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議案第１号 令和３年度 事業報告・収支決算について 

 

令和３年度 事業報告について 

 

令和３年度の宇治市の観光事情は、入込客数が前年比３％減の約２３４万１千人（約８万

人減）と、統計に残る過去３９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。緊急事態宣言措置による外出の自粛、施設の休館、休業の要

請が行われ、更にまん延防止等重点措置によるイベントや飲食等の人数制限が長期に亘り発

令され、期待をしていたＧｏＴｏキャンペーンも据え置きとなり、１年を通じて観光産業は

非常に厳しい状況となりました。当会が主催する「宇治川さくらまつり」も 2 年連続中止と

なり、「宇治川の鵜飼」も飲食を伴う貸切船は中止となり乗合船のみ人数制限を行った上で

の運営となりました。 

危機的状況の中、観光庁による支援事業を活用し、更なるＳＮＳによる情報発信の強化や、

ワーケーション事業や磨き上げ事業を展開しました。また、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、府内限定の宿泊を伴う府民割引や

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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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）着地型観光情報提供及び案内 

〇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   １４，５２３件（２年度  12,219 件） 

   ＪＲ宇治駅前観光案内所 案内件数  ４３，１１６件（２年度  51,399 件） 

   京阪宇治駅前観光案内所  案内件数   １８，５７４件（２年度  19,326 件） 

近鉄大久保駅観光案内所  案内件数     ５，８３３件（２年度   4,406 件） 

 

〇ＪＲ宇治駅前自由通路の展示スペースを活用し、宇治の観光ＰＲを行った。 

  ◆３年５月１日（土）～６月３０日（水）   

   観光写真展示・春から初夏にかけての写真 

   

◆３年７月 1 日（木）～８月２日（月） 

   宇治観光土産品組合 お中元セットの展示 

   

◆３年８月４日（水）～９月１６日（木） 

   宇治川の鵜飼展示 

   

◆３年９月１７日（金）～１０月３１日（日） 

   サイネージによる宇治の観光紹介 

 

◆３年１１月１日（月）～１２月２７日（月） 

   うみうのウッティーおさんぽデジタルスタンプラリー 

 

◆３年１２月２８日（火）～４年２月４日（金） 

   宇治茶・対鳳庵・新春 

 

◆４年２月５日（土）～２月１８日（金） 

   玉菟の紹介・販売案内 

 

◆４年２月１９日（土）～４月１５日（金） 

   宇治のお店応援クーポン（利用期間５月１５日（日）まで） 
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（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） 

３０万部【４年３月発行】  

 

○「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） 

４万部【４年３月発行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）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    ２１９，９４１件（２年度 178,897 件） 

〇Facebook  フォロワー      ５，８１３人（２年度   5,502 人）    

〇Twitter   フォロワー      ５，４５２人（２年度   3,910 人） 

〇Instagram フォロワー      ３，３３２人（２年度   2,028 人） 

 

〇Instagram 特別企画について 

公式アカウントにて投稿キャンペーンを開催。 

コロナ禍で観光が出来ない状況のなか、ＳＮＳを 

通じて、「夏の宇治」の魅力発信に努めた。 

 

企 画 名：＃夏の宇治 投稿キャンペーン 

開催期間：３年９月６日(月)～９月３０日(木) 

開催概要：開催期間中に宇治の夏ならでは風景、夏を感じるスポットや夏の思い出など、 

「夏の宇治」をテーマに撮影した写真を、専用ハッシュタグを用いて投稿。 

フォロワーから寄せられた投稿を随時公式アカウントにて紹介した。 
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〇ＳＮＳおよびＷＥＢ広告を活用した観光情報発信事業委託（宇治市観光振興課） 

観光客に対して宇治への訪問意欲の喚起と実際の訪問に繋げるため、ＳＮＳの広告 

機能を活用した観光情報の宣伝を行った。およびＷＥＢ媒体で観光情報を発信し 

ているメディアにタイアップ記事を掲載することで従来の情報発信では不足して 

いたＷＥＢ媒体での情報収集に親しむ世代の誘客を図った。 

 

① ＳＮＳの広告機能を活用した広告宣伝（宇治市委託事業） 

  各種 SNS の投稿に対してプッシュ型広告宣伝を行い、広く観光情報を発信した。 

  各投稿につき 7 日後のインタラクションを分析し、エンゲージメント率の算出を行った。 

  実施時期 ： ４年１月２０日～３月３１日 期間中随時 

・Facebook  発信回数 期間中 21 回／フォロワー増加 160 人（３年度  148 人） 

  ・Instagram  発信回数 期間中 15 回／フォロワー増加 851 人（３年度  551 人） 

  ・Twitter   発信回数 期間中 21 回／フォロワー増加 394 人（３年度 1,392 人） 

  内   容 ： 宇治市の観光情報の発信 

ターゲット ： 【興味関心】旅行・観光・京都・宇治・スイーツ・抹茶・宇治茶など 

【年齢層】２５歳～４５歳 

分   析 ： エンゲージメント率（反応したユーザー数／閲覧人数）の向上を図る 

  

② ＷＥＢメディアへの観光情報掲載（宇治市委託事業） 

ＷＥＢ媒体のメディア（RETRIP）にタイアップ記事を掲載し、観光情報を発信する。 

  実施時期   ：  ４年３月２５日掲載 

  内  容  ： タイアップ記事「せっかく来たなら探してみない？ 

京都宇治市の隠れた散策スポット８選」 

          RETRIP 公式 Instagram への記事掲載 （フォロワー約３７万人） 

 

〇宇治市観光ＰＲ動画の作成、配信 

令和２年度、宇治市の歴史や文化を伝えるＰＲ動画を計５本撮影した。 

春夏秋冬の季節毎に寺社や商店街、宇治茶などを登場させ、各動画の再生時間は、 

２分から２分半程度。 

３年７月に、夏編・鵜飼編の２本を宇治市・宇治市観光協会の YouTube、 

公式ＳＮＳ（Facebook･Instagram･Twitter）、ホームページにて配信した。 

 

