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報告事項第１号 

平成 27年度事業報告 

平成 27 年度当協会は、定款の目的に定めた、「彦根市及びその周辺地域における観光並びに物

産資源の開発、観光並びに物産施設の整備及び観光客の誘致の促進により、観光並びに物産事業

の健全な発展を図り、もって地域経済の活性化及び地域文化の振興に寄与すること」を基本理念とし

て事業推進に努めてまいりました。 

本年度は、情報発信事業、観光行催事の振興事業、物産振興事業、各実行委員会との振興事業、

彦根市観光案内所運営事業、彦根観光センター運営事業、彦根市観光駐車場指定管理者運営事業

などを実施してまいりましたが、特に、７月１０日から１２月２３日まで開催されました井伊直弼公生誕

200 年祭記念事業に当協会も実行委員会の一員として参画し、主催事業として「大名茶会と花展およ

び彦根城夜楽」「関係都市連携交流事業」「ひこねおもてなし事業」を実施いたしました。 

まず、情報発信事業につきましては、広報宣伝活動および誘致活動としては、旅行企画会社への

ＰＲとして、びわこビジターズビューローとの連携により首都圏、中京地区、関西圏の各旅行企画会社

との商談会に参加し、情報提供・商品造成の依頼を行いました。 

また、各種メディアに対しては、テレビ・ラジオ局、旅行情報誌、新聞等への積極的な情報提供を行

うとともに、彦根市フィルムコミッション室の映像誘致活動を支援したほか、滋賀県内各市町の観光協

会とともにＰＲ活動を行うなど、交通系メディアの活用にも努めました。 

さらに、インバウンドの受入が注目される中、世界遺産登録を目指している彦根も認知度を高めて

いく必要があり、関西地域振興財団、中部広域観光推進協議会、滋賀県との連携で、東南アジア各

国の旅行会社やメディア等のアテンドを行い、認知度向上に努めました。 

次に、観光行催事の振興事業につきましては、春の彦根城桜まつり、夏の彦根ばやし総おどり大

会、秋の玄宮園で虫の音を聞く会、彦根城ライトアップ、ひこねの城まつりパレードなどの事業を実施

いたしました。 

次に、物産振興事業につきましては、春のご城下にぎわい市の開催、秋には、交流都市と彦根の

観光と物産展を開催いたしました。また、他都市への出店として家康楽市・春の陣 in 浜松出世城、井

伊直弼公生誕 200年祭実行委員会主催事業の「彦根の観光と物産展 in横浜」をはじめ 6回の出店を

行い、本市物産の宣伝、販路拡大に努めてまいりました。 

次に、各実行委員会との振興事業につきましては、ひこねお城大使選定委員会、彦根フォトコンテ

スト、彦根・北びわこ大花火大会、ひこねの城まつりを実施するなど、本市への観光誘客に積極的に

取組んでまいりました。 

次に、観光案内所運営事業につきましては、彦根市観光案内所での「いらっしゃいませ館」の運営

を行いました。 

さらに、彦根市がおもてなしの場所として、平成 27年 3月 20日から彦根観光センターをリニューア

ルオープンされ、当協会が運営を行いました。 

次に、彦根市観光駐車場指定管理者運営事業につきましては、彦根市観光駐車場の運営を行うと

ともに、特別史跡文化財保存用地を駐車場として借り受け、観光客の利便性を高めるとともに交通渋

滞緩和に努めました。 

さらに、観光先進地視察研修や特別講演会などの研修会等を開催いたしました。 
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その結果、平成 27 年度の彦根城への入場者数は、817,100 人で対前年度比 110.2%となりました。

特に、「井伊直弼公生誕 200 年祭」期間中は、前年度対比約 37,000 人多い、約 402,000 人の多く

の来場者があり、市の目標であった年間 80 万人に 4年ぶり達成することができ、当協会としても寄

与できたものと考えております。 

 

これらの事業結果を踏まえ、当観光協会の各部会、各委員会、各実行委員会、ＮＰＯ法人および彦

根市、彦根商工会議所、彦根商店街連盟、彦根青年会議所、びわこビジターズビューロー、近隣観

光関連団体など、さらにはＪＲ西日本と緊密な連携を図りながら、次年度以降の事業発展に繋げてま

いりたいと考えております。 

 

1 諸会議の開催 

(1)定時総会 

日   時  平成２７年５月２７日（水）午後３時～ 

場   所  彦根ビューホテル レイクビューホール 

選   任  ひこねお城大使選任式 

表   彰  観光優良従事者表彰式 

議   事  

第１号議案  平成２６年度計算書類の承認について 

第２号議案  役員の選任の承認について 

    報告事項 

報告事項第１号  平成２６年度事業報告について 

報告事項第２号  平成２７年度事業計画について 

報告事項第３号  平成２７年度予算について 

 

(2)理事会 

①第１回理事会 

日   時  平成２７年５月１２日（木）午後３時～ 

場    所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

議    事 

議案第 ８号  会員の入退会について 

議案第 ９号  平成２６年度事業報告について 

議案第１０号  平成２６年度計算書類の承認について 

議案第１１号  定時総会時における委任状の取り扱いについて 

議案第１２号  公益社団法人彦根観光協会組織規程の一部改正(案)について 

議案第１３号  平成２７年度観光優良従事者被表彰者(案)について 

    報告事項 

報告事項第 ９号  役員の選任(案)について 

報告事項第１０号  平成２７年度ひこねお城大使選定結果について    
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報告事項第１１号  平成２７年度桜開花時期における各種利用状況について 

報告事項第１２号  湖東体験型観光推進事業について 

報告事項第１３号  井伊直弼公生誕 200年祭事業(案)について(彦根観光協会担当分) 

 

②第２回理事会 

日   時  平成２７年５月２７日（金）定時総会終了後～ 

場   所  彦根ビューホテル ゴールド 

議   事   

議案第１４号  役員の選任(案)について 

 

