議・宿泊施設、開催補助金、支援プログラムなど、主催団体・参加者への情報提供を行った。 

        〔実績〕 

        12月：日本工学会年報へ広告掲載        

 

 

【企画調査事業】 

（１）コンベンション経済波及効果等調査事業 

 ①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。 

〔実績〕 

経済波及効果総計 25 億 8,600 万円 

＜内訳＞  

直接的経済効果額計 11 億円 

間接的経済効果額計 14 億 8,600 万円 

    開催件数  89 件 ※近畿圏エリア以上のコンベンション 

参加者総数   55,840 人 （宿泊者数 22,795 人 / 日帰者数 33,045 人）  

宿泊者一人あたりの消費額    25,974 円  

（宿泊費 13,089 円 / 飲食費 7,083 円 / 市内交通費 1,437 円 / 土産購入費 2,704 円  

 その他 1,661 円） 

 

  ②国際会議統計調査 

  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。 
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フィルムコミッション事業（公３） 

 

【誘致支援事業】 

①ロケーション撮影地の紹介や撮影許可に係る関係機関などとの調整 

  映画、テレビ、ＣＭなどの映像作品が姫路地域で制作される際、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。 

〔ロケ実績〕                        （前年比 123％） 

内訳 ２９年度 ２８年度 増減 

映画 ２本 ８本 ６減 

テレビ・ＣＭ ９５本 ７１本 ２４増 

ビデオ・ラジオ ５本 １６本 １１減 

書籍 １８本 １５本 ３増 

その他（スチール等） １８本 ６本 １２増 

合計 １３８本 １１６本 ２２増 

 〔主な支援作品〕 

 ・映 画「のみとり侍」（東宝・平成 30 年 5 月 18 日公開予定） 

   「サムライマラソン」（ギャガ・公開未定） 

    
 

・ドラマ 「日本をゆっくり走ってみたよ」（Amazon ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾃﾞｵ 10 月 20 日配信） 

   

・WEB 動画 「第二期電王戦二番勝負第二局佐藤天彦叡王 VS PONANZA」  

          （ニコニコ動画配信 5 月 20 日生放送） 
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 ・テレビ「高島礼子・日本の古都～その絶景に歴史あり」（BS-TBS・5 月 26 日放送） 

「今夜も生でさだまさし」（NHK 総合・5 月 28 日放送） 

     「撮影許可、とれちゃいました」（テレ東・6 月 11 日放送） 

     「歴史発見 城下町へ行こう！ ～姫路 SP～」（BS 朝日・7 月 23 日放送） 

     「ぴったんこカン★カン」（TBS・9 月 1 日放送） 

     「pechino express」（イタリアキー局・9 月中旬放送） 

     「美しい日本に出会う旅」（BS-TBS・10 月 18 日放送） 

     「サヘル・ローズのイチオシ NIPPON」（BS ﾄｩｴﾙﾋﾞ・11 月 12 日放送） 

     「太田和彦 ふらり旅いい酒いい肴」（BS イレブン・11 月 7 日放送） 

     「雨上がりの A さんの話」（朝日放送・11 月 7 日放送） 

     「地球の慶典」（台湾 ELTATV 今年放送予定） 

     「スーパーJ チャンネル」（テレビ朝日・11 月 20 日放送） 

     「よーいドン！」（関西テレビ・1 月 11 日放送） 

     「大杉漣の漣ぽっ」（BS フジ・1 月 20 日放送、2 月 24 日再放送） 

     「満点☆青空レストラン」（日本テレビ・2 月 3 日放送） 

     「ラン✖スマ」（NHKBS1・3 月 3 日、3 月 24 日放送） 

     「人生の楽園」（テレビ朝日・3 月 17 日放送） 
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・ビデオ「KRD8 ミュージックビデオ」（（社）姫路応援プロジェクト・7 月 30 日配信） 