① 夏 編 配信日：３年７月１６日（金） 

  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） 

  ※総再生回数 約１２，２００回（４年３月３１日現在） 
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② 鵜飼編 配信日：３年７月１６日（金） 

  撮影場所：宇治公園周辺 

  ※総再生回数 約７，６００回（４年３月３１日現在） 

 

③ 秋 編 配信日：３年１０月２１日（木） 

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 

（BarKaguya、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 

  ※総再生回数 約４，５００回（４年３月３１日現在） 

 

④ 冬 編 配信日：４年２月２１日（月） 

撮影場所：あがた神社、宇治市営茶室対鳳庵 

店舗協力：京都着物レンタル愛和服、昇苑くみひも宇治本店 

宇治観光塔の島会（鮎宗） 

  出演協力：京都文教大学 地域連携学生プロジェクト KASANEO 

  ※総再生回数 約２７，０００回（４年３月３１日現在） 

 

⑤ 春 編 配信日：４年４月１８日（月） 

撮影場所：平等院、匠の館 

店舗協力：平等院表参道商店会 

（ますだ茶舗、稲房安兼、和夢茶 Café、和夢兎） 

出演協力：京都文教大学地域連携学生プロジェクト KASANEO 

 

 

〇宇治市観光ＰＲ動画「うじぶらり旅」のデータ提供実績 

提供先 使用目的 

宇治観光塔の島会 公式ホームページへの掲載 

株式会社ボーダレス 京阪ホールディングス公式中国 SNS への掲載 

一般社団法人ＪＣＦ Youtube チャンネル『京の逸品物語』への活用 

東通企画 読売テレビ『クチコミ新発見！旅ぷら』秋の京都 SP での放送 

クオニイツムラーレジャパン 台湾支店主催オンラインツアーへの活用 

お茶の京都ＤＭＯ 山城地域のファムツアーにて視聴 

春日戦国和太鼓 和太鼓「宇治川」演奏時のステージ演出 
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〇エイベックス・エンタテインメント株式会社 撮影協力 

ダンス&ヴォーカルグループ lol-エルオーエル-のメンバーで、ソロアーティストとし 

ても活動する京都府出身アーティスト honoka さんが所属するエイベックス・エンタテイ

ンメント株式会社より依頼を受け、４年１月５日・６日に萬福寺にてミュージックビデオ

の撮影を行った。４年２月２日に 3rd デジタルシングル「celebrate (prod.KM)」がリリ

ースされ、honoka さんマネージャー、宇治市、萬福寺と連携し告知・PR を行った。また、

honoka さんの SNS アカウント（Twitter５．４万人／Instagram５万人）でも、ロケ地

の紹介を投稿頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

◆３年１０月６日（水）～７日（木）  

中信ビジネスフェア２０２１ 

（京都パルスプラザ） 

出展社数 約３００社 

来場者数 ２日間で約５，０００人 

 

 

 

◆３年１１月２日（火） 

 京都市認定通訳ガイド スキルアップ研修 

（萬福寺・茶づな） 

 主催：京都市・宇治市 

 

 

◆３年１１月３日（水祝） 

～４年１月９日（日） 

平等院鳳凰堂と浄土院展 

宇治観光土産品展示販売 

   （愛媛県美術館） 
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◆３年１１月４日（木） 

 宇治茶まつりガイド育成実地研修 

（興聖寺・萬福寺・松殿山荘） 

 主催・運営：関西観光本部・ＪＴＢＧＭＴ 

 

◆３年１１月５日（金）・６日（土） 

インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト  

ファムツアー（萬福寺・天ヶ瀬ダム） 

 

◆３年１１月２２日（月）１８時～２０時 

クラブツーリズム 平等院貸切ツアー 

参加者に宇治市観光パンフレットの配布を行う。 

 

 

〇「観光地のリアルなＶＲ体験、人流分析とクーポン配布による回遊インセンティブの付与」 

※京都観光チャレンジ事業（京都府観光連盟） 

 

実施期間 ： ３年１２月１７日（金）～４年２月２８日（月） 

 内  容 ： ３６０度カメラやドローンを活用した VR 体験、 

（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） 

ビーコンによる人流調査、ＬＩＮＥクーポンの配布等 

 

※４年３月３１日 総体験者数６５名 

 

 

 

     

 

 

４年２月３日 京都新聞朝刊 
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（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 

