令和２年度 事業報告について
令和２年度の宇治市の観光事情は、入込客数が前年比５７％減の約２４２万５千人と、統計に残
る過去３８年間で最低と発表され、新型コロナウイルス感染拡大の影響が直撃した結果となりまし
た。訪日外国人客がほぼゼロになったことに加え、緊急事態宣言発令による外出の自粛、施設の休
館、休業、１年を通じて集客が見込める多くのイベントが中止されました。また当会が主催する「宇
治川さくらまつり」や「宇治川の鵜飼」も中止となりました。
危機的状況の中、商店街ではテイクアウトのお弁当販売、土産品組合による宇治の特産品や土産
品を詰め合わせた、お中元・お歳暮ギフトの販売、また、宇治市プレミアム付きデジタルクーポン
は、市民の消費拡大と地元事業者の売り上げ回復支援となりました。
昨年４月より、当協会の事務所が宇治市観光振興課と共に JR 宇治駅前市民交流プラザ１階に移転
したことで、行政とより連携をとることが出来ました。
ＧｏＴｏキャンペーンの取扱及び第三者機関として事業への協力、ウィズコロナ・アフターコロ
ナに向け、観光 PR 動画の作成やオンライン商談会への積極的な参加を行っています。
また、昨年１０月より旅行業登録を行い着地型旅行商品の造成、販売により、観光客の方にご利
用いただいております。
コロナ収束には時間を要すると思われる中、今後は団体ツアーから少人数の旅行への転換、マイ
クロツーリズムの招致、豊かな自然を生かした観光資源の開拓などを積極的に行うなど、新たな観
光スタイルを模索しながら、宇治の魅力発信強化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 １２，２１９件（元年度
42,713 件）
ＪＲ宇治駅前観光案内所 案内件数 ５１，３９９件（元年度 184,244 件）
近鉄大久保駅観光案内所 案内件数
４，４０６件（元年度
7,849 件）
京阪宇治駅前観光案内所 案内件数 １９，３２６件（元年度
55,659 件）

（２）観光宣伝印刷物の作成及び配布
○「宇治イラストマップ」作成について
◆Ａ３サイズ（両面カラー印刷）
【２年３月発行分在庫多数の為使用】

○「宇治グルメマップ」作成について
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
作成する。
◆Ａ３サイズ２つ折り（両面カラー印刷）
【２年２月発行分在庫多数の為使用】
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（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、タイムリーな観光情報と地域の魅力をホームページ・公式ＳＮＳ
から国内外へ発信した。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
１７８，８９７件（元年度 245,764 件）
〇Facebook フォロワー
５，５０２件（元年度
5,353 件）
〇Twitter
フォロワー
３，９１０件（元年度
2,299 件）
〇Instagram フォロワー
２，０２８件（元年度
1,367 件）
〇宇治のまち 観光写真展 ―春編―
公式ホームページ専用フォームにて開催。
宇治市内で撮影した「春の宇治」をテーマにした写真を募集した。
※募集期間：３年３月１日（月）～３月２８日（日）
入選作品（１５点）は３年４月１５日（木）～４月２７日（火）に
ゆめりあうじ１階ギャラリー「宇治のまち 観光写真展―春編―」
にて展示した。

３月７日 洛タイ新報

４月１７日洛タイ新報

４月２２日毎日新聞（WEB）

〇「＃宇治ぐるめ」の発信
宇治市内の飲食店をより充実した形でご紹介するため着地型で制作
してきた「ぐるめマップ」について、新型コロナウイルス感染拡大
の影響により観光客が激減している現状を踏まえ、「ぐるめマップ」
にご協賛頂いている店舗の情報をＳＮＳ（Facebook･Instagram･Twitter）
にて紹介した。
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〇宇治市観光ＰＲ動画の作成
春夏秋冬の季節毎にＰＲ動画を撮影。宇治市の歴史や文化を伝える寺社や商店街、
宇治茶などを登場させ、国内外の観光客に市の魅力を発信した。各動画の再生時間は、
２分から２分半程度。
情報発信は宇治市・宇治市観光協会のＳＮＳ（Facebook･Instagram･Twitter）、
ホームページ、YouTube、観光センターデジタルサイネージ等にて今後実施する予定。
①夏編（撮影日：２年８月１５日）
・撮影場所：宇治上神社、宇治神社、天ヶ瀬ダム、
源氏物語ミュージアム
・店舗協力：宇治源氏タウン銘店会
（櫟、通圓茶屋、朝日焼）
②秋編（撮影日：２年１２月４日）
・撮影場所：興聖寺、天ヶ瀬吊り橋
・店舗協力：宇治橋通商店街振興組合
（BAR Kaguya、宇治創こころ、大阪屋マーケット）
・出演協力：京都文教大学 地域連携学生プロジェクト
商店街活性隊しあわせ工房ＣａｎⅤａｓ 学生３名
③冬編（撮影日：３年２月１８日）
・撮影場所：あがた神社、宇治市営茶室対鳳庵
・店舗協力：宇治観光塔の島会（鮎宗）、着物レンタル愛和服、昇苑くみひも
・出演協力：京都文教大学 地域連携学生プロジェクト ＫＡＳＡＮＥＯ 学生２名
④春編（撮影日：３年４月１９日・２６日）
・撮影場所：平等院、宇治茶道場匠の館
・店舗協力：平等院表参道（和夢兎、和夢茶Ｃａｆｅ、稲房安兼、ますだ茶舗）
・出演協力：京都文教大学 地域連携学生プロジェクト ＫＡＳＡＮＥＯ 学生３名