    「STU48 ミュージックビデオ「瀬戸内の声」」（アオイプロ・8 月 15 日配信） 

    「相生市プロモーションアニメ動画」（相生市企画広報課・2 月初旬配信） 

     

 ・書 籍 「るるぶ兵庫 神戸・姫路・但馬 18」（るるぶ・10 月発行） 

      「姫路本」（エイ出版社・10 月発行） 

      「SKYMARK 機内誌 4 月号」（SKYMARK・H30.4 月発行予定） 

   

 ・その他 「ももいろクローバーZ」（全国ツアーライブ動画・4 月 23 日） 

      「AKY EYE～空からのメッセージ～」（ANA 国内・国際線上映） 
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 〔エキストラ登録〕 

   登録者 1,235 名（男 467 名・女 768 名）   

   ※インターネットから登録できるように変更し、大幅に増加した。（対前年比 301 人増） 

 

②国内外プロモーション（メディア、映像制作会社） 

  国内外のメディア及び映像制作会社を訪問し、姫路市内のロケーション PR 及び誘致活動に 

取り組む。大河ドラマや知名度の高い映画作品の撮影地として PR することで、ロケ地ツーリ

ズムの推進に取り組んだ。 

〔実績〕 

８月２４日（木）～２８日（月） 台湾 第 3 回 Touch The japan（TTJ） 

２月６日（火）～１２日（月） タイ タイ国際旅行博（TITF）、メディア訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③JFC ロケ地フェア 2018 及び JFC スキルアップ研修 2018 への参加 

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おいて全国のフィ

ルムコミッションが一同に集まり、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うフェアへ、近畿のフィルムコミッションと共同でブースを出展し、 

 PR 活動を行った。また、開催に合わせて JFC スキルアップ研修に参加した。 
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〔実績〕  

 ＜JFC ロケ地フェア＞  

 【開 催 日】 1 月 24 日（水） 

 【開催場所】 東劇ビル 2F 特定非営利活動法人 映像産業振興機構（VIPO）会議室 

 【内  容】 ロケ地フェア＆意見交換会 

＜JFC スキルアップ研修会＞ 

 【開 催 日】 1 月 25 日（木） 

 【開催場所】 銀座貿易ビル 6 階 リロの会議室 銀座中央通り roomA 

 【内  容】 第 1 部：事例発表  事例 1：「こども映画教室」 

                  事例 2：「地域密着の映画上映会」 

                  事例 3：「ユネスコ想像都市ネットワーク映画部門登録」 

        第 2 部：分科会（グループディスカッション） 

 

 

 

 

 

 

【広報事業】 

①ホームページ等によるＰＲ 

  姫路フィルムコミッションのホームページ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。 

＜ロケ地マップの改訂＞ 

【名  称】 新ひめじロケ地マップ 

【発行部数】 30,000 部 

【配布場所】 姫路市観光案内所、書寫山圓教寺、姫路観光コンベンションビューローほか 

【規  格】 A5 版 16 ページ 両面・カラー 
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＜ロケ地さんぽ in 書寫山圓教寺の増刷＞ 

【名  称】ロケ地さんぽ in 書寫山圓教寺 

【発行部数】10,000 部 

【配布場所】姫路市観光案内所、書寫山圓教寺 ほか 

【規  格】A3 版二つ折 両面・カラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜映画「関ヶ原」ロケ地紹介パンフレットの作成＞ 