〇宇治フィルムコミッション 

 宇治市と連携し、宇治市に関係する TV 番組情報等のお知らせを行った。 

放送日時 番組名 放送内容 

３年４月 ４日（日） TBS『世界遺産』 平等院、宇治上神社の紹介 

３年６月１４日（月） 
NHK 

『沼にハマってきいてみた』 

宇治市 

プロモーションゲームの紹介 

３年６月１７日（木） NHK『京いちにち』 JR 木幡駅北側の緑道の由来 

３年６月１７日（木） 
NHK 

『ぐるっと関西おひるまえ』  
陸軍火薬工場との関わり 

３年６月２９日（火） 
関西テレビ 

『ちゃちゃ入れマンデー』 
羽野晶紀さん宇治市の魅力紹介 

３年８月２１日（土） 日本テレビ『newsevery』 
お茶と宇治のまち歴史公園  

開園式典の様子 

３年８月２８日（土） KBS 京都『キモイリ！』 
お茶と宇治のまち歴史公園から 

生中継 

３年９月１６日（木） 
NHK 

『ぐるっと関西おひるまえ』 
お茶と宇治のまち歴史公園の紹介 

３年９月２０日（月） KBS 京都『news フェイス』 
宇治 NEXT Youtube ＃宇治飯 

うまいもんチャンネルの紹介 

３年９月２２日（水） NHK『京いちにち』 宝蔵院 鉄眼版一切経の紹介 

３年９月２５日（土） 
TBS テレビ 

『世界ふしぎ発見！』 
平等院の紹介 

３年１０月１６日（土） KBS 京都『キモイリ！』 
宇治田楽まつりの 

練習風景を生中継 

３年１０月２３日（土） 
KBS 京都 

『岡崎体育の京の観察日記』 
岡崎体育さん萬福寺で修行体験 

３年１０月３１日（日） 
読売テレビ 

『クチコミ新発見！旅ぷら』  
デヴィ夫人・具志堅用高のロケ 

３年１１月１５日（月） NHK『趣味どきっ！』 萬福寺 隠元禅師の紹介 

３年１１月２９日（月） 
BS 日テレ『友近・礼二の 

妄想トレイン』 
京阪電車で行く秋の宇治の紹介 

４年１月２６日（木） KBS 京都『舞妓シンデレラ』 
舞妓さん 

源氏物語ミュージアムでのロケ 

４年２月２３日（水） NHK『パン旅。』 
観光大使 安田美沙子さん 

宇治市のパン屋さんの紹介 

４年３月１６日（水） 
KBS 京都『JEFF＠KYOTO 

おもてなし京都観光』 
茶づな「聞き茶体験」の紹介 
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〇歴史の旅人（vol.１０６）春号 

 「発信！わがまち 地域をもっと元気に豊かに！法人会員編」 

京都府特集の中で宇治市観光協会の沿革や事業について紹介された。 

（歴史街道推進協議会 歴史街道倶楽部事務局 製作／発行） 

 

〇『旅するほどに賢く、心豊かに！ 

４７都道府県 ニッポン学び旅２００』 

◆３年７月３０日発行。日本国内の約２００スポットを 

国語、社会、理科、美術など学科別にセレクト。 

平等院、源氏物語ミュージアム等を掲載。 

 （朝日新聞出版） 

 

〇まち歩き地図 京都さんぽ２０２２ 

 歩いて京都を回るためのガイドブック。 

 ◆３年９月発行、 

 宇治市内の観光スポットの掲載。 

 （朝日新聞出版） 

 

〇京都新聞企画事業発行「週刊 Irumiru」vol. 72 

◆３年９月３日号に宇治公園を掲載。 

（京都新聞企画事業株式会社発刊） 

 

〇ＡＮＡグループ機内誌 「翼の王国」１１月号 

 ANA GROUP INFORMATION 内 『BULLETIN BOARD』に 

 宇治市の紹介、着地型旅行商品「うじぶらり旅」の紹介を掲載。 

 

〇ＪＡＦメイト 1 月号「寺社仏閣～御朱印巡り～特集」 

宇治市の紹介及び世界遺産平等院、宇治上神社、 

興聖寺、萬福寺の御朱印情報の掲載、 

読者プレゼント賞品の協賛（源氏物語グッズ）を行った。 

 

 

〇観光情報発信事業【観光振興課】 

雑誌「ことりっぷ」マガジン（昭文社 2022 年春号） 

３月発行予定に６頁分宇治の紹介を行い、 

また抜き刷り１６頁１万部を発行。 
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（５）観光誘客に向けたプロモーションの強化 

〇「もうひとつの京都」エリア教育旅行現地研修会 

  ３年７月１５日（金）・１６日（土） 

  場所：亀岡、宇治方面 

  近畿日本ツーリスト教育旅行担当者へ宇治の紹介を 

  行った。 

主催：公益社団法人京都府観光連盟                   （茶づな） 

 

〇「もうひとつの京都」エリア教育旅行現地研修会 

  ３年７月２９日（木）・３０日（金） 

  場所：宇治、亀岡方面 

  JTB 教育旅行担当者へ宇治の紹介を行った。 

主催：公益社団法人京都府観光連盟  

                                                                    （茶づな） 

（６）交通事業者や情報媒体への情報提供・連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ＪＲ西日本旅客鉄道と連携した特典協力 

ＪＲ宇治駅前観光案内所にて景品「きものめも」の交換を行った。 

 

・西なびグリーンパス 

   ◆３年８月１日（日）～４年３月３１日（木） 

・ＪＲ西日本どこでもきっぷ・ＪＲ西日本関西どこでもきっぷ 

◆３年１０月１５日（金）～１２月２６日（日） 

・西日本グリーンきっぷ 

   ◆３年１２月２０日（月）～４年３月２２日（火） 

 

〇京都京阪バス 1 日乗車券「宇治茶の郷周遊木っぷ」 

 「もうひとつの京都周遊パス」をＪＲ宇治駅前観光 

案内所・京阪宇治駅前観光案内所・近鉄大久保駅 

観光案内所にて販売した。 
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〇観光情報発信事業【観光振興課】 

公共交通機関での観光情報の掲示 

宇治市周辺を管轄する路線バス、タクシー及び近隣鉄道主要駅にて観光情報を発信。 

 

① バス 

 

広告掲 数量 期間 

 京都京阪 
 

車両前面（前幕） ６０台（4 種×15 枚） 1/1～3/31 

 
 

 

取付、維持管理費 ６０台（4 種×15 枚） 

 
合計 

 

－ ６０台 － 

 

② タクシー 

 

広告掲 数量 期間 

 
宇治第一 

 

車両側面（左） 5 枚（４種＋1 枚） 

1/1～3/31 

 
 

ＭＫ 

 

車両側面（左） 5 枚（４種＋1 枚） 

 
藤田観光 

 

車両側面（左） 5 枚（４種＋1 枚） 

 
伏見 

 

車両側面（左） 5 枚（４種＋1 枚） 

 合 計      － ２０枚（４種×5 枚）    － 

 

    

   

③  鉄道 

 

駅広告 数量 期間 

 
ＪＲ 

 

京 都 駅 ２枚（ポスター：インスタ、宇治川） 1/7～3/31 

 
 

京阪 

 

京 橋 駅 ３枚（ポスター３種） 

 
近鉄 

 

大和西大寺駅 ２枚（ポスター：インスタ、宇治川） 
1/14～3/31 

 

 
合計 

 

－ ７枚 － 
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〇宇治・伏見・八幡 御香宮神社×石清水八幡宮×宇治神社×京阪電車 

 京阪電車でめぐる親子の神社参拝 

 「親子の神社スタンプラリー＆限定御朱印」 

◆３年８月２７日（金）～１１月３０日（火） 

  （主催：御香宮神社 石清水八幡宮 宇治神社 

 共催：京阪ホールディングス株式会社 京阪電気鉄道株式会社） 

 

