令和元年度 事業報告について
元号が令和となり新たな時代を迎えました。ラグビーワールドカップが開催され、国内の観光は順
調な伸びを示し、宇治の観光もインバウンドをはじめ多くの観光客を受け入れてまいりました。し
かし一方で、京都アニメーション放火事件、宇治川の増水等による鵜飼開催日の減少、紅葉シーズ
ンの台風到来による観光客の減少など苦難を強いられる年でもありました。
更に現在は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による、今までに経験したことがない様々
な事態が起こっております。特に観光関連では、個人及び団体旅行の自粛、インバウンドの激減、
イベントの中止などにより観光事業者に甚大な影響をもたらしております。
当会といたしましては、事態収束後、宇治市をはじめ市内関係団体、お茶の京都 DMO、京都市、京
都府、更に関西の広域的な関連団体や旅行会社等と連携を密にし、情報発信やイベント開催等を積
極的に行い誘客活動を図ってまいります。
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Ⅰ.公益事業①
宇治市の観光の紹介・広報宣伝事業
１．広報宣伝事業
（１）宇治市観光センター及び観光案内所における観光宣伝及び案内
宇治市観光センター

案内件数

４２，７１３件（30 年度

45,081 件）

ＪＲ宇治駅前観光案内所 案内件数

１８４，２４４件（30 年度

217,996 件）

近鉄大久保駅観光案内所 案内件数

７，８４９件（30 年度

7,511 件）

京阪宇治駅前観光案内所 案内件数

５５，６５９件（30 年度

68,216 件）

（２）観光宣伝印刷物の作成及び配布
○「イラストマップ」作成
◆２年３月３１日発行 ３５万部
Ａ３サイズ（両面カラー印刷）

○「宇治グルメマップ」作成
宇治に訪れる観光客の利便性の向上を図るために、市内の食事処・休憩処をより充実した
形で紹介をするために、着地型のパンフレット「宇治グルメマップ」を作成。
◆２年２月２９日発行 ４万部
Ａ３サイズ２つ折り（両面カラー印刷）

（３）インターネットを通じての広報宣伝
情報社会において、よりタイムリーな観光情報と地域の魅力や会員の紹介をホームページ
から国内外へ発信し、また、宇治に関する問い合わせ対応や、観光案内を行うことで来訪者
への情報提供を図った。
〇ホームページアクセス数

２４５,７６４件（30 年度 378,742 件）

〇Facebook フォロワー

５,３５３件（30 年度

4,731 件）

〇Twitter

フォロワー

２,２９９件（30 年度

2,306 件）

〇instagram フォロワー

１,３６７件（30 年度

798 件）
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〇フォロワー１，０００人記念企画スペシャルフォトイベント
「私の好きな宇治」開催
開催期間：元年１０月１９日（土）～１２月３１日（火）
投 稿 数：４１４件
※フォトコンテストを行い今後活用できる写真を増やし、
フォロワー数や宇治の写真の増加を図った。

（４）交通事業者や情報媒体への情報提供・連携強化
交通事業者や旅行情報誌等を活用し全国等に向け宇治の魅力の情報提供を行った。

（５）世界遺産ブランドとの連携
世界遺産である平等院と宇治上神社の文化的価値を保全するとともに連携強化に努めた。
〇平等院夜間特別拝観

瑞光照歓

− 錦秋のあかり −

日程 元年１１月１６日(土)～１２月１日（日） 【金土日祝日】
時間 １８時～２０時３０分
※延べ８日間で１万８千人を超える拝観者があった。

〇クラブツーリズム、KNT－CT ホールディングス貸切開催紅葉の
平等院ツアー参加者に宇治茶の試飲と観光 PR を行った。
日程 元年１１月２７日（水）
・２８日（木）
時間 １８時～２０時
延べ約７００人
京都府茶業会議所・宇治市観光振興課
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（６）豊富な歴史遺産との連携
黄檗山萬福寺や三室戸寺の他社寺仏閣のそれぞれの特徴や歴史、
ストーリーを活かした観光振興に努めた。
〇全国煎茶道大会での臨時観光案内所設置
元年５月１８日（土）
、１９日（日）
場所：黄檗山萬福寺
萬福寺境内に臨時観光案内所を設置し、全国煎茶道大会に
来られる方にパンフレットを配布し、宇治市のＰＲを行った。

（７）源氏物語ミュージアム・植物公園・茶室対鳳庵

共通割引券の発行

上記施設協力のもとで、当会員に向け共通入場割引券を発行することにより、来訪者数の
拡大を行った。
【利用数】 対鳳庵
源氏物語ミュージアム
植物公園

４９１人（30 年度

491 人）

５１５人（30 年度

515 人）

２１人（30 年度

22 人）

（８）源氏物語ミュージアム・植物公園・茶室対鳳庵に係る旅行業者による観光券取扱事業
上記施設により多くの観光誘客の推進を図る方法として、エージェントと連携を図り、
観光券を発行する手続業務を行い、個人及び団体客の誘客を推進した。
【利用数】

対鳳庵

１,０６６人(30 年度 1,395 人）

源氏物語ミュージアム ２,０１８人(30 年度 3,499 人）
植物公園

２６人(30 年度

0 人）

※契約旅行社：ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行、クラブツーリズム、農協観光
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１－２．外国人観光客（インバウンド）誘客事業
（１）外国人観光客に対して、観光庁、京都府、宇治市、関連団体と連携しながら、宇治への誘客
促進を図り、海外の（特に台湾・香港・タイ）の旅行会社や協力者とのネットワークを構築
し、最新の観光情報の発信や海外の訪日旅行に関する動向などの情報収集を行い、宇治への
誘客を促進する。また、海外の旅行関係者等を招聘した各種インバウンド商談会等に参加し、
海外からの誘客促進を図った。
○第６回日本観光物産博覧会（台北）
◆元年６月２０日（木）～２２日（土）
入場者数 約１５６，０００人（30 年度 約 132,000 人）
京都府南丹市（美山町）
、日本旅行ニック京滋奈支部と３者共同参加
会場：台北駅１階コンコース
【台湾旅行会社営業 】
＊６月１７日
台南：連晟・樺興