③第３回理事会 

日   時  平成２７年６月２９日 （月） 午後３時～ 

場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

議   事 

議案第１５号  会員の入退会について 

 議案第１６号  公益社団法人彦根観光協会職員の賞与に関する規程の一部改正(案)につ

いて 

      議案第１７号  彦根観光協会宿泊部会設置要綱の一部改正(案)について 

        議案第１８号  彦根観光協会観光物産部会設置要綱の一部改正(案)について 

    報告事項 

報告事項第１４号 平成２７年度第１回北びわ湖大花火大会実行委員会報告について 

報告事項第１５号 「彦根ばやし＆ゆかたフェス」について 

報告事項第１６号 「彦根城夜楽第１夜」実績報告について 

報告事項第１７号 平成２７年度湖東体験型観光推進事業について 

報告事項第１８号 彦根観光センターの現状について 

      

④第４回理事会 

日   時   平成２７年７月２７日（月） 午後３時～ 

場   所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

 議   事    

   議案第１９号  会員の入退会について 

   議案第２０号  平成２７年度補正予算(第１号)について 

     

 報告事項 

 報告事項第１９号  平成２７年度第２回北びわ湖大花火大会実行委員会報告について 

 

   ⑤第５回理事会 

日   時  平成２７年８月２０日（木） 午後４時３０分～ 
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場   所  伊勢幾 

議   事 

  議案第２１号  「彦根市観光駐車場の指定管理者の公募」について 

  議案第２２号  「玄宮園で虫の音を聞く会」について 

報告事項 

    報告事項第２０号  「北びわ湖大花火大会」について 

    報告事項第２１号  「彦根ばやし＆ゆかたフェス」について 

       報告事項第２２号  「彦根佐和口学園ミステリー部」について 

       報告事項第２３号  「関係都市連携交流事業」について 

 

⑥第６回理事会 

日   時  平成２７年９月２８日（月） 午後３時～ 

場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

議   事 

議案第２３号  会員の入退会について 

議案第２４号  平成２７年度補正予算(第２号)について 

      報告事項 

報告事項第２４号  「観光先進地視察研修事業実績報告」について 

報告事項第２５号  「ひこねの城まつりパレード」について 

報告事項第２６号  「埋木舎展示事業」について 

 

⑦第７回理事会 

日   時   平成２７年１０月２３日（金） 午後３時～ 

場   所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

議   事 

議案第２５号  会員の入退会について 

議案第２６号  「錦秋の玄宮園ライトアップ」について 

  報告事項 

   報告事項第２７号 「彦根城夜楽第２夜」実績報告について 

   報告事項第２８号 「玄宮園で虫の音を聞く会」実績報告について 

 

⑧第８回理事会 

日   時  平成２７年１１月２７日（金） 午後３時～ 

場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

      報告事項 

      報告事項第２９号  「彦根城夜楽第３夜」実績報告について 

      報告事項第３０号  「大名茶会と花展」実績報告について 

      報告事項第３１号  「ひこねの城まつりパレード」実績報告について 
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      報告事項第３２号  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９１条第１項第２号の

規定に基づく理事会への報告について 

 

⑨第９回理事会 

日   時  平成２７年１２月２５日（金） 午後４時～ 

場   所  彦根キャッスルリゾート＆スパ 天秤の間 

議   事 

議案第２７号  公益社団彦根観光協会個人情報保護規程の一部改正(案)について 

議案第２８号  「彦根灯花会」事業について 

     報告事項 

      報告事項第３３号  「錦秋の玄宮園ライトアップ事業」実績報告について 

 

⑩第１０回理事会 

日   時  平成２８年１月２７日（水） 午後３時～ 

場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

議   事 

議案第１号  平成２７年度補正予算(第３号)について  

  報告事項 

   報告事項第１号  平成２８年度予定事業行程表(案)について 

    

   ⑪第１１回理事会 

     日   時  平成２８年２月１９日(金) 午後３時～ 

     場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

     議   事   

      議案第２号  会員の入退会につ 

     報告事項 

      報告事項第２号  「特別講演会」実績報告について 

       

   ⑫第１２回理事会 

     日   時  平成２８年３月２５日(金) 午後３時～ 

     場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

     議   事 

       議案第３号  会員の入退会について 

       議案第４号  平成２８年度事業計画(案)について 

       議案第５号  平成２８年度予算(案)および資金調達及び設備投資の見込みについて 

       議案第６号  公益社団法人彦根観光協会就業規則の一部改正(案)について 

      議案第７号  公益社団法人彦根観光協会職員の賞与に関する規程の一部改正(案) 

              について 
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         議案第８号  公益社団法人彦根観光協会職員等被服貸与規程の制定(案)について 

       議案第９号   平成２８年度定時総会の招集について 

     報告事項 

       報告事項第３号  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９１条第１項第２号の

規定に基づく理事会への報告について 

 

(３)業務執行理事会 

①第 1回業務執行理事会 

日    時   平成２７年５月１２日（火） 午後２時～ 

場    所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項 

(1) 会員の入退会について 

(2) 平成２７年度彦根観光協会定時総会提出議案等について 

(3) 規程の一部改正について 

(4) 観光優良従事者被表彰候補者について 

報告事項 

(1) 次年度の役員候補者について 

(2) ひこねお城大使について 

(3) 桜開花時期の各種利用状況について 

(4) 平成２７年度事業計画について 

 

②第２回業務執行理事会 

日    時   平成２７年６月２９日（月） 午後２時～ 

場    所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項 

(1) 会員の入退会について 

(2) 規程等の一部改正について 

報告事項 

(1) 「彦根夏の陣」のイベントについて 

(2) 彦根城夜楽の実績報告について 

(3) 湖東体験型観光推進事業について 

(4) 彦根観光センターについて 

 

③第３回業務執行理事会 

日    時   平成２７年７月２７日（月） 午後２時～ 

場    所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項 

(1) 会員の入退会について 
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(2) 平成２７年度補正予算について 

報告事項 

(1) 「彦根夏の陣」のイベントについて 

 