〇フォトコンテストの開催
公式ホームページ専用ページにて「宇治のまち観光写真展２０２０
フォトコンテスト」を開催。
募集期間：２年８月２０日 (木)～９月３０日（水）
入選作品：（１５点予定）は１０月２２日～１１月４日
ゆめりあうじ 1 階にて展示を行った。
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〇宇治市プロモーションゲーム
「宇治市～宇治茶と源氏物語のまち～」
宇治ＱＵＥＳＴデジタルスタンプラリー（うじクエ）
◆２年１１月１日（日）～１２月２０日（日）
宇治市観光センター、ＪＲ宇治駅前観光案内所、京阪宇治駅前
観光案内所にて、受付及び景品交換等を行った。

（４）テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・その他の媒体を通じての広報宣伝
〇野村證券京都支店の展示
◆２年４月６日（月）～７月３１日（金）
場所：野村證券京都支店（京都市下京区四条通堺町）
宇治市政策経営部経営戦略課に協力し観光ポスターや
パンフレットの展示が行われた。

〇２年８月７日（金）放送
ｅｏ光チャンネル「ゴエと忠志のＤＥＥＰ関西」
平等院、天ヶ瀬ダム、萬福寺、対鳳庵、お土産集合ギフト、
宇治市スマートフォンゲームなどのＰＲを行った。

〇２年８月２４日（月）・３０日（日）放送 ＦＭうじ
公式ホームページのフォトコンテストに関するＰＲを行った。

〇２年９月５日（土）放送
テレビ大阪「おとな旅あるき旅」
興聖寺、平等院、対鳳庵、平等院表参道周辺の旅番組
に撮影協力を行った。（宇治市フィルムコミッション）

〇京都市営地下鉄デジタルサイネージ
『コトチカビジョン京都』に宇治市観光ＰＲ動画が掲出された。
掲出期間：３年３月８日～３月２８日
また、３月１９日～３月２５日には地下通路から奈良線に続く
階段にもポスターが掲出された。
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（５）交通事業者との連携を強化し、全国に向け宇治の魅力の情報提供を行った。
〇宇治市観光ＰＲポスターの掲出
今年度新たに宇治市観光振興課が作成した観光ＰＲポスターについて、ＪＲ宇治駅自由
通路及び沿線の駅構内サイネージへの掲出を行った。

（６）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。
〇クラブツーリズム、ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
平等院貸切ツアー
参加者に宇治茶ティーバッグ提供と観光ＰＲを行った。
日程 ２年１１月２２日（日）
時間 １８時～２０時
※延べ約２１０人
協力：京都府茶業会議所・宇治市観光振興課
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（７）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。

（８）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
５２人（元年度
359 人）
源氏物語ミュージアム
１４７人（元年度
874 人）
植物公園
２４人（元年度
21 人）

（９）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。
※２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により利用激減。
【利用数】

対鳳庵
源氏物語ミュージアム
植物公園

０人(元年度
８７人(元年度
０人(元年度

1,066 人）
2,018 人）
26 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

（10）宇治観光大使等の活用
〇宇治市、宇治商工会議所及び当会が宇治にゆかりのある１５名の観光大使に新たに
４名を委嘱し、３月 1 日の就任式に先駆け、宇治市及び宇治市観光協会公式 YouTube
にてふるさと宇治のＰＲ配信を行った。

冠 徹弥さん
２月１日～
713 視聴

こやまたくやさん
２月８日～
878 視聴
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塚原一繁さん
２月１５日～
347 視聴

岡崎体育さん
２月２２日～
657 視聴

１－２．外国人観光客（インバウンド）誘客事業
○香港・台湾に向けての情報発信
宇治市と八幡市が連携し、宇治市内（宇治上神社・萬福寺・興聖寺他）、八幡市内
（石清水八幡宮・流れ橋他）観光誘致動画及びＷｅｂ記事の制作を行った。

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。
○京都府観光振興ネットワーク会議
◆２年８月 ７日（金）
◆３年３月２３日（火）
場所：京都タワーホテル
主催：公益社団法人京都府観光連盟
〇Ｃｈａｔｗｏｒｋ
グループでのチャット機能を用いて、京都府内各市町村、ＤＭＯ、観光協会、観光案内
所で交通・災害情報、イベント情報、新型コロナウイルス感染症対策等の情報交換を行
っている。
〇日本旅行 ＴｉＳ大阪支店 「行こう！お茶の京都」コーナー
・コーナー設置期間
・コーナー設置場所

