
 

 

 平成 30 年度事業報告  

 

1 総括的概要 

 海の京都 DMO に参画して 3 期目の事業年度でございましたが、年度初に会長、副会長

が辞任し、9 月には事務局長が退職するなど、組織体制が不安定となり、会員の皆様には多

大なご迷惑とご心配をお掛けしてしまい、たいへん不本意な事業年度となってしまいまし

た。 

 これは平成20年4月に旧6町の観光協会が合併して、京丹後市観光協会が発足して以降、

多くの組織課題を残したまま現在に至ってしまったことが原因であると認識しています。 

理事・支部長が一同に結束して、課題を整理し会員様が求める観光協会の役割を真摯に

考え、それを確実に発揮できる新しい体制づくりを、時間をかけて検討を重ねてまいりま

した。 

事業につきましては、整理・見直しを行い、限られた人的資源を最大限活用して、必要

な事業に絞って取り組みを行いました。 

  

2 会員の異動状況                    （会員数） 

 合計 正会員 賛助会員 

平成 29 年度末 510 173 337 

中途脱退 ▲23 ▲11 ▲12 

中途加入 1 1 0 

平成 30 年度末 488 163 325 

※脱退理由：廃業 10、その他 13 

 

3 役員構成 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

地域本部長 長濱 孝次（辞任） 理 事 東 洋次郎 

副 本 部 長 吉岡 正美（辞任） ″ 吉岡 聖 

副 本 部 長 中村 秀雄（辞任） ″ 田中 智子（副本部長代行） 

理 事 齊藤 修司（地域本部長代行） ″ 松本 努 

″ 加藤 基次   

″ 嶋田 健一郎 監 事 今田 弘一 

″ 和田 正人（副本部長代行） ″ 大場 耕作 

″ 村岡 信之  
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4 事務局 

   京都府京丹後市網野町下岡 118 京都丹後鉄道網野駅舎内 

 

5 会議 

 

【正・副会長会議】 

日付 件名 場所 

30.04.12 第 1 回正・副会長会議 シルク 

30.08.01 第 2 回正・副会長会議 網野庁舎別館会議室 

30.08.28 第 3 回正・副会長会議 網野庁舎別館会議室 

30.11.29 第 4 回正・副会長会議 てり吉 

 

【理事・支部長合同会議】 

日付 件名 場所 

30.04.19 第 1 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.05.14 第 2 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.06.07 第 3 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.06.11 第 4 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.06.18 第 5 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.06.20 第 6 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.06.27 第 7 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.07.14 第 8 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.07.17 第 9 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.07.25 第 10 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.08.03 第 11 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.09.05 第 12 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.09.27 第 13 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.11.15 第 14 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

30.12.17 第 15 回理事・支部長合同会議 アミティ 2 階会議室 

31.02.06 第 16 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

31.03.05 第 17 回理事・支部長合同会議 網野庁舎別館会議室 

 

【役員選考委員会】 

日付 件名 場所 

30.04.19 役員選考委員会 網野庁舎別館会議室 
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【海の京都 DMO 取締役会・総会】 

日付 件名 場所 

30.05.29 第 1 回取締役会 橋立ターミナルセンター 

30.06.12 定時役員総会 天橋立ホテル 

30.06.12 第 2 回取締役会 天橋立ホテル 

30.08.06 第 3 回取締役会 ミップル 

30.11.27 第 4 回取締役会 ミップル 

31.01.30 第 5 回取締役会 ミップル 

 

【DMO 事務局長会議】 

日付 件名 場所 

30.05.11 事務局長会議 宮津総合庁舎別棟 

30.08.09 事務局長会議 丹後広域振興局 2 階会議室 

 

【市長懇談・市長訪問】 

日付 件名 場所 

30.12.03 市長面談 峰山庁舎 

31.01.25 市長面談 峰山庁舎 

 

【海の京都実践会議】 

日付 件名 場所 

30.05.10 海の京都実践会議 網野庁舎別館 

30.10.30 海の京都実践会議 網野庁舎別館 

31.03.26 海の京都実践会議 網野庁舎別館 

 