高雄：五福・三益・信用國際・富康

＊６月１８日
台中：太平洋世界・花翎・黄金帝國・喜歡・太平洋Ｐａｃ・昭安
＊６月１９日
台北：宏飛・JTB 台湾・夢之日國際・統一・趣吧
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＫＫＤＡＹ
※台南、高雄、台中の旅行社は教育旅行やインセンティブへのセ－ルス
台北市内旅行社はＦＩＴ向けの体験コ－ス（ダム観光など）をセ－ルス
○元年度 ＶＪ地方連携事業
「日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産３霊峰にとまるＦＩＴ旅ＰＲ事業」
【シンガポール、旅行会社訪問】
◆元年８月１日（木）
訪問先： ＪＴＢアジア・パシフィック本社/ＨＩＳシンガポール支店
西日本旅客鉄道㈱シンガポール支店
【シンガポール旅行フェア】
ＮＡＴＡＳ Ｈｏｌｉｄａｙｓ ２０１９
◆元年８月２日（金）～４日（日）
会場：ＥＸＰＯ Ｈａｌｌｓ

Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ
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○オ－ル関西第６回 台湾３都市（高雄・台中・台北）商談会：お茶の京都ＤＭＯ
元年９月４日（水）高雄市旅行会社 ４６社出席・・・２１社と商談
５日（木）台中市旅行会社 ４７社出席・・・２０社と商談
６日（金）台北市旅行会社 ９３社出席・・・２７社と面談
９月５日は京都府に同行して旅行会社営業として、台中市の太平洋世界旅行社を訪問
９月６日は八幡市と共同で、台湾 KADOKAWA を営業訪問

〇中日合作招聘視察商談会
◆元年１１月８日（金）～１１日（月）
中国蘇州市から招聘を受け、宇治市の観光 PR や
今後の連携活動等商談を行った。
〇台湾ブロガ－招聘事業（ファムトリップ）
◆元年１１月１９日（火）
主催：公益社団法人京都府観光連盟・宇治市観光協会
〇インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト
天ケ瀬ダムファムツアー 意見交換会
◆元年１１月２８日（木）
主催：国土交通省
天ケ瀬ダムにインバウンドが興味を持つ意見交換会
を行った。
萬福寺、匠の館、天ケ瀬ダム、炭山陶芸、和束町 他
〇京都府インバウンド商談会
◆元年１２月４日（水）
大阪・難波御堂筋ホ－ル８階会議室
主催：公益社団法人京都府観光連盟
○台湾営業フォロ－
◆元年１２月１０日（火）
台湾桃園市の内壢高級中学２７名
台湾彰化県の私立精誠高級中学７５名
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○Thai International Travel Ｆair ２０２０♯２６

タイ インターナショナル トラベルフェア

◆２年１月１６日（木）～１９日（日）４日間

【宇治市・宇治商工会議所・平等院】

宇治ブースとして出展し、宇治市の観光地図や平等院のチラシなど
計６種のパンフレットの配布やグリンティの試飲体験を行った。
グリンティ試飲 約２，０００杯

現地旅行会社６社への訪問

１月１６日(木)・１７日(金)

協力：京都銀行バンコク事務所

○訪日インバウンド対策事業
◆２年１月２５日（土）
・２６日（日）
【新型コロナウイルス感染防止のため中止】
中華圏の春節（大型連休）時期に臨時観光案内所をＪＲ宇治駅前に開設
宇治観光ボランティアガイド（英語・中国語）４名
〇タイファムトリップ：
「ＷＡ－Ｊａｐａｎ」の取材
◆２年１月３０日（木）
訪日予定のタイ人向け、日本の情報配信のセレナビアジア
公益社団法人京都府観光連盟主管のファムトリップ

（２）外国語誘客パンフレットやイラストマップ、ホームページの外国語版
を作成して情報発信を行い、受け入れ体制の強化を図った。
＊イラストマップ（多言語版）作成
◆元年５月３１日発行 ４５，０００部
Ａ３サイズ
（両面カラー印刷）

（英語・韓国版）
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（簡体・繁体字版）

＊宇治案内パンフレット

（英語版）

（簡体字版）

（繁体字版）

※宇治観光旅館組合と連携し、エージェント向け旅館タリフの
改訂版を作成・・・宿泊用と昼食用の計１０種類
繁体字での改訂版を８月に印刷（８００部）
元年９月４日（水）～６日（金）の商談会で営業利用

台湾用（繁体字版）

２．広域観光の推進
（１）京都府、公益社団法人京都府観光連盟、京都市をはじめ府内各市町村及び観光協会や歴史街
道推進協議会との連携と情報交流を行い、広域誘客プランの作成や、広域連携キャンペーン
等に積極的に参加。宇治の観光誘客の促進を行った。
○第８回ＫＮＴ国内大交流コンベンション商談会
◆元年７月１１日（木）
場所：ベルサール秋葉原
主催：ＫＮＴ―ＣＴホールディングス
宇治・亀岡・舞鶴連携で参加

○京都府観光プロモーション会議 in 名古屋
◆元年８月２９日（木）
場所：ＴＫＰガーデンシティーPREMIUM 名古屋新幹線口
主催：京都府観光プロモーション会議実行委員会
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○ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１９大阪・関西
◆元年１０月２４日（木）～２７日（日）
場所：インテックス大阪
主催：ＪＮＴＯ
２４日・２５日：国内のエージェントと商談を行った。
２６日・２７日：来場者に宇治の PR を行った。

○TICTOKYO チャットワーク説明会
◆元年１１月１２日（火）
場所：キャンパスプラザ京都
主催：公益社団法人京都府観光連盟
コンシェルジュによる東京駅日本橋口横にある TIC TOKYO 内の京都府総合案内所の紹介と
各案内所と情報交換ができる TICTOKYO チャットワーク説明会を行った。

○第２７回京都観光プロモーション会議
◆２年２月１９日（水）午前９時～
場所 都道府県会館（東京）
参加旅行会社

１８社

主催 公益社団法人京都府観光連盟
宇治・亀岡・舞鶴 ３市連携で参加

（２）宇治茶の郷づくり構想・「お茶の京都」構想の推進
宇治茶をテーマとした山城地域一帯で宇治茶の歴史や文化、景観・体験などを
結びつけて観光促進に努め、宇治茶の世界文化遺産登録に向けた取り組みに対
して協力し、お茶の京都ＤＭＯ・山城地域の市町村・観光振興団体・交通事業
者と連携し知名度アップを図る為の広報宣伝や観光ツアーの受入れなどに取り
組む。
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３．各種団体との連絡調整の強化
（１）観光宇治としての取り組みに、宇治商工会議所、宇治観光土産品組合、宇治観光旅館組合、
茶業団体、商店街等と連携及び調整を図った。
〇京都宇治ご当地グルメ「宇治茶漬け」 （平成２７年１１月開始）
３１年４月１日～２年３月末
販売店１６店舗 合計１１，６００食（30 年度 10,656 食）
◆４月宇治川さくらまつり・１０月宇治橋通りわんさかフェスタに出店
し来場者にPRすることが出来た。
◆元年１０月１１日（金）～１２月１５日（日）
食べる宇治茶を食べつくそう！宇治茶漬けスタンプラリー開催
（宇治茶漬け販売店）