２年１０月９日（金）～１１月８日（日）
大阪駅構内（中央改札口前）
日本旅行 ＴｉＳ大阪支店 店内
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○ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２０ＴＥＪ商談会
◆３年１月７日（木）・８日（金）
場所 東京ビッグサイト
⇒オンライン商談会へ変更（山城広域振興局）
主催 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）他
参加団体 京田辺市観光協会・八幡市観光協会
・木津川市観光協会・宇治市観光協会・お茶の京都 DMO
参加旅行会社 ８社
（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。
〇新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け利用者が減少している
府内の公共交通の活性を図り観光の需要を喚起するため「もう一つ
の京都周遊バス」が各交通事業者から販売。
※当会観光案内所でも販売を行う。
同様に府内「海の京都」「森の京都」「竹の里乙訓」で展開する。
〇宇治の禅寺巡りと坐禅発祥の地で坐禅体験
萬福寺・興聖寺 地元ガイドと巡るツアー
◆２年７月２３日（木祝）参加者２４名
２４日（金祝）参加者２３名
旅行企画・実施：お茶の京都ＤＭＯ
○宇治亀岡舞鶴三市連携によるデジタルスタンプラリー
「わが家の車はタイムマシン！？京都３市の歴史をタイムトラベルスタンプラリー」
コロナ禍において、マイクロツーリズムとして京都府内をマイカー
などで周遊し、三市の魅力発信を近畿日本ツーリスト、一般社団法人
日本自動車協会（ＪＡＦ）の広報媒体を活用して行った。
（各三市行政支援）
◆２年１０月１日（木）～３年２月２８日（日）
スタンプ取得場所 ・宇治市源氏物語ミュージアム
・舞鶴引揚記念館
・麒麟がくる京都亀岡大河ドラマ館
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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。
〇宇治橋通り商店街振興組合の飲食店で「崖っぷち弁当」を考案され、
宇治市観光協会ホームページ等で広報活動を行った。
◆２年４月１４日（水）～７月３１日（金）

〇宇治観光土産集合ギフトＧｅｔＳｍｉｌｅ宇治だョ！
お土産集合ギフト（お土産密にしました）を販売され、
ホームページ等で広報活動を支援した。
◆２年 ６月１日（月）～ ８月３１日（月）
◆２年１１月１日（日）～１２月２６日（土）
主催：宇治観光土産品組合

○第３０回紫式部市民文化賞受賞作品発表・贈呈式
第３０回紫式部文学賞受賞者講演会
◆２年１１月２２日（日）
宇治市文化センター

〇平等院表参道 福袋キャンペーン
平等院表参道商店会開催のキャンペーンを当会ホームページ等で
広報を支援した。
◆３年１月２日（土）～１１日（月）

〇宇治源氏タウン銘店会お買い物ラリー
◆３年３月６日（土）～３月２５日（木）
宇治源氏タウン銘店会開催のキャンペーンを当会ホームページ等で
広報を支援した。
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〇京都宇治ご当地グルメ「宇治茶漬け」（販売開始 平成 27 年 11 月）
◆２年４月１日～３年３月末
販売店１３店舗 合計３，７１８食（2 年度

11,600 食）

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。
※２年４月１０日～５月３１日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉館した。
入館者数

４６，２９７人（元年度

245,496 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。
※２年４月１日～６月３０日・３年１月１６日～３月７日は新型コロナウイルス感染
拡大防止のため休席した。
入席者数
１，９０８人（元年度 18,782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

濃茶薄茶セット

８１人（元年度

1,364人）

玉露煎茶セット

〇茶室開き
◆３年 1 月１０日（日）
薄茶と花びら餅（１，０００円） ６１人（元年度 55 人）
※濃茶席は中止
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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。

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。
◆２年１０月１２日（木）第２回宇治川改修対策特別委員会
場所：宇治商工会議所３階 大会議室
◆２年１２月２１日（月）第１０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：ゆめりあうじ４階 会議室
◆３年

３月２６日（金）第３３回天ケ瀬ダム再開発事業景観検討委員会
場所：ゆめりあうじ４階 会議室

○宇治市長、宇治商工会議所、宇治市観光協会 懇談会
◆２年６月３日（水） 宇治市内におけるコロナウイルス感染拡大の影響など懇談を行った。
〇宇治市長表敬訪問
◆２年１２月２８日（月）
〇宇治市長要望
◆３年１月２２日（金）
・コロナ禍における経済活動への支援
・ＪＲ宇治駅前観光案内所業務の強化及び協会財政運
営への支援
・鵜飼及び放ち鵜飼事業への支援
・コロナ感染拡大終息後のインバウンド活動への支援
・天ケ瀬ダム等を活用した体験型観光資源開発
・アーバンデザインセンター宇治への活動支援
12

〇新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言により甚大な影響を受ける中小
企業者の支援について要望
◆３年２月５日（金）
宇治橋通商店街振興組合、平等院表参道商店会、宇治源氏タウン銘店会から「新型コロ
ナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言により影響を受ける事業者の支援について要
望書（２月３日付）を宇治商工会議所、宇治市観光協会双方に提出され、提出内容を踏
まえ国への要望として衆議院議員 安藤裕議員、山井和則議員へ要望書（２月５日付）
を提出した。
（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。

７．安全な観光地づくりの推進
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
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「宇治学」 インタビュー「宇治探検」フィールドワーク

◆２年１１月５日（木）宇治市南小倉小学校 ６年生２５名
〇宇治の観光現状についてフィールドワーク
◆２年１１月１４日（土）摂南大学 ２９名

９．後援協賛事業
◆２年１１月１日（日）～８日（日）
コロナに負けるな！萬福寺から宇治を元気に！隠元禅師生誕祭イベント
（黄檗山萬福寺）
主催：隠元禅師生誕祭イベント実行委員会
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◆３年３月７日（日）
年度末よ～いドン大会 宇治将棋大会
主催：親睦将棋 不成の会
（東宇治コミュニュティセンター）

◆３年３月１９日（金祝）～２１日（日）【計３日間】
萬福寺ランタン
（黄檗山萬福寺）
主催：お茶の京都 DMO
◆３年３月２６日（金）
着地型観光を考える地域フォーラム
（太陽が丘※リモート参加も可）
主催：公益財団法人京都府公園公社