 【名  称】 映画「関ヶ原」ロケ地紹介パンフレット 

 【発行部数】 20,000 部 

 【配布場所】 姫路城、好古園、亀山御坊本徳寺、書寫山圓教寺、姫路文学館、その他映画館 

 【規  格】 A3 版二つ折  両面・カラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

②映画「関ヶ原」の公開記念イベントの開催 

 姫路市内 5 ヶ所で撮影を行った映画「関ヶ原」の公開（8 月 26 日公開）に伴い、市内 6 カ所

でロケパネル展示を開催し、市内ロケ地めぐりを作成した。 

 また、公開初日にアースシネマズ姫路にて公開記念イベントを開催した。姫路城のグランド

オープン以降の超大型作品として認知度が定着するよう PR を行った。 

＜実 績＞ 

○映画「関ヶ原」公開記念イベント 

 【開 催 日】 8 月 26 日（土） 

 【開催場所】 アースシネマズ姫路 Screen5（テラッソ姫路 4F） 

 【内  容】 映画「関ヶ原」上映後、勝どきイベントを実施 
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【参 加 者】 222 名 

 

 

 

 

 

○ロケパネル展示 

【名  称】映画「関ヶ原」ロケパネル展示 

【設置場所】・姫路市内ロケ地 4 箇所 

姫路城・好古園・亀山御坊本徳寺・書写山ロープウェイ山麓駅 

      ・その他 2 カ所（計 6 カ所） 

      姫路文学館・アースシネマズ姫路ロビー 歴代、最多パネル展示を開催 

 

 

 

 

 

 

③映画上映会等の開催 

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。 

〔実績〕 

【名  称】トーク＆シネマ 

【日  時】2 月 3 日（土） 

【開催場所】アースシネマズ姫路 Screen9（テラッソ姫路 4F） 

【内  容】○「関ヶ原ができるまで」動画上映 

      ○主催者挨拶 

      ○原田眞人監督のトークショー 

      ○映画上映 上映作品「関ヶ原」 

      ○パネル展示 

【参 加 者】290 名 
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収益事業（収１） 

 

① 姫路城売店運営 

姫路城内売店にてお土産品等を販売した。 

〔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。 

＜参考＞ 平成２９年度 平成２８年度 前年比 

姫路城売店売上 158,513,542 171,519,124 ▲8% 

  

③ 自動販売機、コインロッカー設置・運営 

姫路城内売店、動物園内便益施設、扇観亭に自動販売機を設置・運営を行った。 

また、姫路城内にコインロッカーを設置・運営を行った。 

 

 

その他事業（他１） 

 

① 会員サービス 

会報誌やイベント情報を年４回発行し、会員をはじめコンベンション及び観光関係団体へ送

付した。また、適宜会員向けにメールやＦＡＸにて情報提供を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 期 首 会 員 期 末 会 員 

正 会 員 338件（506口） 338件（499 口） 

賛助会員 96件（96口）  95件（ 96 口） 

合 計 434件（602口） 433件（594 口） 
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理事会・総会に関する事項 

 

【理事会・報告会】 

 開催日 場 所 議 事 

第１回 5 月 26 日（月） 
姫路商工会議所 

503 会議室 

第１号議案 役員の選任について 

第２号議案 平成２８年度事業報告について 

第３号議案 平成２８年度収支決算報告について 

第４号議案 定期提出書類（事業報告等）について 

第５号議案 会員の状況について 

第６号議案 通常総会の開催日時について 

報告会 10月 30日（月） 
姫路商工会議所  

503会議室 

平成２９年度中間事業報告について 

平成３０年度事業方針（案）について 

第３回 3 月 2 日（金） 

 

姫路商工会議所  

503 会議室 

第１号議案 平成３０年度事業計画（案）について 

第２号議案 平成３０年度収支予算（案）について 

第３号議案 資金調達及び設備投資の見込みについて 

第４号議案 平成２９年度臨時総会の開催日時について 

 

【総 会】 

 開催日 場 所  議 事 

通 常 6 月 30 日（金） 
姫路商工会議所 

702 ホール 

第１号議案 役員の選任について 

第２号議案 平成２８年度事業報告について 

第３号議案 平成２８年度収支決算報告について 

臨 時 3 月 27 日（火） 
姫路商工会議所 

702 ホール 

第２号議案 平成３０年度事業計画（案）について 

第３号議案 平成３０年度収支予算（案）について 

 

 

 

 

 

 