〇京阪電車×響け！ユーフォニアム２０２１  

◆３年９月１日（水）～１１月３０日（火） 

 ・スマートフォンアプリを使った舞台めぐり 

・アニメに登場したスポットを巡るデジタルスタンプラリー 

・キャラたちが描かれた記念乗車券（京阪線フリーチケット）の発売 

・京阪電車宇治線で出会える等身大パネルの設置 

・京都タワーでのコラボイベントの開催 

 

〇宇治市×京阪電車 響けユーフォニアム 

 コラボレーションフェスタ in お茶と宇治のまち歴史公園 

 ◆４年３月１９日（日） 

  会場：お茶と宇治のまち歴史公園「茶づな」 

  ・スペシャル１day デジタルスタンプラリー 

  ・茶づなのオリジナル茶筒づくり体験 

  ・企画展～「響け！ユーフォニアム」宇治探訪～ 

   主催：宇治市、宇治商工会議所、京阪電車 他 

 

（７）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。 

 

（８）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。 
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（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】 源氏物語ミュージアム ５７４人 (２年度 87 人） 

宇治市植物公園      ０人 (２年度   0 人） 

対鳳庵        ２３５人 (２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 

 

（１０）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】 源氏物語ミュージアム   ６５人（２年度 147 人） 

植物公園           ２１人（２年度  24 人） 

対鳳庵          ３９人（２年度 52 人） 

 

（１１）宇治市観光大使の活用 

〇今年度の京都大作戦にて、宇治市観光大使の岡崎体育さん・こやまたくやさん（ヤバイ

Ｔシャツ屋さん）・塚原一繁さん（花団）が地元凱旋し、宇治のＰＲを行った。 

 

 

 

 

 

 

 〇こやまたくやさん（ヤバイＴシャツ 

屋さん）が、地元凱旋ライブを行い、 

宇治のＰＲを行った。 

 

 

 

 

〇麒麟川島さん Youtube 配信 

宇治市観光大使の麒麟川島さんが地元宇治の【茶づな】と【黄檗山萬福寺】に訪れ 

様々な魅力を発信。その内容を当協会 YouTube にて配信した。 

 

３年７月３日 

京都大作戦 

岡崎体育さん 

こやまたくやさん 

宇治をＰＲ 

３年７月４日 

京都大作戦 

塚原一繫さん 

宇治をＰＲ 

３年８月５日・６日 

宇治市文化センター 

ヤバイＴシャツ屋さん 

こやまたくやさん 

ライブ 
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１－２．外国人観光客（インバウンド）誘客事業   

〇ＶＪ事業メディア招請事業  

「日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産３霊峰に泊まるＦＩＴ旅ＰＲ事業」 

 （国土交通省近畿運輸局、京阪ホールディングス㈱、近鉄グループホールディングス㈱、  

南海電気鉄道㈱、宇治市、堺市、大津市、吉野町、高野町、）連携事業 

◆東アジア向けプロモーション事業（雑誌掲載） 

◆豪州向けプロモーション事業(動画配信) 

◆東南アジア・東アジア向けＷｅｂプロモーション事業（Ｗｅｂ記事配信） 

 

〇台湾・香港向けＰＲ動画の発信 

宇治市、八幡市、八幡市観光協会と連携し、インバウンド反転攻勢の準備として 

宇治・八幡のＰＲ動画を作成し、台湾・香港エリアのウェブサイト、SNS、ジャパン 

ウォーカー等に発信を行う。 

 

① １月２１日(金)に香港・台湾で動画配信 

台湾＝JapanWalker台湾WEB記事＆Facebook、 

  香港＝JapanWalkerHK YouTube、JapanWalkerHK Facebook 

② ２月１２日(土)に香港・台湾で動画配信 

台湾＝JapanWalker台湾WEB記事＆Facebook、 

  香港＝JapanWalkerHK YouTube、JapanWalkerHK Facebook 

 

 

〇台湾オンライン商談会 

   例年台湾（高尾・台中・台北）にて現地旅行会社商談会に参加していたが、コロナ禍

の中、今年度はオンラインによる台湾旅行会社商談会に参加した。 

   商談日：４年１月１１日（火）、１２日（水）、１４日（金）、１７日（月） 

   商談者数：JTB 台湾、五福高雄、易飛網、瑞恩、花翎台中、趣吧、翔笙、JR 創造、

名生東南、太平洋、豊華、長汎、三益高雄、福泰、金龍永盛、安徳力、    

山富国際、大榮、五福台北、悠陽、上順          計２２社 
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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 

３年８月１９日（木） 

場所：ホテルグランビア京都 

京都府内の今年度の状況等の報告と情報共有を行った。 

主催：公益社団法人京都府観光連盟   

   

〇お茶の京都エリアの宇治方面を便利に周遊できる、 

観光ループバス「お茶の京都 宇治やんたんライナー」が運行。 

従来の一日乗車券と併せて観光案内所でも販売を行った。 

運行ルート：京阪宇治駅＝萬福寺前＝平等院＝維中前＝湯屋谷 

 運行期間：３年１０月１７日（日）～４年１月１０日（月祝） 

 

〇 利休の夢、秀吉の夢 ── 戦国から拓かれる茶の湯の世界 

主催：京都府・公益社団法人京都府観光連盟・東海旅客鉄道株式会社 

後援：公益財団法人ＪＲ東海生涯学習財団 

企画・運営：株式会社ジェイアール東海エージェンシー 

 

〈東京講座〉歴史文化講座  

「利休の夢、秀吉の夢 ── 戦国から拓かれる茶の湯の世界」 

日  時：３年１０月６日（水） 

会  場：よみうりホール 

 

〈現地散策〉「宇治・平等院の至宝と、お茶を知る旅」 

お茶の里・宇治の名刹・平等院の特別拝観、お濃茶体験、茶づなナイトミュージアムなど 

日  時：３年１０月３０日（土） 
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〇Ｃｈａｔｗｏｒｋ 

（公社）京都府観光連盟による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。 

 