【その他会議】 

日付 件名 場所 

30.04.05 丹後酒蔵ツーリズム運営委員会 アイデンティティブランディ

ング 

30.04.20 丹後天酒まつり実行委員会 アイデンティティブランディ

ング 

30.04.23 Tango Good Goods 認定推進委員会 アミティ丹後 

30.04.26 丹後沿岸海岸保全基本計画検討委員会 中丹東土木事務所 

30.04.26 丹後天酒まつり全体会議 大宮ふれあい工房 

30.05.07 丹後王国「食のみやこ」協力会運営会議  丹後王国「食のみやこ」 
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30.05.14 サンセットビーチフェス in 京丹後実行委

員会 

浜詰区民センター 

30.05.24 海の京都観光推進協議会総会 天橋立ホテル 

30.05.28 海業推進委員会 浅茂川漁港 

30.05.30 アミティ丹後理事会 アミティ丹後 

30.05.30 海の京都 DMO インバウンド研究会 宮津総合庁舎 

30.06.01 サンセットビーチフェス in 京丹後実行

委員会 

浜詰区民センター 

30.06.05 ドラゴンカヌー選手権大会 久美浜市民局 

30.06.07 サンセットビーチフェス in 京丹後実行

委員会 

浜詰区民センター 

30.06.12 Wi-Fi パケットセンサー報告説明会 岩滝保健センター 

30.06.15 京都府観光連盟総会 京都東急ホテル 

30.06.25 京丹後市教育推進協議会発起人会準備会 網野庁舎別館会議室 

30.06.25 丹後天酒まつり実行委員会 アイデンティティブランディ

ング 

30.06.27 平成 30 年度丹後・地域高規格道路推進協

議会定期総会 

峰山庁舎 2 階会議室 

30.06.28 ウルトラマラソン会議 峰山庁舎 2 階 205 会議室 

30.07.02 丹後王国「食のみやこ」協力会運営会議 丹後王国「食のみやこ」 

30.07.11 舞鶴クルーズ船 舞鶴市 

30.07.19 きょうと健康長寿推進丹後地域府民会議 与謝野町生涯学習センター 

30.07.25 第 3 回海の京都インバウンド研究会（京

丹後部会） 

網野庁舎別館会議室 

30.07.27 貴船神社・丹後の旅のマルシェ 京都市内 

30.08.02 京都外国語大学受入れ会議 峰山庁舎 

30.08.02 旅育推進協議会設立会議 網野庁舎別館会議室 

30.08.06 丹後王国「食のみやこ」協力会運営者会議 丹後王国「食のみやこ」 

30.08.08 DMO 夏の観光キャンペーン 大阪駅 

30.08.12 舞鶴クルーズ船 西舞鶴駅 

30.08.23 山陰海岸ジオパークトレイル京丹後エリ

アキックオフ会議 

丹後市民局 

30.08.27 丹後大学駅伝後援会総会 峰山庁舎 

30.08.31 山陰新幹線北部ルート誘致・鉄道高速化整

備促進同盟会総会 

サンプラザ万助 
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30.09.03 丹後王国「食のみやこ」協力会運営会議 丹後王国「食のみやこ」 