〇元年６月２９日(土)・３０日(日)・７月６日(土)・７日(日）
京都大作戦２０１９ ～倍返しです！喰らいな祭～
場所：京都府立山城総合運動公園

〇元年７月２３日（月）～２５日（水）
第４２回全日本中学ボウリング選手権大会
場所：キョーイチボウル宇治

○元年１０月６日（日）
第６８回宇治茶まつり
宇治橋・興聖寺・京都府立宇治公園
主催：宇治茶祭奉賛会

10

○元年１０月６日（日）
「宇治茶」まつり消費イベント
京都府立宇治公園周辺ほか
主催： 「宇治茶」まつり消費イベント実行委員会

○元年１０月６日（日）
親子で楽しむ宇治茶の日２０１９ 宇治茶スタンプラリー
京都府立宇治公園・宇治橋周辺
主催：京都文教大学地域連携学生プロジェクト
「宇治☆茶レンジャー」

○元年１０月２６日（土）
聞き茶巡り
宇治橋周辺協力店舗/１３店舗
主催：京都文教大学地域連携学生プロジェクト
「宇治☆茶レンジャー」

○元年１１月９日（土）
第２９回紫式部市民文化賞受賞作品発表・贈呈式
第２９回紫式部文学賞受賞者講演会
宇治市源氏物語ミュージアム

11

４．施設管理運営事業
（１）宇治市観光センター運営事業
宇治市の自然風土と歴史的・文化的遺産を広く世に紹介し、文化と観光の発展に寄与
すると共に、市民及び観光客の利便を図った。
入館者数

２４５，４９６人（30 年度 276,700 人）

（２）宇治市営茶室「対鳳庵」運営事業
宇治茶及び茶道の普及と「お茶のまち宇治」を広報宣伝し、観光振興を図った。
入席者数

１８，７８２人（30 年度

23,354 人）

≪観光振興計画／宇治茶に染める観光の推進≫
通常茶以外に高級茶（濃茶や玉露）のお茶を提供し、それぞれの良さを味わえる
メニューでお点前体験の受付を行った。
体験利用数

１，３６４人（30年度

濃茶薄茶セット

＊七夕飾り

1,109人）

玉露煎茶セット

◆元年７月７日（日）

通常茶席に冷煎茶と七夕のお菓子付きで接待（５００円）
１０８人（30年度 55人）

＊茶室開き

◆２年 1 月１０日（金）

薄茶と花びら餅

（ ５００円）

５５人（30 年度 55 人）

濃茶+薄茶+花びら餅（１，５００円） ３４人（30 年度

35 人）

５．調査及び情報の収集交換
（１）来訪客の滞在時間や観光消費額等の動向調査ならびに入込客統計等の調査を実施し、
適切な情報の収集、分析を行い、宇治の観光振興と地域活性に役立てた。
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６．関連行政機関との連携と要望
（１）天ヶ瀬ダム再開発事業や、塔の島地区河川整備、宇治川周辺の環境や景観保全に積極的に
取り組み、また、観光シーズンの駐車場不足や交通渋滞解消など、宇治市民の声や、観光
事業者からの意見等を集約し、関連行政機関との連絡調整や要望を行った。
３１年 ４月１８日（木）元年度第１回宇治川改修対策特別委員会

場所：宇治商工会議所

元年 ５月２１日（火）元年度第２回宇治川改修対策特別委員会

場所：宇治商工会議所

元年 ７月１８日（木）元年度第３回宇治川改修対策特別委員会

場所：宇治商工会議所

元年 ８月

９日（金）第７回天ケ瀬ダムを観光資源に含めた
宇治市地域の観光発展検討会

元年 ９月２６日（木）元年度第４回宇治川改修対策特別委員会

場所：宇治市役所
場所：宇治商工会議所

元年１０月２８日（月）第８回天ケ瀬ダムを観光資源に含めた
宇治市地域の観光発展検討会

場所：宇治市役所

元年１２月２４日（火）元年度第５回宇治川改修対策特別委員会

場所：宇治商工会議所

２年 １月３１日（金）元年度第６回宇治川改修対策特別委員会

場所：宇治商工会議所

２年 ２月１７日（月）元年度第７回宇治川改修対策特別委員会

場所：宇治商工会議所

（２）歴史的風致の維持と向上
宇治の風情を守り後世に引き継ぐため、歴史的風致維持向上計画に基づく各種事業を
推進した。
（３）多様化する観光客のニーズに対する対応や公益事業活動に対する支援等を宇治市行政
施策に対して要望を行った。
○宇治市行政施策について要望
◆元年８月１３日（水）
宇治市観光地における路上喫煙等の禁止に対する
喫煙場所設置要望
〇宇治市長要望
◆２年２月４日（火）
場所：宇治市役所
〇宇治市長面談
◆２年３月１６日（月）
「新型コロナウイルス感染対策について」
場所：宇治市役所
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７．安全な観光地づくりの推進
（１） 災害時の観光客の避難誘導等について宇治市や関係機関の指導のもとでマニュアルの作成、
観光事業者等への配布に向けて、安心安全な観光地としての取組みを進めた。

８．教育研修事業
〇宇治の観光現状についてフィールドワーク
元年 ９月

９日（月）中国北京大学 ３５名

元年１０月３１日（木）福知山公立大学 ２２名
元年１１月２６日（火）舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 ７名
〇大久保小学校６年生宇治観光について学習会
２年 ２月１３日（木）
「宇治の観光の現状と課題について」

９．後援協賛事業
３１年４月５日（金）
春巡業大相撲宇治場所
（京都府立山城総合運動公園）
主催：大相撲宇治場所実行委員会
３１年４月６日（土）・７日（日）
第４０回炭山陶器まつり
（府立宇治公園）
主催：炭山陶器まつり実行委員会
３１年４月２０日（土）
第２３回開園記念祭「わいわいカーニバル」
(志津川福祉の園)
主催：わいわいカーニバル実行委員会
３１年４月２１日（日）
第７回宇治太陽が丘スイートリレーマラソン
（京都府立山城総合運動公園）
主催：日本旅行・サンケイスポーツ
３１年４月２８日（日）
第１０回うじ京芸人形劇まつり
（宇治市生涯学習センター）
主催：人形劇団京芸
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元年５月２日（木）
２０１９年度「宇治新茶・八十八夜茶摘みの集い」
（宇治茶会館・茶業センター茶園・茶業研究所）
主催：公益社団法人京都府茶業会議所 京都府茶生産協議会
京都府茶協同組合 宇治茶の郷づくり協議会