（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。 

 

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。 

 

 〇アーバンデザインセンター宇治（ＵＤＣＵ） 

  「オープニングイベント」 

  ◆３年４月１７日（土）、７月１８日（日） 

 

○京都大作戦２０２１ ～中止はもう勘弁してくだ祭(マジで)～ 

◆３年７月３日(土)・４日(日)  (１０日(土) ・１１(日)は 中止)  

（京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ） 

主催：株式会社エフエム京都 

 

〇「お茶と宇治のまち歴史公園」茶づな開園式典 

  ◆３年８月２１日（土） 

   緊急事態宣言の為、式典のみ規模縮小し行われた。 
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○第７０回宇治茶まつり 【関係者のみで実施】 

 ◆３年１０月３日（日） 

   （宇治橋・興聖寺） 

  主催：宇治茶祭奉賛会 

 

 

○第３１回紫式部市民文化賞受賞作品発表・贈呈式 

◆第３１回紫式部文学賞受賞者講演会 

  ３年１１月７日（日） 

  （宇治市文化センター） 

  紫式部文学賞 黒田夏子氏：組曲わすれなぐさ 

  紫式部市民文化賞 上田邦夫氏：屋根裏から出囃子が聞こえる 

 

  ◆紫式部市民文化賞選考委員特別賞 

  代々百々氏：ソクのいた日 

野田公彦氏：頼政道を歩く 

 

 

○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） 

３年度４月から４年３月末 販売店舗店１０店(会員数は１３店) 

合計３,６６８食（２年度 3,718 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。 

※３年４月２５日～６月２０日、８月２０日～９月３０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 ３６，７２９人（２年度  46,297 人） 
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（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。 

※３年４月２５日～６月２０日・８月２０日～９月３０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  ２，１４４人（２年度  1,908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    ８７人（２年度 81人） 

                                                  

〇茶室開き  

◆４年 1 月１０日（月・祝） 

薄茶と花びら餅  ７５人（２年度 61 人） 

※濃茶席は中止 

 

 

（３）ＪＲ宇治駅前・京阪宇治駅前・近鉄大久保駅構内観光案内所の運営事業 

〇ＪＲ宇治駅前観光案内所リニューアルオープン 

   ◆３年１１月１９日（金） 

 

 

 

 

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。 

 

〇宇治川改修対策特別委員会 

◆３年４月１５日（木） 

  

〇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 

  インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト 

 ◆３年６月２５日（金） 

  

〇新型コロナウイルス感染症経済対策 

“プレミアム付き商品券事業” 実施の要望書を 

宇治商工会議所と連携し宇治市長に提出した。 

 

◆３年１０月２８日（木） 

〇令和４年度予算に向けた宇治市行政施策要望 

 

◆４年１月１４日（金） 

・コロナ禍における経済活動への支援 

・協会財政運営への支援 

・鵜飼及び放ち鵜飼事業への支援 

・令和５年度全国鵜飼サミット宇治大会への強力支援 

・子育て世代の街路ネットワークやワーケーション 

をはじめとする短期滞在の整備 

・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 

・お茶と宇治のまち歴史公園茶づなを活用した周遊性の高い観光の推進 

・NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」と連携した歴史観光の推進 

・（仮称）任天堂資料館の開館に合わせた市内周遊観光の推進 

・宇治市長トップセールスの実施 

 

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 
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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．後援協賛事業  

 ◆３年５月１日(土) 

宇治新茶・八十八夜茶摘みの集い【中止】 

（宇治茶会館） 

主催：（公社）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 

 

◆３年６月１日(火)～８月３１日(火) 

 宇治土産集合ギフト 

 （ネットショップ及び折り込み広告など） 

 主催：宇治観光土産品組合 

 

◆３年７月３日(土)・４日(日) 【１０日(土)・１１日(日)は中止】 

京都大作戦２０２１～中止はもう勘弁してくだ祭(マジで)～ 

（京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ） 

主催：株式会社エフエム京都 

 

◆３年７月４日(日)から約３ヶ月 

平等院奉納プロジェクト 

（平等院鳳翔館） 

主催：平等院奉納プロジェクト実行委員会 

 

◆３年７月２１日(水)～２３日(金)【関係者のみで開催】 

文部科学大臣杯 第４５回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 

 

◆３年７月２２日(木)～２５日(日) 

夏休みファミリー人形劇『まんてんげきじょう』おひろめ公演 

（宇治市生涯学習センター第１ホール、他） 

主催：人形劇団京芸 

 

◆３年８月１４日(土)～８月２９日(日) 

宇治市植物公園写真コンテスト作品展【延期】 

※延期日程：９月１４日(火)～１６日(木) 講評会：９月１５日(水) 

（宇治市植物公園） 
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主催：（公財）宇治市公園公社 宇治市植物公園 

 ◆３年１０月１日（金）～１０月３１日（日） 

宇治商工会議所青年部創立４０周年記念事業 中宇治お買い物ラリー 

（中宇治周辺商店街） 

主催：宇治商工会議所青年部（宇治商工会議所） 

  

◆３年１０月３日（日）※関係者のみで実施 

第７０回宇治茶まつり 

 宇治橋・興聖寺 

  主催：宇治茶祭奉賛会 

 

◆３年１０月３日（日） 

「宇治茶」まつりふれあいイベント【会場での開催中止、オンライン開催に変更】 

※開催日時：３年１１月１１日（木）～４年１月３１日（月） 

主催：「宇治茶」まつりふれあいイベント実行委員会 

 

◆３年１０月１６日（土） 

源氏ろまん２０２１ 宇治田楽まつり【無観客開催】 

（宇治文化センター） 

主催：宇治田楽まつり実行委員会 

 

◆３年１１月１０日（水） 

お茶の京都 DMO プレミアム大茶会ファムツアー 

  宇治、宇治田原、和束町 

  参加：JR 東海ツアーズ、ＪＴＢ 

近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム 

 