30.09.21 三支部ガイドツアー打合せ 羽衣ステーション 

30.09.26 京丹後チャレンジデー実行委員会 峰山庁舎 201 会議室 

30.10.11 第 4 回海の京都 DMO インバウンド研究

会 

ミップル 

30.10.21 山陰近畿自動車道早期実現促進大会 アグリセンター大宮多目的ホ

ール 

30.11.05 丹後王国「食のみやこ」協力会運営会議 丹後王国「食のみやこ」 

30.11.13 山陰近畿自動車道整備推進決起大会 衆議院第一会館 

30.11.16 丹後大学駅伝大会開会式 丹後文化会館 

30.11.20 コンシェルジュ情報交換会 メルパルク京都 

30.12.03 丹後王国「食のみやこ」協力会運営会議 丹後王国「食のみやこ」 

30.12.16 スイス村スキー場安全祈願祭 スイス村 

30.12.20 山陰海岸国立公園連絡会議打合せ会議 休暇村竹野海岸 

31.01.31 雇用促進協議会 峰山庁舎 

31.02.05 丹後天酒まつり運営委員会 天橋立まるやす 

31.02.06 京丹後チャレンジデー実行委員会総会 峰山庁舎 

31.02.07 ちりめん祭実行委員会 網野庁舎別館会議室 

31.02.08 京都府ロケスポット情報交換会議 セントノーム京都 

31.02.12 丹後天酒まつり実行委員会 アイデンティティブランディ

ング 

31.02.18 ウルトラマラソン第３回実行委員会 峰山庁舎 

31.02.21 visit kyotango OTA 登録説明会 網野庁舎別館会議室 

31.02.26 丹後天酒まつり実行委員会 アイデンティティブランディ

ング 

31.03.01 ウルトラ宿泊説明会 網野庁舎別館会議室 

31.03.04 丹後王国「食のみやこ」協力会運営会議 丹後王国「食のみやこ」 

31.03.05 山陰海岸ジオパークトレイル京丹後エリ

ア会議 

丹後庁舎 

31.03.07 第 6 回海の京都 DMO インバウンド研究

会 

ミップル 

31.03.12 丹後天酒まつり宿泊事業者説明会 浜詰区民センター 

31.03.13 京丹後ちりめん祭実行委員会 京丹後市商工会 

31.03.18 ドラゴンカヌー実行委員会 久美浜庁舎 

31.03.26 海の京都京丹後市実践会議 網野庁舎 
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【その他報告会等】 

日付 件名 場所 

30.04.24 旬の京丹後シンガポール㏚事業報告会 峰山庁舎 

30.05.10 丹後町間人地区地山施設修繕工事説明会 丹後庁舎 

30.10.16 北近畿観光キャラバン 大阪駅アトリウム広場 

31.01.04 市祝賀交歓会 峰山福祉センター 

31.01.04 商工会祝賀交歓会 吉翠苑 

31.01.15 祝賀交歓会（青年会議所） 吉翠苑 

31.01.18 旬の逸品説明会 網野庁舎別館会議室 

31.01.26 三崎市長を囲む会 アミティ丹後 

31.01.29 小学校出前観光授業 吉野小学校 

 

6 受託事業の概要 

(1)大宮ふれあい工房管理業務 

(2)海水浴場関連業務 

(3)海の京都顧客満足度調査（マーケティングリサーチ） 

 

7 事業報告 

(1)広告宣伝事業  

【ホームページリニューアル】 

・ デザインが古く、観光客への訴求力に乏しかった国内向けホームページをリニューアル

し、写真や動画を豊富に掲載することで、視覚に訴えて効果的に発信できるホームペー

ジを作成した。 

・ 同時に、これまで無かった外国語ホームページを新設し、インバウンド向けに情報発信

ができる体制を整えた。外国語ホームページには、宿泊予約サイトを設け、京丹後の旅

館情報の発信とホームページから直接予約ができる仕組みを構築した。 
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ホームページ（国内） 京丹後ナビ 

      

 

 

 

ホームページ（国外） Visit Kyotango   

 

 

 

 

【ジオツーリズム PR事業】 

・ インバウンド向けの観光プロモーションＰＲ動画を作成した。この動画を新設した外国

語ホームページを活用して主に欧米向けへ幅広くＰＲを行い、インバウンド誘致に繋げ

る。 

撮影場所：峰山町・弥栄町、大宮町 

 

(2)広域誘客推進事業  

【観光パンフレットの増刷】 

・ 総合パンフレット「極上のふるさと京丹後」を 30,000 部増刷。サービスエリア、観光
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関連施設、会員施設等に配架し、観光ＰＲを行った。 

・ 体験ガイドブック「わくわく京丹後へ GO！」を 14,000部増刷。体験メニューを新たに

追加して、60 施設の体験メニューを掲載。QR コードを掲載して体験動画のスマートホ

ン閲覧を可能にした。 

【観光マップの増刷】 

・ 広域アクセスマップ「とっておき処マップ」を 27,000 部増刷し、観光関連の施設に配

架した。 

 