④第４回業務執行理事会 

日    時   平成２７年８月２０日（木） 午後３時３０分～ 

場    所   伊勢幾 

協議事項 

(1) 指定管理の公募について 

(2) 「玄宮園で虫の音を聞く会」について 

    報告事項 

  （１）「彦根夏の陣」のイベントについて 

  (２)井伊直弼公生誕 200年祭事業(彦根観光協会担当事業分)について 

 

⑤第５回業務執行理事会 

日   時  平成２７年９月２８日（月） 午後３時～ 

場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項 

(1) 会員の入退会について 

(2) 平成２７年度補正予算について 

報告事項 

(1) 研修会について 

(2) ひこねの城まつりパレードについて 

(3) 井伊直弼公生誕２００年祭事業(彦根観光協会担当事業分)について 

 

⑥第６回業務執行理事会 

日   時  平成２７年１０月２３日（金） 午後２時～ 

場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項   

（１） 会員の入退会について 

（２） 「錦秋の玄宮園ライトアップ」について 

    報告事項 

（１） 彦根城夜楽の実績報告について 

（２） 玄宮園で虫の音を聞く会について 

 

⑦第７回業務執行理事会 

日   時   平成２７年１１月２７日（金） 午後２時～ 

場   所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 
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    報告事項 

     （１）井伊直弼公生誕 200年祭事業(彦根観光協会担当事業分)について 

       （２）ひこねの城まつりパレードについて 

     （３）理事の職務及び権限について 

⑧第８回業務執行理事会 

日   時   平成２７年１２月２５日（金） 午後３時 

場   所   彦根キャッスルリゾート＆スパ 天秤の間 

協議事項 

(1) 規程等の一部改正について 

(2) 「彦根灯花会」事業について 

    報告事項 

     （１）「錦秋の玄宮園ライトアップ事業」について 

 

⑨第９回業務執行理事会 

日   時   平成２８年１月２７日（水） 午後２時～ 

場   所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項    

（１） 人事考課制度について 

（２） 平成２７年度補正予算(第３号)について 

報告事項 

（１）平成２８年度予定事業行程表(案)について 

 

⑩第１０回業務執行理事会 

日   時  平成２８年２月１７日（水） 午前９時３０分～ 

場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項 

(1) 人事考課制度について 

(2) 第１１回理事会提出案件等について 

(3) 平成２８年度定時総会の開催目的および開催場所について 

 

   ⑪第１１回業務執行理事会 

    日   時  平成２８年２月２７日（土） 午前９時３０分 

    場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

    協議事項 

（１） 人事考課制度について 

（２） 平成２８年度当初予算について 

 

   ⑫第１２回業務執行理事会 
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    日   時  平成２８年３月１９日（土） 午後２時～ 

    場   所  ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

    協議事項 

（１） 人事考課制度について 

（２） 第１２回理事会提出案件等について 

 

（４） 各部会 

①宿泊部会  12回 4/27、5/18、6/15、7/27、8/17、9/28、10/19、11/16、12/21、      

1/18、2/15、3/22 

② 社寺・文化財部会     ９回 5/18、6/22、7/24、8/18、9/15、10/22 、12/3、    

2/10、3/15 

(ア)井伊家ゆかりの神様・ほとけ様十三巡り 

彦根には、昔から人々を癒し、力を受けるパワースポットというべき数々の社寺

があることから、16 社寺による特別公開とご住職・ご神職の話に耳を傾けながら、

穏やかでより深い彦根の歴史を知っていただくために開催した。 

主   催  社寺文化財部会 

開催期間  平成２７年１１月１４日(土) ～平成２７年１１月２９日(日) 

開催場所  大師寺・千代神社・済福寺・宗安寺・天満宮北野神社・埋木舎・ 

        滋賀縣護国神社・長寿院・龍潭寺・多賀大社・金毘羅宮慈眼寺・ 

        青岸寺・圓常寺・西明寺・金剛輪寺・百済寺（順不同） 

(イ)井伊家ゆかりの社寺で聞く「歴史・文化・教養講座」 

社寺の貴重な秘蔵品等の特別公開期間中に、井伊家ゆかりの社寺で聞く「歴史・

文化・教養講座」を彦根城博物館から講師を招き、2回開講した。 

第１１回  日 時  平成２７年４月１７日（金） 午後２時～午後３時３０分 

            テ ー マ  「龍潭寺の襖絵」  会場：龍潭寺 

            講 師  高木文恵氏（彦根城博物館 学芸員） 

    参加人数  ３１名 

第１２回  日 時  平成２７年１１月１９日（木） 14:00～15:30 

      テ ー マ  「日本刀に親しむ」 

      会 場  天満宮 北野神社 

      講 師  古幡 昇子氏（彦根城博物館学芸員） 

      参加人数  ２３名 

③ 観光物産部会運営委員会 5回 6/12、7/24、10/14、1/21、3/2 

 

④ 料理レストラン部会   2回 7/2、12/15 

 

⑤ 各委員会  テーマパーク創造委員会 5/9、5/30(夜楽)、9/19(夜楽)、10/24(夜楽) 

                            井伊直弼公生誕 200年祭実行委員会主催事業 

                     彦根城おもてなし事業(埋木舎展示事業) 11/21～12/23 
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           誘客宣伝プロモーション委員会  

          井伊直弼公生誕 200年祭実行委員会主催事業 

          彦根城おもてなし事業(彦根佐和口学園ミステリー部事業) 

                            7/1～12/23 

        会員研修交流委員会 3回 8/20、12/25、2/12 

 

⑥ 彦根ばやし総おどり大会検討委員会 

第１回 

日   時   平成２７年５月２２日（金） 午後３時～ 

場   所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項    

(1) 今後の取り組みについて 

 

第２回 

日   時   平成２７年６月１６日（火） 午後２時～ 

場   所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

協議事項    

(1)各団体の調整等について 

 

 