10．新型コロナウイルス感染拡大に関する対策事業
〇新型コロナウイルス感染症対策を実施している店舗の取り組み
を「見える化」するため、「新型コロナウイルス対策実施店舗向
けポスター」を宇治市・宇治商工会議所・宇治市観光協会で作成
しホームページ等で広報活動を行った。

〇関西ブロック広域観光振興事業推進協議会が作成した「新しい
旅のエチケットポスター」をホームページ等で広報活動を行った。

〇新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進京都会議が
作成した「ガイドライン推進宣言事業所ステッカー」をホームペ
ージ等で広報活動を行うとともに、宇治市観光協会施設で交付手
続き行った。

〇観光庁、京都府、宇治市が行う支援及び補助制度をより活用で
きるようホームページで広報活動を行った。
（新型コロナウイルス感染症対策 中小企業等支援補助金 他）
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〇「宇治のお店おうえんクーポン」
宇治市プレミアム付きデジタルクーポン発行の広報活動
宇治ＮＥＸＴ及び宇治商工会議所が行う事業に対しホームページ等で
広報活動を行った。

〇観光庁が推進する「ＧｏＴｏトラベルキャンペーン事業」において、事業者向け説
明会等催案内等をホームページ等で広報活動を行い、また宿泊事業者をサポートする
旅行代金請求に必要な第三者機関に登録し、宿泊増加の為の支援を行った。また、地
域共通クーポン券制度の取り扱いについて、加入登録の呼びかけを行うとともに茶室
対鳳庵、宇治市源氏物語ミュージアム、宇治市植物公園、おみやげプラザ宿木の登録
を行った。
〇ＧｏＴｏイートの推進
農林水産省が推進する「ＧｏＴｏイート事業」において事業者向け説明会等開催案内
等をホームページ等で広報活動を行うとともに茶室対鳳庵にて登録を行った。

〇ＧｏＴｏ商店街の協力
宇治橋通り商店街・平等院表参道商店会・宇治源氏タウン銘店会及び宇治観光土産品
組合が登録された企画に対し協力した。

〇「京もの指定工芸品」購入事業
京都府の事業補助金を活用し、京もの指定工芸品を購入し、茶室対鳳庵等で使用する
抹茶茶碗や今後広報活動を展開に活用できる京扇子を購入した。

〇その他、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け延期または中止となった、祭事、
イベント等ホームページで広報活動を行った。
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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４４回宇治川さくらまつり【新型コロナウイルス感染防止のため中止】
◆２年４月４日（土）・５日（日）
（元年度人出 約 151,000 人）

(２)宇治川の鵜飼事業【新型コロナウイルス感染防止のため中止】
◆２年７月１日（水）～９月３０日（水）（９２日間）
リーフレット・ポスター作製・・・中止（例年
鵜飼・宇治茶観光キャンペーン・・中止（例年
宇治川の鵜飼川開き・・・・・・・中止（例年

４月頃）
６月頃）
７月１日）

○ウミウの健康診断・・・・・・２年６月２６日（金）
○ウミウの人工ふ化・育雛・・・今年度の産卵数 ０個
○鵜飼公開トレーニング・・・・２年９月３０日（水）

（３）京都・宇治灯り絵巻２０２０ 「京都・宇治灯りのみち」
◆２年１１月２１日（土）～１２月６日（日）１６日間
点灯時間：１７：００～２１：３０
開催場所：京都府立宇治公園周辺中宇治地区一帯
※２年３月２０日（金祝）～２２日（日) ３日間予定していた
『 ～京都・花灯路連携事業～京都・宇治灯り絵巻２０２０ 』
事業が新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期となった事業に対し、秋の紅葉
時期にＧｏＴｏキャンペーン期間に新たな生活様式に沿った旅行スタイルに対応し
た着地整備として一部内容を変更し宇治の街並みに似合う宇治情緒豊かな陰影のあ
る灯りのみちを連結する事業を実施した。
主催：京都・宇治灯り絵巻推進協議会
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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
１７１件（元年度
508 件）
ガイド利用数
１，７３１名（元年度 10,326 名）
ガイド延べ人数
３３９名（元年度
1,020 名）
※４月１３日～５月３１日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動休止
○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。
◆２年６月～７月 １２日間 利用数１４名（元年度 128 名）
※２年４月～５月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
◆２年９月～３年３月

４６日間 利用数１５３名（元年度 274 名）
合計５８日間 利用数１６７名（元年度 402 名 70 日間）

３．宇治川さくらプロジェクト事業
◆３年３月８日（月）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】
今年度は市道２３３号線道路（２本）
府立宇治公園内(頼通公園)（１本）ともに
エドヒガンザクラを植樹
（協力：宇治観光まちづくり会社株式会社）
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４．
「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業
「響け！ユーフォニアム“新しい生活様式の吹奏学祭とデジタルスタンプラリー」
〇新型コロナウイルス感染拡大の影響により、従来の生活様式から変化が急速に進んで
おり、これからは、国内外の観光客が安心して観光を楽しむことができるよう、
地域が一体となって新たな生活様式に沿った旅行スタイルに対応した着地整備事業の
採択を受け下記事業を行った。
実施主体：宇治市 事務局：宇治市観光協会
（１）“宇治市×響け！ユーフォニアム”サウンドフェスタ
①先行動画：原作者 武田綾乃さんとシリーズ出版社の
宝島社編集長との対談動画を宇治市観光協会公式
YouTube にて配信した。
7,316 視聴
②“宇治市×響け！ユーフォニアム”サウンドフェスタ
宇治市観光協会公式 YouTube にて配信
出場校：京都すばる高校、京都橘高校、莵道高校、東宇治高校、立命館宇治高校
宇治中学校、黄檗中学校、東宇治中学校、