◆３年１１月２０日（土）～１２月１９日（日） 

 親子で楽しむ宇治茶の日２０２１ 宇治茶スタンプラリー 

  （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」 

 

◆３年１１月２１日（日） 

  伝説の茶農家・茶商によるプレミアム大茶会 

  （黄檗山萬福寺） 

  （サテライト会場：お茶と宇治のまち歴史公園） 

  主催：お茶の京都DMO 
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◆３年１１月２３日（火祝）～２８日（日） 

「明朝体のルーツ 黄檗分解を今に問う」 

  （萬福寺・宝蔵院） 

  主催：お茶の京都DMO 

 

 

◆３年１１月２５日（木）～１２月２８日（火） 

 宇治土産集合ギフト スタンダード・プレミアム 

 （ネットショップ及び折り込み広告など） 

  主催：宇治観光土産品組合 

 

 

◆３年１１月２７日（土）・２８日（日） 

興聖寺 × 宇治源氏タウン銘店会 お茶ひろば 

主催：興聖寺 

協力：京阪ホールディングス㈱・宇治商工会議所 

・京都府茶業会議所・宇治市観光協会・お茶の京都DMO 

 

 

◆３年１２月３日（金）～５日（日） 

DANDELION PROJECT KYOTO 

（興聖寺） 

主催：株式会社NAKED 

 

 

◆３年１２月１５日（水）～２８日（火） 

第 1 回萬福寺アーティスト・イン・レジデンス展覧会 

  （黄檗山萬福寺） 

 主催：ＤＡＲＴ株式会社  

 

 

 

◆３年１２月３１日（金）まで 

  宇治橋通り商店街プレミアム付き商品券 

  （宇治橋通り商店街振興組合） 
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 ◆４年３月１１日（土）・１２日（日） 

  茶づなdeマルシェ 

（お茶と宇治のまち歴史公園茶づな） 

  主催：お茶と宇治のまち歴史公園茶づな 

 

 

 ◆４年３月２０日（日）・２１日（月） 

  おかしなまつり＠茶づな 

（お茶と宇治のまち歴史公園茶づな） 

  主催：おかしなまつり実行委員会 

 

 ◆４年３月２６日（土）【荒天のため中止】 

京阪沿線おいしいパン大集合！フェスティバル 

  主催：お茶と宇治のまち歴史公園茶づな  

（お茶と宇治のまち歴史公園茶づな） 

共催：京阪ホールディングス 

 

◆宇治将棋大会 主催：棋力発表の場作り親睦将棋 不成の会 

  ３年 ４月１１日(日) お外で将棋・さくらの下大会（府立宇治公園） 

３年 ５月 ９日(日) こいのぼり大会 【中止】 

３年 ６月１３日(日) 年代別大会【中止】 

３年 ７月１１日(日) 京都府下市郡町村対抗戦 

３年 ８月  ８日(日) ふる里対抗戦 

３年 ９月１２日(日) 趣味別対抗戦 

３年１０月１０日(日) 目隠し将棋大会 駒落ち将棋大会 

３年１１月１４日(日) 目隠し将棋大会 鳳凰賞・華凰賞争奪戦 

３年１２月１２日(日) 順位戦 

４年 １月 ９日(日) 家族対家族の対抗戦 

４年 ２月１３日(日) 宇治市民対象 東西対抗戦 

４年 ３月１３日(日) 年度末よ～いドン大会 

 

 

９．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 



24 

 

  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。 

 

 〇京都府「京の飲食」安全対策向上事業  

  モニタリング協力店登録       ５／７(金)～６／４(金) 

Ｃｏ２センサー等機器整備補助金  ５／７(金)～６／４(金) 

Ｃｏ２濃度データ提供協力金   ７／１(木)～３か月、８か月  

 

 〇京都府より新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する案内や、 

事業者への支援補助金等の案内を当会で配架行った。 

・宿泊疏泄事業継続緊急支援事業補助金 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給要項 

  ・まん延防止等重点措置協力金の支給要項 

・飲食事業者宅配緊急支援補助金の募集要項 

・危機克服緊急連携支援補助金の募集要項 

  ・伝統産業危機克服緊急連携支援補助金の募集要項 

 

 〇宇治市より新型コロナ感染予防のワクチン（ファイザー）の領域接種 

として、旅館組合、宇治市茶道連盟、宇治観光ボランティアガイド、 

観光案内業務スタッフ等の調整を行った。 

   接種日  １回目 ３年６月２８日（月）・２９日（火） 

        ２回目 ３年７月１９日（月）・２０日（火） 

   接種会場 宇治市文化センター 

 

〇きょうと魅力再発見旅プロジェクト 

宿泊割引や旅行割引、クーポン券の配布を通じて 

京都府民の方に京都府内旅行を楽しんでいただき、 

地元を応援するキャンペーンについて、告知・宣伝を行った。 

また、宇治市営茶室対鳳庵・源氏物語ミュージアム・植物公園の 

「京都応援クーポン」の清算業務を行った。 
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実施期間：３年１０月２２日（金）～４年３月３１日（木） 

〇平日の京都へ！おこしやすキャンペーン 

平日に京都府内の対象宿泊施設をご利用いただくと、 

府内店舗等でご利用できるクーポンや伝統産業製品等が 

抽選で当たるキャンペーンについて、告知・宣伝を行った。 

また、宇治市営茶室対鳳庵・源氏物語ミュージアム・植物公園の 

「デジタル地域クーポン」の清算業務を行った。 

実施期間：４年１月１７日（月）〜２月２８日（月） 

 

〇新型コロナウイルス感染症経済対策 

 “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” 

 取扱店募集やデジタルクーポン申請等の広報を行った。 

 【商品券販売利用期間】 

４年１月５日（水）～２月２８日（月）（５月１５日（日）まで延長） 

 

〇宇治観光土産品組合が組合加盟の商品を集め 

「宇治だョ！おみやげ集合ギフト～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等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） 

 

〇新型コロナウイルス感染症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 

「もうひとつの京都 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継続して行う。 

 同様に府内で「海の京都」「森の京都」「竹の里乙訓」で展開。 

運行期間：４年３月２１日（月）まで延長 

 