⑦ 「彦根ばやし総おどり大会」に関する会議 

日   時   平成２７年１０月１５日（木） 午後２時～ 

場   所   ひこね街なかプラザ ３階 会議室 

議   題    

(1) 反省点について 
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2 情報発信事業 

(1) マスメディア・ウェブサイトを活用した情報発信 

効果的、効率的な観光情報を発信するため新聞、雑誌、テレビ、FMラジオなどのマスメディ

アを活用した広告宣伝など積極的な展開を試み、集客力の増加に努めた。 

       （彦根観光協会 ウェブ） 

 訪問者数 総ページビュー数 

本年度 839,619件 2,782,772ページビュー 

前年度 836,263件 2,685,975ページビュー 

    増減数  3,356件 96,797ページビュー 

前年対比 100.4％ 103.6.％ 

 

(2) 観光宣伝印刷物の頒布による情報発信 

① 電話等にて観光宣伝印刷物の送付依頼のあった全ての旅行会社、企業、個人等の方に対

し、観光、宿泊施設、お食事処、土産品、また近隣の観光情報等のパンフレットおよびチ

ラシをメール宅配便にて送付し、集客力の増加に努めた。 

 

(3) （公社）びわこビジターズビューローと連携した情報発信 

首都圏及び大阪、名古屋の観光展コーナーなどにおいて誘致宣伝を行なった。 

 

(4) キャンペーン等を利用した広報宣伝 

びわこビジターズビューロー、ＪＲ西日本等が主催する、福岡、金沢のキャンペーンに参加し、

宣伝を行なった。 

また、彦根市が出展したキャンペーン等に、ひこねお城大使の派遣、物産展の出展を行っ

た。 

 

(5) ひこねお城大使を活用した情報発信 

彦根市、彦根商工会議所、彦根商店街連盟と実行委員会を組織し、ひこねお城大使を選

定し、彦根のイメージアップや観光を PR するため、各地との交流事業や彦根のキャンペーン、

彦根ばやし総おどり大会やお城まつりパレードなどの事業に派遣した。 

特に、本年度は、井伊直弼公生誕 200 年祭が開催され、本市の観光宣伝に努めた。また、

ひこねお城大使公式フェイスブックページを設け、専用ブログと連携し、広報宣伝に努めた。 

 

(6) 誘客看板を活用した情報発信 

名神高速道路沿い多賀町敏満寺地先、米原市柏原地先の 2 カ所に大型看板を設置し、彦

根城の知名度の向上と観光誘客に努めた。 

 

(7) 観光情報誌等とタイアップした情報発信 
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各種観光情報誌等とタイアップし、彦根市の情報発信に努めた。 

（関西・中四国 じゃらん、東海じゃらん、男の隠れ家、walkerplus、ぴあ、滋賀たびなど） 

 

(8) SNSを利用した情報発信 

ツイッターやフェイスブックを利用した、カスタマーとの双方向情報発信に努めた。 
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3  観光行催事の振興事業 

(1) 彦根城桜まつり 

市民や観光客に彦根城の桜を楽しんでいただくため、彦根城桜まつり開催期間中、城内一

帯において車両通行規制を行い、また夜桜を楽しんでいただくため、ハロゲンライト、水銀灯、

行灯を京橋、大手門から表門橋、桜場駐車場一帯に設置した。 

さらに協賛企業を募り、花見ぼんぼりを表門橋付近の内堀沿いに設置し夜桜見物の雰囲気

を醸し出した。 

開催期間  平成２７年４月１日（水）～平成２７年４月２０日（月） 

交通規制  いろは松前～表門前～東高校前     午前９時～午後６時まで 

        旧二の丸派出所前～玄宮園～黒門   午前９時～午後１０時まで 

        平成２７年４月 1日(水)～平成２７年４月１３日(月)まで 

ライトアップ  時間 午後６時～午後９時 

         場所 玄宮園前～表門橋～大手門橋および京橋一帯 

         照明機材 128基 

 

(2) ご城下にぎわい市 

桜まつりおよびゴールデンウィーク期間中、彦根城域金亀児童公園内井伊大老像横特設

テントにて、観光客のための郷土品の販売を行った。 

開催日時：平成２７年３月２１日(土・祝)～平成２７年５月６日(水・祝) ４７日間  

午前 9時～午後 5時 

場   所：彦根城域金亀児童公園内井伊大老像横 

特設テント 

出店者数：５２店舗       (前年度４８店舗) 

出店品目：７３０品目    (前年度６３０品目)  

来場者数：約２３，０００人 （前年度約２４，０００人） 

売上：約３,９００万円   （前年度約３，９００万円） 

 

(3) 「ひこね夏まつり 彦根ばやし＆ゆかたフェス」 

第５３回 彦根ばやし総おどり大会 

  今年度は、「彦根ばやし総おどり大会」と「ゆかたまつり」を同日に開催し、第 1 部として、市

が指定する無形民俗文化財の４団体のうち3団体によるおどりと新調彦根ばやしを夢京橋キャ

ッスルロードで、第 2部は、例年どおりの正調彦根ばやしと江州音頭を銀座、中央商店街にて

開催した。 

当日は、午後４時～午後１０時まで周辺地域の道路において車両通行規制を行い、見物客

や参加者の安全確保に努めた。また、竹骨のひこにゃん絵柄のうちわを３，０００本製作し観客

に無料配布した。 

開催日時  平成２７年８月８日(土)  午前１１時～午後９時 

場   所  夢京橋キャッスルロード、中央町・銀座街通り各商店街 
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参加団体  ２７団体    （前年度 ２９団体） 

参加者数 約１，１００人   （前年度 約１，２００人） 

観 客 数 約２８，０００人   （前年度 約２，０００人） 

 