Part１

28,000 視聴

Part２

13,000 視聴

Part３

2,014 視聴

（２）舞台めぐりデジタルスタンプラリー
日時：２年１２月１５日（火）～３年２月２８日（日）まで
(緊急事態宣言発令により３月３１日(水)まで延長)
場所：宇治市内
内容：スマートフォンアプリ「舞台めぐり」を使ってアニメの舞台になっている宇治
市内をめぐるデジタルスタンプラリー。期間中は宇治市内の各所や京阪電車宇
治線の駅にキャラクターの等身大パネルを設置
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（３）“宇治市×響け！ユーフォニアム”商店街フェスタ
デジタルスタンプラリーの開催期間中に、中宇治エリアの商店街では、
「響け！ユー
フォニアム」の作品とコラボしたメニューやこの期間だけのオリジナルクリアファ
イルなどの特典を進呈。応援店舗はフェスタ専用のステッカーを掲示。
◆１２月１５日（火）からオリジナルクリアファイル（計 2 万枚）配布。

５．京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。
○宇治川増水による中の島立入禁止
２年 ６月１４日（日）～ ６月１９日（金） ５日間
２年 ７月 ７日（火）～ ７月２４日（金）１７日間
２年１０月１０日（土）
１日

６．観光客受入れ事業
○駐車場対策事業
◆２年１１月２１日（土）・２２日（日）・２３（月・祝）・２８日（土）・２９（日）
【５日間】
紅葉シーズン期間中、宇治駐車場に加え宇治武田病院第３駐車場を観光臨時駐車場
として利用できるように調整を行った。
宇治市・宇治観光まちづくり株式会社・宇治市観光協会
宇治武田病院第３駐車場 ４２７台
【元年度 339 台 4 日間】
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７．放ち鵜飼プロジェクト検討事業
平成２６年に日本で初めて人工ふ化でウミウが誕生し、翌年以降もウミウの人工繁殖
を行い、そのウを使った綱を使用しない「放ち鵜飼」を宇治で開催するための準備、
ウのトレーニングを行った。
本年度より、有識者による「宇治川の鵜飼・放ち鵜飼あり方検討委員会」を設立し、
令和３年秋の放ち鵜飼開催に向けて検討を行った。

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、観光土産品の PR 販売の促進を行った。
※２年３月８日(日)～５月３１日(日)まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため
臨時休業した。
※２年６月１日（月）より営業時間を短縮し再開した。

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
◆２年８月１２日 (水)
（２）宇治市茶道連盟事務
◆２年 ６月１１日（木）
◆２年１０月 ７日（水）
◆２年１２月１８日 (金）

理事会
総 会（元年度決算報告及び２年度予算報告等）
三役会 新型コロナウイルス感染症対策打合せ
上期総会
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（３）宇治観光土産品組合事務
◆２年 ５月２３日（土）
◆２年 ６月 １日（月）
◆２年 ６月１２日（金）
◆２年 ６月１６日（火）
◆２年 ７月 ９日（木）
◆２年 ８月１２日（水）
◆２年 ９月 ４日（金）
◆２年１０月 ２日（金）
◆２年１０月２７日（火）
◆２年１１月１６日（月）

三役会
贈呈式
役員会
贈呈式
役員会
贈呈式
役員会
役員会
役員会
役員会

(土産品贈呈企画について)
(市内特別養護老人ホームへ土産品の進呈事業)
(宇治土産集合ギフト等)
(宇治だョ！おみやげ集合ギフト)
(宇治観光土産品ギフト等）
(市内小学校育成学級への土産品の進呈事業)
宇治市観光センター２階
ゆめりあ うじ ４階 会議室
ゆめりあ うじ ４階 会議室
宇治商工会議所２階 会議室

◆２年１２月 ９日 (水)
◆３年 １月１５日 (金)
◆３年 ２月 ９日 (火)

役員会 宇治商工会議所２階 会議室
ギフト抽選会
役員会 宇治市観光センター２階

（４）宇治観光旅館組合事務
◆ＧｏＴｏトラベル事務局（第三者機関）としての業務対応
トラベル事務局からの情報を旅館組合に提供
（５）観光チケット販売事務（観光案内所にて販売）
宇治茶の郷 周遊木っぷもうひとつの京都 周遊パス
お茶の京都 やんたんライナー

Ⅴ.収益事業③
旅行商品販売事業（新規事業）
（１）登録手続き関係
〇２年１０月１３日に京都府知事登録旅行業

第２－８２２号を取得

（２）商品造成について
〇興聖寺 秋の特別茶会「喫茶去」
◆２年１１月１日～１２月２０日
観光協会ホームページ予約サイトにて申込受付
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■旅行会社連携商品
〇ＪＲ東海ツアーズ興聖寺貸切り特別拝観【期間限定】
◆２年１１月２１日～１２月６日 参加者８３４名
〇ＪＲ東海ツアーズ 冬の「＃ずらし旅」
夜の興聖寺坐禅体験 販売
◆３年１月１１日～３月３１日