※その他、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４５回宇治川さくらまつり【新型コロナウイルス感染防止の為 中止】 

３年４月３日（土）・４日（日）（２年度 新型コロナウイルス感染防止の為 中止） 

 

（２）宇治川の鵜飼事業  

 今年度の鵜飼事業は、８月の大雨、緊急事態宣言等で中止が続き、開催日数が少ない状況

となった。 

 開催期間 ３年７月 １日(木)～９月３０日(木)（９２日間） 

 開 催 日 ３年７月２１日～８月７日、８月１１日（１９日間） 

 

○主な事業 

ウミウの健康診断  ・・・ ３年６月２１日（月） 

宇治川の鵜飼川開き・・・ ３年７月１６日（金）  

              （関係者のみ出席、川岸より鵜飼見学） 

 

○ウミウの人工ふ化・育雛について   今年度の産卵数 ０個 

 

〇『鵜と人間 ―日本と中国、北マケドニアの鵜飼をめぐる鳥類民俗学』出版記者発表 

 著 者  卯田宗平  

発行所 一般財団法人 東京大学出版会 

 発刊日 ３年１２月２７日 初版 

 

（３）源氏物語宇治十帖デジタルスタンプラリー 

 ◆３年１０月１日（金）～１１月３０日（火） 

〇スマートフォンを使った GPS 方式のデジタルスタンプラリー 

    １０箇所（宇治十帖）＋１３箇所＝全２３箇所（健脚コース） 

 

   〇スマートフォンをお持ちでない方の参加方法として 

    ウォーキングマップを用意（抽選箱に応募し申し込む） 

デジタル登録者数：     ３，６８９人 

宇治十帖達成者数：     ３，７６２人 

全２３スポット達成者数：    ７９０人 
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ウォーキングマップ応募者数：１，８２４人 

（４）京都・宇治灯り絵巻２０２１「京都・宇治灯りのみち」 

   ◆３年１１月２０日（土）～１２月５日（日）１６日間   

点灯時間：１７：００～２１：００ 

開催場所：京都府立宇治公園周辺中宇治地区一帯 

主  催：京都・宇治灯り絵巻推進協議会 

 

（５）放ち鵜飼 

“放ち鵜飼復活”プロジェクトによる新しいツーリズム実証事業 

〇うみうのウッティーおさんぽデジタルスタンプラリー 

 ３年１０月３０日（土）～１２月２６日（日） 

 参加人数  １,８５０名 

 

〇放ち鵜飼内覧会 

 ３年１１月２５日（木） 宇治市立菟道小学校６年生 ３９名 

             宇治市長・宇治市議会議長・報道関係者 １４名 

 ３月１２月 １日（水） 関係者 

 ３年１２月 ９日（木） ボランティアガイド研修 ３４名 

 ３年１２月１６日（木） 一般参加者向け「放ち鵜飼内覧会」 ３２名 

 ３年１２月１７日（金） 関係者 

 

〇放ち鵜飼モニターツアー 

 ３年１２月３日（金）  旅行事業者 １０名（8 社） 

興聖寺（特別拝観）→放ち鵜飼→茶づな見学→興聖寺（ＮＡＫＥＤ夜間拝観） 

     

 

 

 

 

 

 

〇「京のひなまつり in Uji」 

【新型コロナウイルス感染拡大京都府まん延防止等重点措置の為中止】 

  ◆４年２月２７日（日）  

  会場：お茶と宇治のまち歴史公園「茶づな」 

  主催：京のひなまつり in Uji 実行委員会 
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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。 

※４月２５日～６月２０日・８月２０日～９月３０日は新型コロナウイルス感染拡大 

防止のため活動休止 

 

ガイド利用件数    １８９件（２年度    171 件） 

ガイド利用数   ２，１１７名（２年度  1,731 名） 

ガイド延べ人数     ３２３名（２年度   339 名） 

 

○宇治お茶巡り無料ガイドツアー    

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。 

◆３年４月～７月    ９日間 利用数 ３１名（２年度 14 名） 

◆３年９月～４年３月 ３８日間 利用数１７１名（２年度 153 名） 

合計４７日間 利用数２０２名（２年度 167 名 58 日間） 

 

○宇治川合戦絵巻無料ガイドツアー    

大河ドラマ「鎌倉殿十三人」の放送に合わせて源平の合戦から承久の乱の時代の 

宇治にスポットをあて観光客向けガイドツアーを４年３月２６日(土)より毎週 

土曜日実施。 

 

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。 

○宇治川増水による中の島立入禁止 

 ３年５月２１日（金）～ ５月２７日（木） ６日間 

３年７月 ３日（土）～ ７月 ４日（日） ２日間 

３年７月 ７日（水）～ ７月１１日（日）  ５日間 

３年８月１３日（金）～ ８月２７日（金）１５日間 

計２８日間 

〇宇治公園内の柳の倒木があり山城北土木事務所へ通報を行い 

倒木周辺の監視を行った。（３年１１月２７日） 
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４．臨時駐車場運営事業 

○臨時駐車場対策事業 

宇治武田病院第３駐車場・市役所駐車場 

◆３年 ５月【中止】 【２年度 中止】 

◆３年１１月【中止】 【２年度４２７台 4 日間】 

【宇治市・宇治観光まちづくり株式会社・（公社）宇治市観光協会】 

 

５．宇治川さくらプロジェクト事業 

  ◆４年３月７日（月）宇治川さくらプロジェクト植樹式 

今年度は宇治志津川線、興聖寺琴坂上り口付近に 

ジンダイアケボノ（３本）の植樹。 

【協力：宇治観光まちづくり会社株式会社】 

 

６．令和４年以降に開催予定の全国鵜飼サミット準備事業 

〇第２４回全国鵜飼サミット笛吹大会 

開催日時  ３年７月８日（木）９日（金） 

場  所  山梨県笛吹市（参加団体は人数制限し開催） 

＊次回開催地（令和５年）は、宇治市に決定した。 

 