元年５月２４日（金）～６月９日（日）
第１４回蛍ナイター
（宇治市植物公園）
主催：宇治市 （公財）宇治市公園公社

元年６月８日（土）
ふるさと宇治２１世界遺産を訪ねて
（府立宇治公園）
主催：宇治地区青少年健全育成協議会
宇治中学校区豊かな心を育てる実践活動推進協議会

元年６月２９日(土)・３０日（日）・７月６日（土）・７日（日）
京都大作戦２０１９ ～倍返しです！喰らいな祭～
（京都府立山城総合運動公園）
主催：㈱エフエム京都・㈱サウンドクリエーター・㈱バダス

元年７月２２日(月)～２４日(水)
文部科学大臣杯 第４３全日本中学ボウリング選手権大会
（キョーイチボウル宇治）
主催：一般社団法人京都府ボウリング連盟

元年８月２日（金）～５日（月）
第４１回京焼・清水焼展
（京都陶磁器会館）
主催：京都陶磁器協同組合連合会
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元年８月３日（土）
宇治橋通りスマイルサタデー
（宇治橋通り商店街）
主催：宇治橋通商店街振興組合
元年８月１４日（水）～９月１日（日）
宇治市植物公園写真コンテスト作品展
（宇治市植物公園）
主催：（公財）宇治市公園公社 宇治市植物公園
元年９月８日（日）
「宇治を知る」第５回 講演と見学会
（黄檗宗大本山萬福寺）
主催：宇治市図書館友の会
元年９月２１日（土）
宇治の「ものがたり観光」の魅力を探る
（京都文教大学）
主催：京都文教大学地域志向教育研究ともいき研究助成事業
「宇治市における『ものがたり観光』の定着と振興Ⅱ」

元年９月２８日（土）
ＫＹＯＴＯ Ｓｐｏｒｔｓ Ｄａｙ ２０１９～みんなでカラダをうごかそう～
（京都府立山城総合運動公園）
主催：京都新聞・公益財団法人京都府公園公社

元年１０月１９日（土）
源氏ろまん２０１９ 宇治田楽まつり
（府立宇治公園／雨天時 宇治市文化センター大ホール）
主催：宇治田楽まつり実行委員会

元年１０月２６日（土）・２７日（日）
炭山窯元まつり
（協同組合炭山陶芸とその周辺）
主催：炭山陶芸青年会
16

元年１０月２６日（土）雨天翌日順延
宇治橋通り笑顔がいっぱいわんさかフェスタ
（宇治橋通り商店街一帯）
主催：宇治橋通り笑顔がいっぱいわんさかフェスタ実行委員会

元年１１月３０日（土）・１２月１５日（火）
「宇治茶プレミアムミニ茶会」
～宇治茶伝道師 下岡久五郎が語る宇治茶の世界～
（京都府茶業会館）
主催：公益社団法人京都府茶業会議所
元年１２月７日（土）・８日（日）
志津川陶器まつり
（志津川福祉の園内とその周辺）
主催：志津川福祉の園
元年１２月１５日（日）
宇治市×京阪電車クリスマスコンサート～
『響け！ユーフォニアム』の舞台より～
(宇治市文化センター大ホール)
主催：宇治市・京阪ホールディングス株式会社・京阪電気鉄道株式会社
宇治商工会議所・宇治市観光協会・京都文教大学

２年１月１３日（日）
第５５回お正月公演
（宇治市生涯学習センター第１ホール・第２ホール）
主催：人形劇団京芸

２年１月１９日（日）
響け！みんなのお楽しみ会
（宇治橋通り商店街・ゆめりあ うじ）
主催：京都文教大学 地域連携学生プロジェクト
「響け！元気に応援プロジェクト」
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２年２月２３日（日）
第３６回宇治川マラソン大会
【新型コロナウイルス感染防止のため中止】
（太陽が丘・宇治川周辺）
主催：宇治川マラソン大会実行委員会

２年３月２８日（土）
ＯＧＵＺＡＮＩＡ大作戦２０２０
【新型コロナウイルス感染防止のため中止】
（西宇治公園グラウンド）
主催：宇治・小倉商店ネットワーク

オグザニア実行委員会

宇治将棋大会 主催：親睦将棋 不成の会
３１年 ４月１４日（日）お外で将棋・さくらの花の下 将棋大会（府立宇治公園）
元年 ５月

５日（日）こいのぼり大会（宇治橋通り集会所）

元年 ６月

２日（日）めだかの学校大会

元年 ７月

７日（日）京都府下対抗戦

元年 ８月

４日（日）ふる里対抗戦

元年１２月 １日（日）順位戦
２年 １月１２日（日）将棋

家族対家族の対抗戦大会

２年 ２月

９日（日）宇治市民対象東西対抗戦

２年 ３月

１日（日）年度末 よ～いどん大会

（大会会場は、６月開催以後は東宇治コミュニュティセンター）

○京都アニメーション支援金について
元年７月１８日（木）に発生した放火事件後、多くのアニメファンが観光センターにも訪れ支援
金を預かってほしいと要望を受け宇治市と相談し、応援ノートと支援金箱を７月２０日（土）
より９月３０日（月）まで設置し、支援金は日本赤十字社京都支部を通じて被害者義援金として
京都アニメーションへ送金した。
支援金額

３，９６０，６４５円

支援金者

約１，５７０人

応援メッセージ

１，１９６件
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Ⅱ.公益事業②
観光資源を活かした観光行催事事業による宇治地域の振興事業
１． 観光行催事事業
(１)第４３回宇治川さくらまつり
３１年４月６日（土）曇
３１年４月７日（日）曇
人出 約１５１,０００人（30 年度 約 125,000 人）
*お茶席（観光センター２階）
*宇治川春の市
*伏見の銘酒試飲コーナー
*おまつり広場
*宇治市植物公園ブース
*防犯交通安全啓発ブース
*近鉄・京阪・ＪＲマナー啓発ブース
*花見舟
*福祉団体による出店
*宇治観光ボランティアガイドクラブによる
無料スポットガイド
*宇治川河川整備完了ＰＲブース

ご当地グルメ「宇治茶漬け」ブース
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第４０回炭山陶器まつり

(２)宇治川の鵜飼事業
今年度の鵜飼事業は、梅雨時期が遅かった事、雨量が多かった事に加え、派川の流量が増えた為
開催日数が少ない状況となっている。
営業期間日数 ９２日間