〇天ケ瀬ダム特別体験ツアー
◆３年１月～随時受付
日時

申込者名

定員

販売価格

実績

1/15

JTBGMT モニターツアー

15 名

30,000 催行中止

1/24

クラブツーリズム

15 名

30,000 催行中止

1/30

クラブツーリズム

15 名

30,000 催行中止

■旅行会社連携商品
日時

旅行者・企画名

11/21～12/6

JR 東海ツアーズ

18：00～20：45

興聖寺夜間貸切特別拝観

11/21～12/6
19：00～20：45
1/11～3/31
19：00～20：45

定員

販売価格

100 名

実績
拝観者 472 名

JR 東海ツアーズ
「ずらし旅 選べる体験ご利用券」 26 名
夜の興聖寺

1,000 円

拝観者 362 名

2,000 円

拝観者 7 名

坐禅体験

JR 東海ツアーズ
「ずらし旅 選べる体験ご利用券」 26 名
夜の興聖寺

坐禅体験

■イベント関係
日時
11/1～12/20
10 時/13 時/15 時
1/11～2/28
10 時/13 時/15 時

イベント名

定員

価格

実績

興聖寺特別茶会「喫茶去」

3名

3,500 円

参加者 25 名

興聖寺新春特別茶会「喫茶去」

3名

3,500 円

集客無し
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■地元ガイドとめぐる！うじぶらり旅
観光協会ホームページ予約サイトにて申込受付
日時

ツアー名

行程

価格

JR 宇治駅＝宇治橋＝興聖寺（拝
毎週木曜日

僧侶に学ぶ本格坐禅体験

9 時～13 時

と世界遺産宇治上神社

観・法話・坐禅体験）＝宇治上神
社（参拝）＝塔の島＝平等院表参 3,500 円
道＝宇治橋通り商店街＝JR 宇治
駅解散

毎週水曜日

松殿山荘特別公開と

9 時/11 時/13 時

「木幡」の謎を探る旅

JR 木幡駅＝松殿山荘（呈茶・見
学・案内）＝宇治陵 1 号＝許波多 4,500 円
神社＝京阪木幡駅解散
JR 宇治駅＝あがた通り＝あがた

毎週水曜日
9 時半/13 時

抹茶のお香づくり体験と 神社（お香づくり体験）＝対鳳庵
お茶席

（￥1,000）＝塔の島＝宇治上神社 6,800 円

宇治茶を楽しむぶらり旅

または宇治神社＝京阪または JR
宇治駅解散

毎週月曜日
10 時～14 時

写経体験と「うなぎもど JR 黄檗駅＝萬福寺（拝観・写経・
き丼」

法話・うなぎもどき丼昼食・コー 6,800 円

黄檗山萬福寺をぶらり旅

ヒー）＝JR 黄檗駅解散
JR 宇治駅＝宇治橋通り商店街・平

毎週月曜日
13 時～17 時

「昇苑くみひも」

等院表参道＝対鳳庵（￥2,400）＝

手組み体験とお点前体験

塔の島＝宇治上神社または宇治神 5,800 円

宇治ならではのふたり旅

社＝宇治橋＝昇苑くみひも（手組
み体験）＝JR 宇治駅解散
～15：00 入山、喫茶去、食事・懇

毎週金・土曜日

日 本 最 古 の 曹 洞 宗 寺 院 談、坐禅、就寝

15 時～翌 10 時

「興聖寺」修行体験

翌日／起床、坐禅、朝食、作務、
写経、10：00 解散
JR 宇治駅集合=西ノ山展望台=ハ

毎週水・金・土・日 宇治～宇治田原
曜日

観光タクシーで行く

9 時～13 時

ハートを探す旅

ートマンホール=永谷宗円生家=正
寿院=宇治上神社=京阪宇治駅また
は JR 宇治駅解散

宇治周遊レンタカー
随時

宇治大久保店限定得々プ
ラン
8 時間／12 時間コース
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11,000 円

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。
○会員研修 【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
〇インバウンドセミナ－【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
○会員向けメールマガジンの発行
発

行

特

集

１

特

集

２

39 号 4/12

コロナウィルス状況

観光協会事務所移転

40 号 5/26

アフタ－コロナ

宇治市施設の再開

41 号 6/22

対鳳庵再開告知

緊急事態宣言解除後の

特

集

３

台湾だより

入国拒否国状況

昨今の専門用語解説

入境者の隔離期間

インバウンドアンケ－ト
42 号 7/20

対鳳庵再開告知

GoTo トラベル事業

入国制限緩和

リバウンド台湾

43 号 7/28

対鳳庵再開告知

崖っぷち弁当

土産集合ギフト

GoTo トラベル事業

44 号 8/31

対鳳庵再開告知

訪日旅行再開関連記事

Go To 第３者機関

来年の春節は

45 号 9/ 8

台湾観光展告知

訪日旅行再開関連記事

中秋節・国慶節

GoTo トラベル事業

46 号 10/16

GoTo トラベル・地域

GoToEat・おうえんクーポン

新しい京都観光

３市連携事業 JAF

47 号 10/19

海外旅行会社の動き

今やるべきこと

渡航規制緩和 10/15

48 号 11/ 2

コロナ禍の旅館ホテル

台湾旅行会社の販売商品

49 号 12/12

ワ－ケ－ション

台湾 ITF

GoTo トラベル

各種ク－ポン

50 号 12/28

コロナ対策①

コロナ対策②

興聖寺薄茶

ウィンタ－フェスタ

51 号 2/24

対鳳庵実績

台湾情報

台湾入門講座-２

52 号 3/19

ホテル稼働率

サステナブル・ツーリズム

インバウンドの
観光用語
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（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。
〇おもてなしセミナー
「新時代到来！ウィズコロナ時代の V 字回復ノウハウ１５連発」
◆３年２月２４日（水） 宇治商工会議所３階 大会議室
参加人数 ２４名（オンライン受講者含む）