(4) 玄宮園で虫の音を聞く会 

月を愛で、虫の音に耳を傾けていただきながら、普段なかなか感じることのできない、ゆっ

たりとした時の流れと玄宮園から眺める国宝の天守と名月の格別の美しさを味わっていただく

ため、園内に床机台と鈴虫を配置し、パーライトおよびハロゲンランプ９５基、水中ライト１２基

にて幽玄の世界を演出した。 また、陶器製足元灯１０７基を設置し、入園者の安全確保に努

めた。 

開催期間  平成２７年９月１９日（土）～平成２７年１０月４日（日） 

        １６日間 

時   間  午後６時３０分から午後９時まで 

場   所  名勝 玄宮園・楽々園 

参 加 料  大人 ５００円  小・中学生 ２００円 

 

開催内容 

茶席 平日 鳳翔台 一服５００円  

呈茶席 土日祝 庭園にて 一服 500円  

琴演奏 土日祝 

 

鳳翔台 無料  

雅
楽
演
奏 

彦根雅の会 
9/23 （ 水 ・

祝） 
鳳翔台 

無料 

 

 主韻会 9/20（日） 無料 

東円堂雅楽会 10/3（土） 無料 

 

 入場者数 お茶席 

本年度 2,578人 1,024人   

前年度 3,350人 1,118人   

増減数 △772人 △94人   

前年対比 77.0％ 91.6％   

 

(5) 光の祝祭 彦根城ライトアップ「ひこね夢灯路」 

夜の静寂のなかに浮かび上がる彦根城天守や内堀の石垣、佐和口多聞櫓などの歴史的

景観を芸術的な空間に創造し、紅葉と共に浮かびあがる様々な光を市民や観光客に楽しん

でいただくための事業として、国宝・彦根城築城４００年祭で実施した彦根城ライトアップ「ひこ

ね夢灯路」を継承すべく、「玄宮園で虫の音を聞く会」から「錦秋の玄宮園ライトアップ」が終了

するまでの期間彦根城周辺を中心として、ハロゲンランプ８４基、水銀灯３２基、行灯７５基にて

ライトアップを行うことにより、夜間観光客の市内への回遊を促し、滞在時間の延長や宿泊滞

在客の増加に努めた。 

なお今回も火災予防の観点から、委託事業者や(財)関西電気保安協会とも連携しライトアッ
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プの実施期間中、最大限安全の確保に努めた。 

開催期間  平成２７年９月１９日(土)～平成２７年１１月２９日(日)の７２日間 

時   間  日没～午後 9時まで 

場   所  佐和口多門櫓・二の丸・玄宮園・博物館前犬走り・表門から大手前・ 

        旧西郷屋敷長屋門前 

 

(6) 井伊直弼公奉告祭  

井伊直弼公生誕の時期にあわせて、彦根の礎を築かれた先達の遺徳を偲んで、旧彦根藩

３５万石の城下町の歴史と伝統を生かした文化の香り高いまちづくりを進め、観光客の誘致促

進を図ることを目的に開催した。 

① 市内に居住する５歳児から希望者を募り、衣装を着付け市役所前から井伊大老像前まで稚 

児行列を実施した。 

② 献香、供茶、献華、献曲、献舞を行い、井伊直弼公の奉告祭を実施。 

開催日時 平成２７年１０月２４日(土)午前１０時～午前１１時 

場   所  彦根城金亀公園 井伊直弼公銅像前 

参加者数  ６８名 市内に居住する 5歳児 

 

(7) 第 63回ひこねの城まつりパレード 

彦根ならではの文化の香り高いまちづくりの一環として行われてきた城まつりパレードで、

本年は、「井伊直弼公生誕 200 年祭」開催期間中であり、「井伊直弼公行列」「井伊家歴代当

主行列」をパレードの中心とし、直弼公を支えた、宇津木景福、長野義言、中川緑郎、村山た

かなども登場させ、井伊直弼公役には、人気俳優原田龍二氏に担当いただいた。また、NHK

大河ドラマ「おんな城主直虎」放送決定に併せて、直虎公も登場させました。さらに「彦根鉄砲

隊」、「市女笠列」、「子ども大名行列」、「子ども時代風俗行列」、「キャラクター列」、「赤鬼家臣

団列」、「彦根町火消隊」など総勢約１，０００名規模の行列となり、沿道をうめた多くの観客を

魅了した。 

開催日時  平成 27年１１月３日（火・祝)  午後１時から午後３時まで 

場   所  彦根城内～市内 （城東小学校～京町通り 

～駅前お城通り～いろは松～彦根城内～ 

        彦根東高校～夢京橋～銀座～城東小学  

校） 

参加者数  約１，０００人  （前年度 約１，０００人） 

観 客 数  約６５，０００人 （前年度 約５０，０００人） 

 

(8) 錦秋の玄宮園ライトアップ 

玄宮園から眺める国宝の天守と、池に映りこむ紅葉は息を呑む美しさを見せ、来園客に幽

玄の世界を楽しんでいただくことを目的に開催している。今年度は、期間中ひこにゃんが３回

登場し来園客を出迎えてくれた。また、ひこにゃん提灯の貸出しサービスを行ない、来場客の
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好評を博した。 

開催期間  平成２７年１１月１４日（土）～平成２７年１１月２９日（日）の２４日間 

時   間  午後６時から午後９時(入園は午後８時３０分まで) 

場 所    名勝 玄宮楽々園 

入 場 料  大人 ５００円  小・中学生 ２００円 

開催内容  茶席 鳳翔台にて 一服５００円 午後６時３０分から午後８時４５分まで 

 

 

 入園者数 お茶席 

本年度 6,950人 314人 

前年度 10,160人 465人 

増減数 △3,210人 △151人 

前年対比 68.4％ 67.5％ 

 

  （9）国宝彦根城夜間特別公開 彦根城夜楽 

       従来の「見る」だけの彦根城観光から脱脚し、実際に彦根城を使って「遊ぶ」ことをテーマ

として掲げ、「昼」だけでなく、「夜」の彦根城観光にスポットをあてることにより、今までにな

い新しい形の魅力を持つ観光地として、全国に向けて国宝彦根城の素晴らしさを発信す

ることを目的として開催した。 

 