(3)誘客イベント事業 

【フォトコンテスト】 

・ 「京丹後の食」をテーマにフォトコンテストを実施して、Facebook、ホームページ、チ

ラシで作品を募集し、74点の作品応募があった。 

・ H29 年度の入選作品をホームページと豪商稲葉本家等の観光施設で展示し、京丹後の魅

力を写真で発信した。 

・ インナープロモーションの一環で、インスタグラムの活用をテーマにセミナーを開催し、

22名の会員・関係者が参加。実際にスマホを操作しながら講義を行い、実践的な有意義

なセミナーとなった。 

【旬の逸品 HP作成費用】 

・ 旬の逸品キャンペーンのホームページを海の京都実践会議と共同で作成して、発信した。 

【京都アメリカ大学ファム】 

・ コロンビア大学をはじめとするアメリカ有名大学からの京都在住留学生 13 名の教育旅

行の受け入れを行い、琴引浜貝殻キャンドル作りやこまねこ絵付け体験、吉村商店等を

見学し、京丹後の魅力を伝え、SNSで発信してもらった。 

 

(4)ビーチノルディック事業 

・ 山陰海岸ジオパーク120kmウォークの対象イベントとして毎年続けている琴引浜ノルデ

ィック・ウォーキング（はだしのコンサート 2018プレイベント）を開催した。5/27午

前の部・午後の部合わせて各 6㎞（合計 12㎞）を 12名の参加者とスタッフガイド 6名

が参加した。 

・ さらに、峰山支部、大宮支部、弥栄支部で行う観光ルート造成事業のコースを元に、今

後の体験会開催地の四季を通じて活用できるルートとして、今後のウォーキング観光素

材として充実させていくため、8/19峰山こまねこウォークへの協力と参加を行った。 

・ また、今年度本格的に京都府・山陰海岸ジオパーク推進協議会で進めた京丹後エリアで

のトレイル事業にも参加し、過去に市内で開催した大会・体験会での実績と経験を活か

し、滞在型の宿泊誘致に向けた広報素材として取り組んだ。 
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(5)インバウンド推進事業  

【旅行博出展、ファムトリップ他】 

海外プロモーション 

・ タイからの誘客事業としてタイ国際旅行博 TITF＃２４に出展し、B to C プロモーショ

ンを行った。また訪日外国人旅行者上位の国、台湾に向けても台北市で開催される旅行

博 Touch the Japanに参加し、B to Cプロモーションと現地トラベルエージェントへの

営業を行った。 

ファムトリップ・教育旅行 

・ 10月下旬、タイ旅行業協会の会員であるトラベルエージェントを招き、海・お茶・森の

京都エリアのファムトリップが行われ、海の京都エリアは京丹後をメインにしたファム

トリップを行った。 

・ 掛津地区でインバウンド教育旅行の受け入れを行い、同行支援を行った 

・ さらに、京都府、海の京都等各関係団体が催行するファムトリップ受け入れも積極的に

行い、台湾、タイ、フランス、シンガポール等に対するプロモーションにも努めた。 

・ また訪日ランドオペレーターの商談会等に民間事業者と参加し、京丹後への誘致を図っ

た。 

TVメディア受け入れ 

・ 台湾 TV メディア取材の受け入れを行い、アレンジ・同行をした。峰山・夕日ヶ浦エリ

アを中心に取材した。 

・ 香港 Dish Media の取材受け入れを行い、丹後町エリアの取材のオファーを受け、アレ

ンジ・同行した。 

 

取り組み 内 容 

Touch the Japan 台湾国際旅行博出展 

（8/23-8/28）             

台湾の日本観光展に出展。B to C プロモーシ

ョンを実施。また出展期間中、現地旅行会社メ

ディア２４社訪問し誘客プロモーションを実

施。 

TTAA（タイ旅行業協会）ファムトリップ

受け入れ(10/28~11/1)  

海・森・お茶の京都共同のファムトリップ実施。

京丹後をプロモーション。TTAA 商談会も行っ

た。 

タ イ 国 際 旅 行 博 TITF ＃ ２ ４ 出 展 

(2/7~11) 