関係関連機関との調整
２年

４月 ５日（日）

龍神総宮社

第五十八回総括春季大祭

２年

４月２５日（土）

令和２年度宇治市国際親善協会総会及び国際交流講演会

２年

５月 ８日（金）

宇治神社例祭【中止】

２年

５月１５日（金）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産サン霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

２年

５月１８日（月）

公益社団法人京都府観光連盟

２年

５月２７日（水）

東京オリンピック２０２０聖火リレー【中止】

２年

６月 １日（月）

宇治上神社献茶祭【中止】

２年

６月 １日（月）

宇治製茶記念式【中止】

２年

６月 ２日（火）

クリーン宇治【中止】

２年

６月 ２日（火）

お茶の京都ＤＭＯ取締役会

２年

６月 ５日（金）

県神社例大祭夕御饌ノ儀

２年

６月 ８日（月）

公益社団法人京都府観光連盟

２年

６月１２日（金）

令和２年度

２年

６月１５日（月）

お茶の京都市町村観光ＤＭＯ担当課長及び観光協会事務局会議

２年

６月１６日（火）

（公財）宇治市公園公社 令和２年度第１回理事会

２年

６月２４日（木）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産サン霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

２年

６月２７日（土）

お茶の京都ＤＭＯ

令和２年度第１回理事会

令和２年度通常総会

第５７回通常総会

総会

書面決議

拳四朗後援会総会

書面決議

令和２年度定期総会

書面決議

京都府・ＪＲ西日本観光連携協議会

２年

７月９日（木）１０日（金） 第２４回全国鵜飼サミット笛吹市大会【中止】

２年

７月１８日（土）

龍神総宮社

２年

７月３０日（日）

ＧｏＴｏトラベル事業説明会

２年

８月 ３日（月）

令和２年度紫式部文学賞イベント実行委員会総会

２年

８月 ７日（金）

令和２年度「京都府観光振興ネットワーク会議」

第六十回庚申塚立祖夏季大祭
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２年

８月１１日（火）

京都・宇治灯り絵巻２０２０幹事会

２年

８月１２日（水）

宇治宝くじ会理事会

２年

８月１８日（火）

生長の家 全国有名盆踊り大会【中止】

２年

８月２４日（月）

第１３回宇治市交通バリアフリー検討委員会

２年

８月２８日（金）

第５回宇治市まちづくり審議会

２年

８月３１日（月）

宇治市観光振興計画推進委員会

書面決議

京都府・ＪＲ西日本観光連携協議会

２年

第５回宇治市まちづくり審議会

８月２８日（金）

令和２年度総会

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西

書面決議

令和２年度宇治市実行委員会・第 2 回幹事会

２年

９月 ９日（水）

令和２年度宇治市観光振興計画推進委員会

２年

９月１１日（金）

第３７回宇治川マラソン大会 第１回常任委員会
ワールドマスターズゲームズ２０２１関西

書面決議

令和２年度宇治市実行委員会・第 1 回総会
「宇治茶・山城ごちそうフェスタ」

書面決議

令和元年度収支決算及び令和２年度事業

２年

９月１７日（月）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産三霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

２年

９月２３日（水）

ＧｏＴｏトラベルキャンペーン地元説明会

２年１０月

１日（木）

宇治神社献茶祭（神事のみ）

２年１０月

１日（木）

製茶記念式典・茗魂祭（神事のみ）

２年１０月

１日（木）

京都・宇治灯り絵巻２０２０

２年１０月

８日（木）

「宇治土産集合ギフト」結果報告及び慰労決起懇親会

企画運営実行支援チーム会合

２年１０月１２日（月）

令和２年度第２回宇治川改修対策特別委員会

２年１０月１２日（月）

淀川水系流域委員会

２年１０月１４日（水）

誘客多角化会議

２年１０月１９日（月）

令和２年度第１回宇治市環境保全審議会

２年１０月２６日（月）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産三霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

２年１１月

１日（日）
～８日（火）

隠元禅師生誕イベント

２年１１月

２日（月）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産三霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

２年１１月

５日（木）

県神社献茶祭（拝服席自粛）

２年１１月

６日（金）

お茶の京都ＤＭＯ令和２年度第３回取締役会

書面決議

令和２年度ウミウ捕獲技術保存協議会総会

２年１１月１９日（木）

誘客多角化商店街説明会

２年１１月２１日（土）
～１２月６日（日）

興聖寺特別夜間拝観
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２年１１月２２日（日）
２年１２月

５日（土）

第３０回紫式部文学賞、市民文化賞
贈呈式及び源氏ろまん３０周年イベント
龍神総宮社

庚申塚年末感謝例祭

２年１２月１４日（月）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産三霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

２年１２月１８日（金）

山本正宇治市長 退任式

２年１２月２１日（月）

松村淳子新宇治市長 初登庁式

２年１２月２１日（月）

第１０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

２年１２月２６日（月）

令和２年度第１回宇治市総合計画審議会

３年

１月１８日（月）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産三霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