第 1夜 

開催日時  平成２７年５月３０日（土）  午後６時３０分～午後９時３０分 

場   所  彦根城一帯 

内   容  登城太鼓、赤備甲冑隊、ひこにゃんステージ、多賀座演舞など。 

入場者数    ６２６人 

 

第 2夜 

開催日時  平成２７年９月１９日（土）  午後６時３０分～午後９時３０分 

場   所  彦根城一帯 

内   容  登城太鼓、赤備甲冑隊、ひこにゃんステージ、多賀座演舞、お茶・水の無料サ

ービスなど。 

入場者数   １，１００人 

 

第 3夜 

開催日時  平成２７年１０月２４日（土）  午後６時３０分～午後９時３０分 

場   所  彦根城一帯 

内   容  登城太鼓、赤備甲冑隊、ひこにゃんステージ、多賀座演舞、ひこね菓子選手

権受賞作品「かえりみち」等のふるまいなど。 

入場者数   １，４００人 
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  （10）彦根灯花会 

      大津・近江八幡・長浜などでも同時に実施される「滋賀のおもてなし旅～びわ湖灯り絵巻

～」の一環として実施し、ＬＥＤライトやキャンドルを使ったライトアップを実施することで、県内

および地域内での宿泊をともなう観光誘客を促進することを目的に開催した。 

① びわ湖灯り絵巻 

      開催日時   平成２８年２月１１日（木・祝）～平成２８年２月１４日（日） ４日間 

  午後６時～午後９時まで 

      開催場所   夢京橋キャッスルロードおよび四番町スクエア 

② 彦根灯花会、ひこねキャンドルナイト 

      開催日時   平成２８年２月１４日（日）   午後６時～午後９時 

      開催場所   夢京橋キャッスルロード～四番町スクエア一帯 

③ 彦根バレンタインバル 

      開催期間   平成２８年２月１４日（日）  午後５時３０分～午後９時３０分 

      開催場所   彦根観光協会会員及び商店街組合員店舗  １５店舗 

 

   (11)湖東体験型観光推進事業 

      彦根市、愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町の１市４町で組織されている、びわこ湖東路観光

協議会からの委託を受け、同協議会加盟市町および近隣市である東近江市の協力を得な

がら、２中学校、５３０人の農家民泊の受入を実施した。 

      ・浜松市立東部中学校  生徒 ２１８人 平成２７年５月２０日(水)～平成２７年５月２２日(金) 

        ・横須賀市立大津中学校 生徒 ３１２人 平成２７年６月３日(水)～平成２７年６月４日(木) 
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4   物産振興事業  

(1) 交流都市と彦根の観光と物産展 

優れた物産品を一堂に集め、観光客の誘致および物産の販路の拡大と開拓を図り、もって姉

妹城・親善都市・交流都市と彦根市の文化と経済の交流を促進し、一層の親善と友好を深めるこ

とを目的として、姉妹城都市の高松市、親善都市の水戸市そして交流都市(松前町・江差町・浜松

市・横浜市(西区)・長崎市・敦賀市)に、歴史的に関係の深い倉吉市や、近隣の多賀町・愛荘町・

豊郷町を加え開催した。 

開催日時 平成２７年１０月３１日(土)～平成２７年１１月３日(火・祝)  午前 10時～午後 5時 

場   所 ひこね市文化プラザ駐車場 

出展内容 １２市町３２社 約３５０品目 

来場者数 約１９，０００人   （前年度 約１５，０００人） 

売   上 約２，０３２万円     （前年度 約１，８５６万円） 

 

(2) 他都市物産展への出展事業 

彦根市の姉妹城・親善都市と交流都市の観光と物産展である水戸市をはじめ、その他多くの歴

史的関係が深い全国の都市の催し物などへ、以下のとおり積極的に観光パンフレットの頒布や

物産販売を中心とした出展を行い、彦根市の観光および物産の PRを行った。 

 

① 家康楽市 春の陣 in浜松出世城 

開催期日  平成２７年４月２５日(土)、平成２７年４月２６日(日)  午前９時～午後４時 

場   所  浜松城公園 

出展者数  実演販売(1社)、直販(1社) 

出展内容  近江牛牛串、ひこにゃんグッズ等 

来場者数  約４０，０００人 （前年度約 40,000人） 

売   上  実演約 75万円、直販約 25万円 （前年度 約 95万円） 

 

② びわ湖トライアスロンｉｎ近江八幡 

 開催日時  平成２７年６月１４日（日）   午前 8時～午後 4時 

 場   所  休暇村 近江八幡 宮ヶ浜水泳場 

 出展者数  受託販売（5社） 

 来場者数  約 2,000人 

 売   上  約 18,000円 

 

③ 明治大学全国校友滋賀大会 

 開催日時   平成２７年９月５日（土）～平成２７年９月６日（日） 午前９時～午後８時 

 場   所   大津プリンスホテル 

 出展者数   直販（1社）、受託販売（6社） 

 来場者数   約 1,100人 
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 売   上     直販 約 25,000円、受託販売 約 88,000円   

 

 

④ 彦根の観光と物産展 in横浜赤レンガ倉庫 

(井伊直弼公生誕 200年祭実行委員会主催事業関係都市連携交流事業) 

開催日時    平成２７年９月５日(土)～平成２７年９月６日(日)  午前１０時～午後５時 

場   所   横浜赤レンガ倉庫前広場 

出展者数   実演販売(２社)、直販(１社)、受託販売(６社) 

出展内容    彦根銘菓、近江牛関連商品、湖魚関連商品、ひこにゃんグッズ等 

来場者数    約 45,000人  

売   上    約６４万円   

 

⑤ 姉妹城・親善都市と交流都市の観光と物産展 in水戸 

開催日時   平２７年１１月１９日（木）～平成２７年１１月２４日(火)  

午前１０時～午後７時３０分 

場   所   京成百貨店 ７階 催事場 

出展者数   受託販売(１０社)、直販(１社) 

出展品目   約１２０品目 

来場者数   約１０，０００人 

売   上   約 123万円 

 