元年７月１日（月）～９月３０日（月）

実施営業日数 ３９日間
休業日数

５３日間 増水・台風のため臨時休業

乗船人数

乗合船

１,６７０人（Ｈ30 年

1,965 人）

ツアー団体

１５５人（Ｈ30 年

960 人）

貸切船

８１０人（Ｈ30 年

1,400 人）

２,６３５人（Ｈ30 年

4,325 人）

合

計

○主な事業
元年６月中旬～

ＪＲ関西圏主要駅に鵜飼のポスター掲示

元年６月１１日（火）ウミウの健康診断
元年６月２０日（木）鵜飼・宇治茶観光キャンペーン
場所：京阪電車京橋駅中央改札口
元年６月２４日（月）鵜飼公開トレーニング
元年７月 １日（月）宇治川の鵜飼川開き中止
元年７月 １日（月）～９月３０日（月）
京阪電車「宇治川の鵜飼」特別ヘッドマーク
○ウミウの人工ふ化・育雛について
今年は、３月３０日に鵜小屋に巣材を設置したところ、３組のつがい（内１組はメス同士）が営巣
をはじめた。平成２６年に日本で初めて人工ふ化で産まれたウッティー１号が産卵した卵からも無
事にヒナが産まれたことから、マスメディアでも大きく取り上げられるニュースとなった。
３１年４月１８日～５月２２日

産卵数 計１３個

元年５月１４日

公開

元年５月２４日～６月２０日

４羽のヒナが誕生（内、２羽死亡）

元年７月２０日～８月１２日の土日祝

ウミウのヒナの一般公開
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検卵（大和動物病院

理事長

高橋尚男氏）

(３)宇治川舟茶席
料金１０人以上又は１艘１５，０００円（＠１人１，５００円）
〇春の宇治川舟茶席
◆３１年４月８日（月）～５月３１日（金）
【利用数】１件 １２名（30 年度 2 件 16 名）
〇秋の宇治川舟茶席
◆元年１０月 １日（火）～１１月３０日（土）
【利用数】２件 ５９名（30 年度 3 件 47 名）

（４）第２９回源氏物語宇治十帖スタンプラリー
◆元年１０月２６日（土）
・２７日（日）
１１月

２日（土）
・ ３日（日祝） 【計４日間】

【踏破者数】１２，００８名（30 年度 13,146 名）

（５）～京都・花灯路連携事業～「京都・宇治灯り絵巻２０２０」
【新型コロナウイルス感染防止のため延期】
◆２年３月２０日（金祝）
・２１日（土）
・２２日（日）【計３日間】
主催：京都・宇治灯り絵巻推進協議会
（京都府、京都府観光連盟、宇治市、宇治商工会議所、お茶の京都 DMO、宇治市観光協会）

２．宇治観光ボランティアガイド事業
宇治市と当協会で、平成８年に発足した宇治観光ボランティアガイドをより充実させ
「おもてなしの心」で、きめ細やかな観光案内と観光客のニーズにあったガイド（一般・
源氏・英語・中国語・福祉・体験）を行った。
ガイド利用件数
ガイド利用数
ガイド延べ人数

５０８件（30 年度

626 件）

１０，３２６名（30 年度 10,962 名）
１，０２０名（30 年度
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1,108 名）

○宇治お茶巡り無料ガイドツアー
宇治ボランティアガイドが宇治茶に関する観光客向けガイドツアーを
実施し、宇治茶のＰＲを行った。
３１年４月～元年７月 ２２日間 利用数１２８名（30 年度 127 名）
元年９月～２年３月 ４８日間 利用数２７４名（30 年度 386 名）
合計７０日間 利用数４０２名（30 年度 513 名 68 日間）

○宇治観光ボランティアガイド認定式【第 7 期生】
日 時 元年 8 月３１日（土）
場 所 宇治市観光センター２Ｆ
認定者 １０名

３．京都府立公園の観光客受入事業
京都府より委託を受け、日常清掃や樹木の育成状況の巡視、街路灯やトイレ等の点検。又、
天ケ瀬ダム緊急放流による公園内の立ち入り禁止が実施された時は、公園内利用者への呼び
かけを行い、速やかに立ち退きを促し安全点検を行った。
○定期的に公衆トイレ清掃状況やゴミ収集状況の確認を行った。
○中の島立入禁止
元年 ７月 ３日（水）～

７月

４日（木）１日

元年 ７月１８日（木）～

７月１９日（金）１日

元年 ７月２７日（土）～

７月２８日（日）１日

元年 ８月２３日（金）～

８月２４日（土）１日

元年 ８月２６日（月）～

８月３０日（金）４日

元年１０月１２日（土）～１０月１３日（日）２日
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４．宇治川サクラプロジェクト事業
◆２年３月１４日（土）
宇治川さくらプロジェクト植樹式【新型コロナウイルス感染防止のため中止】
昨年の台風被害により倒木・腐朽したサクラ樹木場所など５ヶ所に植樹する。
場所は市道２３３号線道路・宇治志津川線・エドヒガン（５本）を植樹
（協力：宇治観光まちづくり会社株式会社）

５．放ち鵜飼プロジェクト検討事業
２６年にヒナ鵜が生まれたことから翌年以降人工ふ化によるウミウの繁殖を行い、日本では
現在行われていない放ち鵜飼を宇治市で再現し、今後観光客の増加と街の活性化を目指す為
それらの鵜を放ち鵜飼用に訓練し、放ち鵜飼（昼の鵜飼、夏以外の鵜飼）と通常の夜の鵜飼
を開催することの検討を行った。

Ⅲ.収益事業①
土産品販売事業
１．販売促進事業
おみやげプラザ宿木での観光土産品販売や、市内外のイベントや行催事での出張販売に積極的
に参加し、観光土産品のＰＲ販売の促進を行った。
【コロナウイルス感染防止のため２年３月臨時休業】
○第７回４２．１９５キロ宇治太陽が丘スイートリレーマラソン
◆３１年４月２１日（日）
場所：京都府立山城総合運動公園
○京都大作戦２０１９～倍返しです！喰らいな祭～
◆元年６月２９日(土)・３０日（日）・７月６日（土）・７日（日）
場所：京都府立山城総合運動公園
○第４３回中学ボウリング選手権大会
◆元年７月２２日（月）～２４日（水）
場所：キョーイチボウル宇治
○黄檗宗大本山萬福寺の梵唄
◆元年９月７日（土）
場所：東京都国立劇場
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○ＫＹＯＴＯ Ｓｐｏｒｔｓ Ｄａｙ
◆元年９月２８日(土)
場所：京都府山城総合運動公園
○自然の恵みフェスタ ２０１９
◆元年１１月２４日(日)
場所：生長の家 宇治別格本山
○京都やましろ地域と東京しぶや連携交流事業イベント
宇治茶の味わい体験 in 渋谷ヒカリエ
◆元年１１月２６日(火)・２７日(水)
場所：渋谷ヒカリエ８/ＣＯＵＲＴ