３年

１月２２日（金）

「お茶の京都ＤＭＯ」市町村担当課長会議及び観光部会

３年

１月２６日（火）

京都宇治灯り絵巻幹事会

３年

１月２８日（木）

「お茶の京都 DMO」令和２年度第４回取締役会

３年

２月 ２日（火）

宇治神社節分祭

３年

２月１５日（月）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産三霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

３年

３月 ３日（水）

淀川水系流域委員会

３年

３月 ７日（日）

宇治観光ボランティアガイド

３年

３月１９日（金）

公益社団法人京都府観光連盟令和２年度第３回理事会

３年

３月１９日（金）

萬福寺ランタン点灯式

３年

３月２３日（火）

令和２年度

書面決議
書面決議

定時総会

第２回京都府観光振興ネットワーク会議

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西
令和 2 年度宇治市実行委員会

第 2 回総会

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西
令和 2 年度宇治市実行委員会

第 3 回幹事会

３年

３月２６日（金）

「お茶の京都ＤＭＯ」令和２年度第５回取締役会

３年

３月２６日（金）

第３３回天ヶ瀬ダム再開発事業景観検討委員会

３年

３月２９日（月）

宇治市社会福祉協議会第１７４回評議員会

３年

３月２９日（月）

日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産三霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業会議

３年

３月３０日（火）

第６回宇治市まちづくり審議会
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令和２年度

会議報告

会 議 名
定時総会

日 時・場

所・議 案 等

日時 ２年６月２３日（火）
場所 ゆめりあうじ ４階
議案 令和元年度事業報告・決算報告について
定款変更について 他

第 1 回 三役会

日時 ２年４月８日（水）
場所 宇治市観光センター

２階

議案 新型コロナウイルス感染関連について 他
第 2 回 三役会

日時 ２年５月１９日（火）
場所 宇治市観光センター

２階

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
第３回 三役会

日時 ２年６月１７日（水）
場所 宇治市観光センター

２階

議案 宇治川の鵜飼開催について 他
第 4 回 三役会

日時 ２年７月１４日(火)
場所 ゆめりあうじ 1 階
議案 京都花灯路連携事業について他

第 5 回 三役会

日時 ２年８月１２日(水)
場所 ゆめりあうじ ４階
議案 新型コロナウイルス感染関連について他

第６回 三役会

日時 ２年９月１４日(月)
場所 ゆめりあうじ １階
議案 第 2 回理事会資料案について

第７回 三役会

日時 ２年１０月１４日（水）
場所 ゆめりあうじ １階
議案 新型コロナウイルス感染関連・宿木運営について他

第８回 三役会

日時 ２年１１月１１日（水）
場所 ゆめりあうじ １階
議案 新型コロナウイルス感染関連・事業計画について他

第９回 三役会

日時 ２年１２月

９日（水）

場所 ゆめりあうじ １階
議案 第３回理事会の内容について他
第１０回 三役会

日時 ３年

１月２２日（水）

場所 ゆめりあうじ １階
議案 旅行業の進捗報告他
28

第１１回 三役会

日時 ３年

２月１７日（水）

場所 ゆめりあうじ 1 階
議案 宇治川さくらまつり開催について他
第１２回 三役会

日時 ３年

３月 ８日（月）

場所 ゆめりあうじ 1 階
議案 令和３年度事業計画案他
第１回 理事会

日時 ２年６月１日(月)
場所 ゆめりあうじ ４階
議案 定時総会の議案、今年度会費の徴収について他

第２回 理事会

日時 ２年１０月６日（火）
場所 宇治市観光センター

２階

議案 事業計画進捗報告他
第３回 理事会

日時 ２年１２月２２日（火）
場所 宇治市観光センター

２階

議案 半期報告及び決算見込み他
第４回 理事会

日時 ３年

３月２２日（月）

場所 ゆめりあうじ ４階
議案 次年度事業計画及び収支予算他
２年度 宇治宝くじ会理事会

日時 ２年８月１２日（水）
場所 ゆめりあうじ ４階
議案 事業計画他

専門委員会

日時 ２年６月１０日(水)

第１回 宿木運営委員会

場所 ゆめりあうじ ４階
議案 令和２年度宿木の運営管理について他

専門委員会

日時 ２年６月１８日(木)

第１回 広報宣伝

場所 ゆめりあうじ ４階

イベント委員会

議案 事業の活動報告について 他

専門委員会

日時 ２年６月２３日(火)

第１回 運営委員会

場所 ゆめりあうじ ４階
議案 事業の進捗報告について 他

専門委員会

日時 ２年６月２９日(月)

第２回 宿木運営委員会

場所 ゆめりあうじ ４階
議案 ７月以降の営業、レジ袋有料化について 他

専門委員会

日時 ２年１２月２２日（火）

第３回 宿木運営委員会

場所 宇治市観光センター

２階

議案 出品料請求の有無について他
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専門委員会

日時 ３年

１月２６日（火）

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

２階

議案 次年度事業計画・広報宣伝他
第１回宇治川の鵜飼・放ち鵜飼

日時 ２年１２月

３日（木）

あり方検討委員会

場所 ゆめりあうじ ４階
議事 宇治川の鵜飼・放ち鵜飼の現状と課題について

第２回宇治川の鵜飼・放ち鵜飼

日時 ３年

２月 ２日（火）

あり方検討委員会

場所 宇治市観光センター
議事 放ち鵜飼について
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２階

令和２年度

収支決算について
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