⑥ びわ湖一周ロングライド 2016 

開催日時    平成２８年３月１３日(日) 午前１０時～午後５時 

場   所    彦根ビューホテル 

出展者数    受託販売（3社） 

出展内容    彦根銘菓、鮎、ひこにゃんグッズなど 

来場者数    約 2,500人  （前年度 約 1,800人）  

売   上    約 4万円   （前年度 約５万円） 
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5  各実行委員会との振興事業 

(1) 2015彦根・北びわ湖大花火大会の実施 (通算６６回)  

本年も松原水泳場を見物会場とし、彦根の夏の風物詩として夏の夜空と湖面を照らす花火大

会を、滋賀県と彦根市の補助金および多くの企業、市民の協賛を得て開催した。 

特に、今年度は「井伊直弼公生誕200年祭」期間中でもあり、点火式や湖上2か所から連動し

た打上による斬新的な演出として実施した。 

主催団体  北びわ湖大花火大会実行委員会 

開催日時  平成２７年８月１日(土)   

 午後７時３０分～午後８時３０分 

場   所  琵琶湖松原水泳場 

打ち上げ玉数  約 10,000 発  スターマイン １１基 

観客動員数    約 150,000 人 （前年度約 140,000人） 

 

(2) 第６３回 ひこねの城まつりの実施 

主催団体  ひこねの城まつり実行委員会 

実施期間  平成２７年１０月１日(木)～平成２７年１１月３０日(月)  ６１日間 

開催場所  彦根市内 

① 彦根いい秋散策プラン・ガイドブック 

ガイドブック(クーポン券＆スタンプラリー)25,000冊を発行し、36か所のポイトの中から6 

カ所のスタンプを集めるラリーと 98 件の観光施設や協賛店で観る・食べる・泊まるがお得

になるクーポン券によるキャンペーンを実施した。また期間中に恒例の「ヨロイ変身体験」

「かんたん変身体験」}を実施した。 

実施期間  平成２７年１０月１日(木)～平成２７年１１月３０日(月) ６１日間 

開催場所  彦根市内 

           開催内容  クーポン券利用数  1,486枚 (前年度 10,148枚) 

アンケート回収数(スタンプラリー走破者数)  1,955枚（前年度 3.168枚） 

 

② ヨロイ変身体験 

開 催 日   平成２７年１１月７日(土) ～平成２７年１１月８日(日) 

着付場所  彦根城博物館  講堂 

参加人数  ３８人（県内１８人、県外２０人） （前年度 ３９人うち県内 21人、県外 18人） 

 

③  かんたん変身体験 

開 催 日   平成２７年１１月７日(土) ～平成２７年１１月８日(日) 

着付場所  彦根城博物館  講堂 

参加人数 ６５人 

（県内 46人、県外 19人） （前年度 153人のうち県内 93人、県外 60人） 
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(3) 彦根フォトコンテストの実施 

彦根における写真文化の更なる発展と振興、また歴史的文化の香り高い城下町彦根の魅力

を日本全国に発信することを目的に開催した。 

第1部では彦根市内で開催される観光イベントを、第2部では彦根の豊かな四季折々の自然

風景や動植物がテーマに作品を募集した。 

また、彦根市内で撮影した作品をインターネット応募部門として新設した。 

主催団体  彦根フォトコンテスト実行委員会 

撮影期間  第 1部・第２部・第３部  平成２７年３月～平成２８年２月 

応 募 数  第 1部 87点(前年度 102点) 第 2部 130点(前年度 156点) 第３部 80点 

       

 

 

 

 

 

第 2部特選 夕映えの湖岸並木 第 2部特選 夕暮れの玄宮園 

第 1部特選 彦根城流鏑馬 第 1部特選 真夏の銀座通り 
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6  観光案内所運営事業 

   主に JR を利用して彦根を訪れるお客様に対し、お城や街なみなどの観光案内を行い観光客の

利便性を高めるとともに英語力のある職員を常駐させ、またインフォメーションマークを掲示し外国

人観光客誘客のための受入体制をとるなど、気持ちよく本市を観光していただけるよう案内業務に

努めた。また、「いらっしゃいませ館」として本市の土産品の販売に努めた。 

 

① 利用者状況       （単位 : 人）      

 

（前年度 ４４，９４２人） 

                （前年度比１３４．４％） 

（前年度 ５，１８６人） 

 

② 利用内容状況                                        （単位 : 人） 

彦根城 琵琶湖 社 寺 宿泊 食事 中山道 商店街 佐和山 

10,493 1,576 738 875 2,932 46 3,189 653 

イベント・

行事 

学校及び

公共施設 

市内 

その他 
湖東三山 

ボランティ

アガイド 
他都市 埋木舎 その他 

1,689 737 2,413 887 282 773 359 39 

計        

27,681        

（前年度２２，８９９人、前年度比 １２０．９％）   

 

③ 物産売上状況 

 

 本年度 前年度 

出展者数 33店舗 33店舗 

出展品目       330品目 330品目 

売上金額 18,105,556円 16,798,856円 

（前年度比１０７．８％） 

 

④ コインロッカー利用状況  300円コインロッカー 3台  500円コインロッカー 4台 

 

 

 

 

 

                             （前年度比 １０３．１％）  

 

 

利用者数 ６０，４１６  

うち外国人 ６，２４９  

 本年度 前年度 

売上金額 2,259,200円 

 

2,191,000円 
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７  彦根観光センター運営事業 

    彦根観光センターを彦根市が観光客に対する「おもてなし」機能を充実させるために、休憩
所や物産販売のスペースとして改修され、新たに平成２７年３月２０日（金）にリニューアルオー

プンし、当協会が運営を行った。 

 

①利用者状況            

        平成２７年４月１日（水）～平成２８年３月３１日（木） 

(前年度 1,019人) 

 

(前年度 65人) 

※ただし、前年度は、平成 27年 3月 22日～平成 27年 3月 31日まで 

 