Ⅳ.収益事業②
観光地整備事業
１．宇治市指定管理事業
市民をはじめ観光客の利便と情報発信の場として運営を行いサービスの向上を図った。
（１）ＪＲ宇治駅前自動車駐車場の管理運営
（２）近鉄大久保駅前自動車駐車場の管理運営

２．その他管理運営事業
（１）宇治宝くじ会事務
◆元年１２月１８日 (水)

理事会

（２）宇治市茶道連盟事務
◆３１年４月２３日（火)

総会（平成３０年度決算報告及び令和元年度予算報告等）

◆元年１０月 ６日（日)

第６８回宇治茶まつりにて茶席担当

◆元年１０月２６日（土)

宇治市民文化芸術祭にて茶席担当

・２７日（日）
◆元年１１月２７日（水） 茶道連盟研修会（黄檗山萬福寺・松殿山荘）
◆元年１２月２０日 (金)

上期事業報告会

（３）宇治観光土産品組合事務
◆元年１０月２７日（日） 第７回京都ご当地グルメリレーマラソン協賛（土産品販売）
◆２年 １月１５日 (水)

役員会

◆２年 ３月１７日 (火)

令和元年度 総会（鮎宗）

（４）宇治観光旅館組合事務
◆元年 ６月

７日（金） 定期総会（Ｈ３０年度決算報告及び令和元年度予算報告等）
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３．観光客受入れ事業
○駐車場対策事業
◆３１年４月２８日(日)～３０日（火祝）
５月１日（水祝）～５日（日）

（８日間）

宇治武田病院第３駐車場と市役所駐車場にて観光臨時駐車場を開設。
利用台数（８日間合計）
宇治武田病院第３駐車場
市役所駐車場

８３５台（30 年度 728 台 6 日間）
１,３６１台（30 年度 798 台 6 日間）

◆元年１１月２３日（土）
・２４日（火）
・３０（土）・１２月１日（土） 【４日間 】
紅葉シーズン期間中、宇治市役所北側駐車場・宇治武田病院第３駐車場の２か所を
観光臨時駐車場として利用できるように調整。

宇治武田病院第３駐車場 ３３９台
【30 年度 536 台 7 日間】
宇治市役所 駐車場

５８４台

【30 年度 678 台 7 日間】
【宇治市・宇治観光まちづくり株式会社・宇治市観光協会】

４．天ケ瀬ダムの観光資源活用事業
国土交通省天ケ瀬ダム統合管理事務所と連携し、天ケ瀬ダム特別体験ツアーを旅行会社通じて
実施した。
開

催 日

団

体 名

人

９月２９日（火） アオキカヌーワークス

数

５７名

１１月 ９日（土） 琴平バス

２３名

１１月２４日（日） クラブツーリズム

２９名

１１月２５日（月） 琴平バス

２３名

１１月２９日（金） 近畿日本ツーリスト
合

７名

計

１０９名
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Ⅴ.共益事業
関連団体等・会員向け事業
１．組織体制の強化
宇治観光の活性化と観光関連産業の振興を図るため、会員の拡大と関係事業者等との連携強化
を図り、当会の運営基盤の強化に努めた。また、京都府・宇治市・関係団体との連携を深め、
組織体制の強化を図った。

２．会員向け事業
（１）外国人観光客に接遇できる人材育成のため、専門的な知識を有する講師によるインバウン
ド講座をシリーズで開催し、外国人観光客への利便とおもてなし意識の向上を図った。
さらに、免税制度取扱店拡大への支援を継続した。

（地域人づくり支援事業）

○会員向けメールマガジンの発行
発行 ３１年４月・５月・８月・９月・１２月

/

２年１月・３月

○会員研修 愛知県知多半島方面
元年１２月９日（月）
場所：常滑やきもの散歩道
七福醸造ありがとうの里
参加者：４１名（事務局３名含む）
参加費：４，０００円
常滑やきもの散歩道

（２）観光振興計画／おもてなし講座
宇治商工会議所と連携で観光研修会を開催し、観光客の満足度やおもてなし意識の向上を
図り、質の高い観光を実現していった。
〇インバウンドセミナ－
期 間 元年５月～２年２月（毎月第３火曜日、計１０回）
会 場 京都信用金庫宇治支店２階
後 援 京都信用金庫宇治支店
※２年 1 月・２月【新型コロナウイルス感染防止のため中止】
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関係関連機関との調整
３１年４月 ３日（水）