タイ国際旅行博出展。海・森・お茶と連結して

出展し誘致を図った。また現地旅行会社との商

談やセールスコール等も同時に行った。来場者

数：約４０万人 

京都府インバウンド商談会(12/5) 訪日ランドオペレーター13 社との商談会に民

間事業者と参加。京丹後誘致を図った。 

教育旅行受け入れ（１校） 

・嘉諾撒聖心書院(11/7-9) 

京都府のインバウンド推進事業の一環で掛津

地区での教育旅行受け入れを２０１５年より

実施。 

本年は初となる香港の学校の受け入れ実施。 
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ファムトリップ受け入れ（7回） 

・台湾ブロガーファム（8/10） 

・ENGAWA AYABEXメディアファム(10/24) 

・TTAAファムトリップ(10/29~10/30) 

・ シ ン ガ ポ ー ル メ デ ィ ア フ ァ ム

（11/13~11/14） 

・フランスメディアファム(12/1) 

・台湾教育関係者・エージェントファム

(H31, 1/11~12) 

・京都アメリカ大学ファムツアー

(3/30~3/31) 

京都府、海の京都 DMOのインバウンド推進事業

の一環でファムトリップを実施。本年度ファム

トリップは７回受け入れを行った。 

台湾 TV「秘境不思溢」峰山・夕日ヶ浦取

材 

 

 

関西観光本部主催。海の京都エリアを取材。京

丹後は網野町・峰山町を取材。 

香港 Dish Mediaテレビ取材(11/5~11/8) 間人ガニの取材のオファーを受け丹後町の宿

泊施設、レストランの取材、同行した。 

放送予定期間：H3１年 1月初めから１週間、香

港圏で放送。以後 YouTubeで観覧可。 

インバウンド研究会 海の京都エリアのインバウンドの取り組みを

積極的に進め、誘致や受入環境整備、コンテン

ツ開発等のインバウンド事業における民間事

業者を含め、官民一体となった総合的な取り組

み推進をする研究会へ参加。 

インバウンド現地視察研修(5/15) 海の京都 DMO 主催の現地研修で城崎温泉を視

察。城崎温泉におけるインバウンドの受け入れ

状況、施設見学に参加した。 

自立型観光経営に向けてのワークショッ

プ(1/31) 

 

 

インバウンド市場を含めた観光振興の課題解

決に向けた情報提供や地域の稼ぐ力を引き出

すための方策を共有。 

 

【インバウンド向け雑誌掲載】 

・ インバウンド向けの有名雑誌（地球の歩き方）に、京丹後の体験メニューを掲載し、情

報発信した。 

 

(6)観光案内所事業  

・ 京丹後市観光情報センターを運営管理し、窓口・電話・メール等による観光情報発信と

観光パンフレットの配架を行った。 

・ イベント情報はホームページ・案内所・各支部のパンフレットスタンド等で配架を行い、

観光振興課とも情報を共有しながら発信を行った。 
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（参考）京丹後市の要望により、京都スマートシティ推進協議会および京都府が

デジタルサイネージを設置。網野駅のほかには、東京駅、阪急梅田駅、府内の主

要な観光地７カ所に設置。動画放映や、イベント情報、地図、天気予報などの情

報を多言語で得られる機能や Wi-Fi 機能を搭載しており、観光客等の利便性の向

上や周遊促進を図るため、観光情報やイベント情報の発信を行っていく。 

(7)商品造成事業

・ 着地型観光商品として、東京海上日動火災保険㈱京都支店の社員旅行を企画して販売し

た。参加者：33名。

・ 体験メニューの提供先数社と新たに契約を結び、滞在型観光の促進に努めた。

(8)支部活動費

・ 各支部で、事業活動及び支部運営経費として下記補助額を執行した。

支部 補助額 

丹後町支部 800,000円 

網野町支部 800,000円 

久美浜町支部 800,000円 

峰山町支部 800,000円 

弥栄町支部 800,000円 

大宮町支部 800,000円 

(9)海水浴安全祈願式

・ 7/1 浜詰夕日ヶ浦海水浴場を会場に神事を行った。
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