④ 利用容状況                                    （単位 : 人） 

彦根城 琵琶湖 社 寺 宿泊 食事 中山道 商店街 佐和山 

1,167 113 90 56 786 12 826 43 

イベント・

行事 

学校及び

公共施設 

市内 

その他 
湖東三山 

ボランティ

アガイド 
他都市 埋木舎 その他 

119 25 1,314 38 60 182 169 4 

計        

5,004        

 

 

⑤  物産売上状況 

出展者数 ２０店舗  (前年度 20店舗) 

 

(前年度約 200品目) 

 

(前年度 207,732円) 

出展品目     約２００品目 

売上金額 14,507,059円 

     ※ただし、前年度は、平成 27年 3月 22日～平成 27年 3月 31日まで 

 

８  彦根市観光駐車場指定管理者運営事業 

彦根市観光駐車場の指定管理運営として、彦根城および周辺観光地を訪れられる観光客の 

利便性を図るため、観光シーズン中における彦根市内各所での交通渋滞緩和策として、彦根市 

から特別史跡彦根城跡文化財保存用地を借受けるとともに民間駐車場との連携、さらには FM 

彦根による交通情報を配信するなど、駐車場飽和と交通渋滞の緩和に努めた。 

また、夏の松原水泳場に合わせ松原水泳場駐車場の開設も行った。 

 

 

 

 

利用者数 ６７，２７８人 

うち外国人 ４，００１人 
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                                         単位 : 台      金額 : 円 

名称 大型 乗用車 単車 金額 

いろは松駐車場 3,510 625 5 5,515,500 

二の丸駐車場 0 51,693 0 20,676,800 

桜場駐車場 0 50,585 3,872 20,620,000 

大手前駐車場 0 19,068 0 7,627,200 

本町駐車場 1,617 1,468 0 3,012,700 

京橋口駐車場 1,392 64,790 2,186 19,410,530 

第二なかぼり駐車場 0 1,155 0 462,000 

松原水泳場駐車場 0 1,071 3 750,300 

合計 6,519 190,455 6,066 78,075,030 

前年度 5,741 178,243 5,842 72,727,930 

増減 778 12,212 224 5,347,100 

前年対比 113．6％ 106.9％ 103.8％ 107.4％ 

     ※ 松原水泳場駐車場は、７月１８日（土）～８月１６日（日）まで開設 

     ※ 金額からは彦根市地域通貨「彦」使用分を除く 

   ※彦根市観光駐車場条例  

いろは松駐車場・二の丸駐車場・桜場駐車場・大手前駐車場・本町駐車場使用料 

      大型車  1,500円  普通車 400円  単車 100円 

松原水泳場駐車場使用料 

      大型車  2,000円  普通車 700円  単車 200円 

京橋口駐車場使用料 

      大型車  1,500円  普通車 2時間まで 200円  

                     2時間を超え 1時間ごとに 100円加算 

                     8時間を超え 24時間以内 800円 

９  特別史跡彦根城跡文化財保存用地管理運営事業 

 観光シーズン中に指定管理駐車場が飽和し、彦根市街地に交通渋滞が生じているため、そ

の緩和策として文化財保存用地を臨時駐車場として開設し、市内における交通渋滞の緩和を

図った。特に土・日・祝日で車両が集中する日を重点的に実施した。 

      期   間  平成２７年４月１日（水）～平成２８年３月３１日（木） 

      開設日 4月  17日間   5月  5日間   7月  4日間  8月 15日間 

            9月  7日間  10月 10日間    11月  6日間  1月  1日間 

               3月  4日間     合計 69日間 

開設時間  午前 8時 30分～午後 5時を目途  

場   所  彦根市金亀町(特別史跡彦根城跡内・旧近江高校跡地) 

利用状況  乗用車 40,722台  単車 898台  金額 16,378,600円 前年度対比 108.5% 

        （前年度 37,555台 単車 688台  金額 15,090,800円）  
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１０  研修会等の開催 

（１） 観光先進地視察研修 

開催日時  平成２７年８月３１日(月) 

場   所  岐阜県高山市、岐阜県大野郡白川村 

参加者    ３３人 

内   容  インバウンド先進地高山市の海外戦略等の取り組み 

 

（２） 特別講演会 

開催日時  平成２８年２月１２日（金）～平成２７年２月８日（日） 午後４時～午後６時 

場   所  彦根キャッスルリゾート＆スパ ２階 キャナリホール 

講   師  ライティングデザイナー 内原智史氏 

参加者    ５４人 
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１１  その他事業 

(1) 観光優良従事者の表彰 

定時総会の席上において、観光協会会員の優良従業員１３人に対し、表彰を行った。 

(2) 会報「観光協会報」を発行し、会員へ情報提供した。年４回の発行(4月 ７月 10月 1月) 

(3) 彦根ボランティアガイド協会と連携した。 

 

１２  前年度の課題の検証と今後の課題 

（１） 平成 26 年 3 月に指摘を受けた、事務手続きの遅れや経理事務の煩雑化については、平成

27年 3月の市の定期監査において、「一定の改善が見られるが、より迅速な提出についての

対策を検討されたい」との指摘を受けておりますので、更なる、事務手続きの厳格化、迅速化

を図る必要がある。 

（２） 花火大会については、警備体制や保険等において、関係機関と連携し安全対策に努めた。

今後は繰越金および協賛金の減少に伴い、花火大会の抜本的な検討が必要になってきて

いる。 

（３） 前年度の課題であった、ひこね城まつりパレードのコースの変更については、夢京橋キャッ

スルロードから本町・中央商店街への道路が狭隘であったため、夢京橋キャッスルロードから

銀座町へ変更した。 

コース変更による自治会、商店街への周知の徹底および警備会社との連携や交通規制周知

看板の設置が必要となる。 

   （４）実施事業の入場者については、玄宮園で虫の音を聞く会、錦秋の玄宮園ライトアップ、彦根

城夜楽などが前年度に比べて減少しており、次年度において、ライトアップの充実と併せて

内容の検討が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 