黄檗宗大本山萬福寺 開山祥忌

３１年４月 ５日（金）

龍神総宮社

３１年４月 ５日（金）

平成三十一年度 春巡業大相撲宇治場所

３１年４月１５日（月）

平等院表参道商店会 平成３０年度定時総会

３１年４月１７日（水）

県神社 木の花会総会

３１年４月１７日（水）

平成３１年度第１回歴史的風致維持向上協議会

３１年４月１８日（木）

源氏タウン銘店会

３１年４月２１日（日）

第７回宇治太陽が丘スィートリレーマラソン

３１年４月２６日（金）

龍神総宮社

元年

５月 ２日（木）

宇治茶摘みの集い

元年

５月 ８日（水）

宇治神社 例祭

元年

５月１３日（月）

公益財団法人宇治市公園公社

元年

５月１７日（金）

平成３１年度公益社団法人日本観光振興協会関西支部会員総会

元年

５月１７日（金）

公益社団法人日本観光振興協会 関西支部支部長表彰式

元年

５月１７日（金）

公益社団法人京都府観光連盟

元年

５月１７日（金）

宇治・城陽テロ対策ネットワーク総会

元年

５月１８日（土）

第６４回全国煎茶道大会 第３３回目日本煎茶工芸展

第五十七回総括春季大祭

平成３０年度定時総会

先代祭主先生様御生誕９０年記念パーティー

平成３１年度第１回理事会

平成３１年第１回理事会

・１９日（日）
元年

５月２０日（月）

県祭安全対策推進協議会 令和元度第１回役員会・総合打合せ会

元年

５月２０日（月）

宇治橋通商店街振興組合 平成３１年度通常総会

元年

５月２８日（火）

宇治公衆衛生協会宇治支部

元年

５月３１日（金）

公益財団法人京都府公園公社

元年

５月３１日（金）

お茶の京都ＤＭＯ

元年

６月 １日（土）

宇治上神社

元年

６月 ２日（日）

クリーン宇治

元年

６月 ５日（水）

県まつり

元年

６月 ７日（金）

宇治市観光振興計画推進委員会

元年

６月 ８日（土）

塔の島地区改修事業完成記念式典

元年

６月１３日（木）

令和元年度公益社団法人京都府観光連盟 観光関連事業功労者表彰式

元年

６月１３日（木）

公益社団法人京都府観光連盟

元年

６月１８日（火）

宇治公衆衛生協会 表彰式及び懇親会

元年

６月１９日（水）

第１回「宇治茶」まつり消費イベント事務局会議

元年

６月２３日（日）

お茶の京都ＤＭＯ

令和元年度通常総会・懇親会
令和元年度第２回理事会

令和元年度第１回取締役会

献茶祭
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令和元年度通常総会

令和元年度定時社員総会

元年

７月 ２日（火）

山城管内市町村観光担当者等意見交換会

元年

７月 ２日（火）

第１回宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議

元年

７月 ２日（火）

宇治の観光夜間照明セミナー

元年

７月 ８日（月）

第 1 回「宇治茶」まつり消費イベント実行委員会

元年

７月 ９日（火）

京都府・ＪＲ西日本観光連携協議会

元年

７月１３日（土）

一般社団法人宇治青年会議所

元年

７月１８日（木）

ウミウ捕獲技術保存協議会

元年

７月２６日（金）

宇治市植物公園 写真コンテスト審査会

元年

７月２９日（月）

拳四朗後援会 令和元年度総会並びに交流会

元年

７月３０日（火）

第６８回宇治茶まつり 第２回実行委員会

元年

７月３０日（火）

第２回「宇治茶」まつり消費イベント 事務局会議

元年

７月３０日（火）

公益財団法人京都府公園公社

元年

８月 １日（金）

令和元年度

元年

８月 ５日（月）

第６８回宇治茶まつり 第２回実行委員会

元年

８月 ８日（木）

令和元年度

元年

８月１８日（日）

第６４回全国有名盆踊大会

元年

８月１９日（月）

宝蔵神社盂蘭盆供養大祭

元年

８月２０日（火）

第２回宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議

元年

９月 ５日（木）

第２３回全国鵜飼サミット嵐山大会

元年

９月 ５日（木）

平等院所蔵源氏物語図屏風の展示（観光センター１階）

令和元年度総会

創立５０周年記念式典並びに祝賀会
幹事会・総会

令和元年度第３回理事会

宇治市共同募金委員会

第１回募金推進会議

第１回 京都・宇治灯り絵巻

推進行議会幹事会

～１０月１０日（木）
元年

９月 ６日（金）

京都宇治灯り絵巻２０２０事業 第 1 回企画運営実行支援チーム会合

元年

９月 ７日（土）

黄檗山大本山萬福寺の梵唄講演

元年

９月 ８日（日）

宇治市図書館友の会 「宇治を知る」第５回講演と見学会

元年

９月２０日（金）

宇治市共同募金会

元年

９月２１日（土）

京都文教大学 地域志向教育研究 ともいき研究助成事業

第２回募金推進会議

宇治の「ものがたり観光」の魅力を探る
元年

９月２６日（木）

福寿園 宇治茶工房リニューアルオープン

元年

９月２７日（金）

お茶の京都 DMO 元年度第２回取締役会

元年

９月２８日（土）

京都新聞創刊１４０年記念「KYOTO Ｓｐｏｒｔｓ Ｄａｙ２０１９」

元年

９月２９日（日）

韓国伝統 歌・舞・楽 公演

元年１０月

１日（火）

宇治神社 献茶祭

元年１０月

１日（火）

製茶記念式典・茗魂祭

元年１０月

４日（金）

「宇治・茶の木人形」展示説明会（観光センター1 階）

～６日（日）
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元年１０月

６日（日）

第６８回 宇治茶まつり 式典

元年１０月

６日（日）

「宇治茶」まつり消費イベント

元年１０月

６日（日）

親子で楽しむ宇治茶の日２０１９

元年１０月

８日（火）

京都宇治灯り絵巻２０２０事業 第２回企画運営実行支援チーム会合

元年１０月

９日（水）

国際親善協会カムループス公式訪問団歓迎会

元年１０月１１日（金）

食べる宇治茶を食べつくそう！宇治茶漬けスタンプラリー

～１２月１５日（日）
元年１０月１８日（金）

大相撲京都場所

元年１０月１９日（土）

源氏ろまん２０１９ 宇治田楽まつり

元年１０月２０日（日）

龍神総宮社

元年１０月２２日（火）

宇治神社 即位礼正殿の儀当日祭

元年１０月２４日（木）

ジャパンツーリズム ＥＸＰＯジャパン２０１９

実乃身祭

～２７日（日）
元年１０月２６日（土）

宇治橋通り笑顔がいっぱいわんさかフェスタ２０１９

元年１０月２６日（土）

聞き茶めぐり２０１９

元年１０月２６日（土）

炭山窯元まつり

・２７日（日）
元年１０月２７日（日）

第７回京都ご当地グルメマラソン

元年１０月２８日（月）

ワールドマスターズゲーム２０２１関西
令和元年度第１回宇治市実行委員会

元年１０月３０日（水）

『第３６回宇治川マラソン大会』第１回実行委員会

元年１１月

京阪電車×響け！ユーフォニアム２０１９

１日（金）

～２年３月３１日（火）

デジタルスタンプラリー

元年１１月

２日（土）

京都アニメーション お別れそして志を繋ぐ会

元年１１月

５日（火）

県神社 献茶祭

元年１１月 ７日（木）

宇治商工会議所 第２７期役員議員披露式及び披露宴

元年１１月 ９日（土）

第２９回紫式部市民文化賞受賞者講演会

元年１１月１１日（月）

京都銀行宇治支店

元年１１月１２日（火）

宇治神社 臨時大祓式

元年１１月１４日（木）

宇治神社 大嘗当日祭

元年１１月１４日（木）

第６回たつみの会

元年１１月１５日（金）

京都宇治灯り絵巻２０２０事業 第３回企画運営実行支援チーム会合

元年１１月１６日（土）

平等院夜間特別拝観

～１２月１日(日)【金土日祝日】

オープン式典

瑞光照歓 ─錦秋のあかり─

元年１１月１７日（日）

政経文化懇談会

元年１１月２２日（金）

元年度宇治市スポーツ関係者懇親会

元年１１月２４日（日）

生長の家自然の恵みフェスタ
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元年１１月３０日（土）

第１回「宇治茶プレミアムミニ茶会」

元年１２月

２日（月）

第２回「宇治茶」まつり消費イベント実行委員会

元年１２月

５日（木）

龍神総宮社

元年１２月

７日（土）

志津川陶器まつり

庚申塚年末感謝例祭

・８日（日）
元年１２月１５日（日）

宇治市×京阪電車

クリスマスコンサート

～『響け！ユーフォニアム』の舞台より～
元年１２月１５日（日）

第２回「宇治茶プレミアムミニ茶会」

元年１２月１９日（木）

一般社団法人京都山城地域振興社 取締役会

元年１２月２５日（水）

宇治神社 大鳥居竣功式典並びに竣功奉告祭

２年

１月 ２日（木）

生長の家宇治別格本山 第六十回宝蔵神社新年祭

２年

１月 ６日（月）

福寿園宇治茶工房

２年

１月 ６日（月）

新春年賀交歓会

２年

１月 ７日（火）

一般社団法人宇治青年会議所

２年

１月１２日（日）

令和２年 宇治市消防出初式

２年

１月２２日（水）

第４回京都・宇治灯り絵巻企画運営実行・支援チーム会議

２年

１月２９日（水）

第３２回天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会

２年

２月 １日（土）

自由民主党宇治支部主催 令和２年新春賀詞懇談会

２年

２月 ２日（日）

龍神総宮社

２年

２月 ３日（月）

宇治神社 節分祭

２年

２月 ３日（月）

京都宇治ご当地グルメ～宇治茶漬け協議会
令和元年度

初もみ会
新春茶会（第四十五回初釜）

節分祭・星祭り祈願祭

第１回全体会議（意見交換会）

２年

２月 ６日（木）

『第３６回宇治川マラソン大会』 第２回実行委員会

２年

２月１０日（月）

第４回宇治市まちづくり審議会

２年

２月１２日（水）

『第３６回宇治川マラソン大会』役員派遣団体代表者
大会役員正副主任及び競技役員正副班長・正副主任会議

２年

２月１７日（月）

宇治商工会議所 第２７期

２年

２月１７日（月）

ワールドマスターズゲーム２０２１関西
令和元年度

第１回宇治地区委員会

宇治市実行委員会・第２回幹事会

２年

２月１７日（月）

第１３回宇治市交通バリアフリー検討委員会

２年

２月２６日（水）

拳四朗後援会 祝勝会

２年

３月１５日（日）

宇治観光ボランティアガイド

定時総会

２年

３月１７日（火）

公益社団法人京都府観光連盟

令和元年度第３回理事会

２年

３月１７日（火）

令和元年度

２年

３月１７日（火）

公益社団法人京都府観光連盟

２年

３月２６日（木）

宇治市社会福祉協議会 第１７１回評議員会

宇治市共同募金委員会
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第３回運営委員

令和元年度

第３回理事会

令和元年度 会議報告
会 議 名
定時総会

日 時・場

所・議 案 等

日時

元年 ６月２５日（火）

場所

パルティール京都

議案

平成３０年度事業報告・決算報告について
報告事項 令和元年度事業計画・予算 他

第 1 回 三役会

第 2 回 三役会

第３回 三役会

第 4 回 三役会

第 5 回 三役会

第６回 三役会

第７回 三役会

第８回 三役会

第９回 三役会

第１０回 三役会

日時

３１年 ４月１５日（月）

場所

宇治市観光センター

議案

事業計画進捗報告、天ケ瀬ダム体験について他

日時

元年 ５月２２日（水）

場所

宇治市観光センター

議案

第１回理事会資料（案）及び定時総会の議案について他

日時

元年 ６月１１日（火）

場所

宇治市観光センター

議案

全国鵜飼サミット開催候補について他

日時

元年 ７月１７日（水）

場所

宇治市観光センター

議案

京都花灯路連携事業について他

日時

元年 ８月

場所

宇治市観光センター

議案

職員採用、京都アニメーション支援金について他

日時

元年 ９月１３日（金）

場所

宇治市観光センター

議案

全国鵜飼サミット・第３回理事会の内容について他

日時

元年１０月

場所

宇治市観光センター

議案

宇治川改修工事・京都ｱﾆﾒｰｼｮﾝ支援金他

日時

元年１１月１２日（火）

場所

宇治市観光センター

議案

ゆめりあうじ移転について他

日時

元年１２月

場所

宇治市観光センター

議案

第４回理事会の内容について他

日時

２年 １月２２日（水）

場所

宇治市観光センター

議案

事業計画進捗報告他
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９日（金）

８日（火）

５日（木）

第１２回 三役会

日時

２年 ３月１０日（火）

場所

宇治市観光センター

議案

令和２年度事業計画案他

日時

元年 ６月

場所

宇治市観光センター

議案

定時総会の議案、役員改選、協会事務所移転について他

日時

元年 ６月２５日（火）

場所

パルティール京都

議案

会長・副会長・専務理事の選任について他

日時

元年１０月

場所

宇治市観光センター

議案

事業計画進捗報告について他

日時

元年１２月１８日（水）

場所

亀石楼

議案

事業報告（９月～１１月）・今後の予定について

日時

２年 ３月２６日（木）

場所

宇治市観光センター

議案

事業計画進捗報告について他

日時

元年１２月１８日（水）

場所

亀石楼

議案

事業計画他

専門委員会

日時

３１年４月２３日（火）

第１回 インバウンド推進委員会

場所

宇治市観光センター

議案

事業計画進捗報告他

専門委員会

日時

元年 ８月

第１回 宿木運営委員会

場所

宇治市観光センター

議案

平成３０年度決算、令和元年度予算について他

専門委員会

日時

元年１１月１２日（火）

第１回 運営委員会

場所

宇治市観光センター

議案

事業計画・予算見直しについて他

専門委員会

日時

２年 １月２０日（月）

第２回 宿木運営委員会

場所

宇治市観光センター

議案

事業計画進捗報告他

専門委員会

日時

２年 １月２４日（金）

第１回 広報宣伝イベント委員会

場所

宇治市観光センター

議案

事業報告・次年度事業計画他

第１回 理事会

第２回 理事会

第３回 理事会

第４回 理事会

第５回 理事会

令和元年度

宇治宝くじ会理事会
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６日（木）

４日（金）

９日（金）

専門委員会

日時

２年 ２月２７日（木）

第３回 宿木運営委員会

場所

宇治市観光センター

議案

令和元年度決算見込み他

専門委員会

日時

２年 ３月

第２回 広報宣伝イベント委員会

場所

宇治市観光センター

議案

宇治川さくらまつり開催について
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６日（金）