○３年７月２０日（火） 

宇治市長へ次回開催地として、サミット大会旗授与の報告を 

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。 

 

※おみやげプラザ宿木の緊急事態宣言発令に伴い休業 

◆３年４月２５日（日)～６月２０日（日)・８月２０日（金)～８月３１日（火） 

【ＪＲ宇治駅前案内所改装工事に伴い、３年８月３１日(火)を以って閉店した。】 
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◆３年７月３日(土)・４日(日) 【１０日(土)・１１日(日)は中止】 

京都大作戦２０２１ ～中止はもう勘弁してくだ祭(マジで)～ 

場所：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 

 

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 

  ◆３年１０月１９日(火)  理事会 宇治市観光センター２階 

 

（２）宇治市茶道連盟事務 

◆３年４月２２日（木） 総会（令和２年度決算報告及び令和３年度予算報告等） 

◆３年１０月～     お茶と宇治のまち歴史公園 茶づな茶道体験講師（月８回）  

◆３年１２月１７日（金）令和３年度上期総会 宇治市観光センター２階 

 

（３）宇治観光旅館組合事務 

 ◆４年３月２９日 (火) 定期総会 

◆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 

 

（４）一般社団法人京都山城地域振興社（通称：お茶の京都ＤＭＯ）経理補助事務 

（５）観光地におけるコインロッカーの設置及び自動販売機の設置等 

 

３．観光駐車場の管理運営 

府道宇治淀線(都市計画道路)沿いの宇治宝くじ会販売所横で観光駐車場を運営し、 

市民をはじめ観光客の利便を図った。 

Ⅴ.収益事業③ 
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旅行商品販売事業 

１．旅行商品の造成及び販売 

◆３年４月１日（木）～４年３月３１日（木） 

 地元ガイドと巡る！うじぶらり旅 （主催：宇治市観光協会） 

 ①僧侶に学ぶ本格坐禅体験と世界遺産宇治上神社 

 ②写経体験と「うなぎもどき丼」 黄檗山萬福寺をぶらり旅 

 ③松殿山荘特別公開と 「木幡」の謎を探る旅 

 ④「昇苑くみひも」手組み体験とお点前体験 宇治ならではのふたり旅 

 ⑤抹茶のお香づくり体験とお茶席 「宇治茶」を楽しむぶらり旅 

 ⑥宇治～正寿院 観光タクシーで行く ハートを探す旅 

 ⑦日本最古の曹洞宗寺院 「興聖寺」修行体験 

 緊急事態宣言発令期間中・まん延防止等重点措置期間中は一部商品を除き販売を停止した。 

 

 

◆３年４月１日（木）～４年３月３１日（木） 

「＃ずらし旅」夜の興聖寺 坐禅体験  

（運営：ＪＲ東海ツアーズ） 

参加者１２６名 

 

◆３年４月２９日（木）  

興聖寺 寺ヨガ（主催：アオキカヌーワークス） 

参加者 ２１名 

 

◆３年５月１日(土)～４年３月３１日（木） 

 興聖寺「アコロケ」コスプレロケ地検索予約サービス 

（運営：㈱ハコスタ・近畿日本ツーリスト） 

参加者 ４４名 

 

 

◆３年６月１日（火）～４年３月３１日（木） 

萬福寺 「アコロケ」コスプレロケ地検索予約サービス 

（運営：㈱ハコスタ・近畿日本ツーリスト） 

参加者１６４名 

 

 

◆３年１０月１日（金）～１２月２０日（月） 
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興聖寺 秋の特別茶会「喫茶去」 

参加者 ２７名 

 

 

◆３年１０月１日（金）～４年３月３１日（木） 

興聖寺 坐禅体験（拝観+坐禅体験+御朱印をＱＲコード決済） 

プラットフォームシステム「Ｌｉｎｋｔｉｖｉｔｙ」にて 

ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ販売 

参加者 ６名 

 

 

◆３年１０月１日（金）～４年３月２７日（日） 

うじぶらり旅 周遊拝観券・周遊入場券の販売 

 内容 販売枚数 

１０月 
平等院・興聖寺 ３０枚 

対鳳庵・茶づな ８枚 

１２月・１月 
平等院・萬福寺 １６枚 

対鳳庵・茶づな ３枚 

２月・３月 
平等院・三室戸寺 ２０枚 

対鳳庵・茶づな ０枚 

 

 

◆３年１０月３０日（土） 

宇治･伏見‣八幡３エリアをつなぐ 

宇治川Ｅボート川下り＆とっておき体験 

（主催：アオキカヌーワークス／特別協力：京阪ホールディングス） 

参加者 １３名 

 

 

 

◆３年１１月２日（火） 

京都市認定通訳ガイド スキルアップ研修（茶づな・萬福寺） 

（主催：京都市・宇治市） 

参加者 １４名 

 

 

◆３年１１月４日（木） 

宇治茶まつりガイド育成実地研修（興聖寺・萬福寺・松殿山荘） 
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（主催・運営：関西観光本部・ＪＴＢＧＭＴ） 

参加者 ２８名 

 

 

◆３年１１月５日（金）・６日（土） 

インフラツーリズム ファムツアー（萬福寺・天ヶ瀬ダム） 

（運営：ＪＴＢ霞が関事業部） 

参加者 １６名 

 

 

◆３年１１月１２日（金） 

 松殿山荘 ファムツアー（ＪＴＢＧＭＴ） 

参加者 ８名 

 

 

◆３年１１月１４日（日）・２６日（金） 

宇治の魅力再発見！～興聖寺の坐禅体験と茶香服体験～ 

（主催：歴史街道推進協議会） 

参加者 ４３名 

 

 

◆３年１１月２０日（土）～２８日（日） 

興聖寺 夜間貸切特別拝観 

運営：ＪＲ東海ツアーズ、京都コネクト㈱ 

拝観者 ４９０名 

 

 

◆３年１１月２０日（土）・２８日（日） 各日２部制 

平等院・興聖寺 夜間貸切拝観と抹茶のお香づくりで宇治を楽しむ 

運営：ＪＲ東海ツアーズ 協力：Insencekitchin 

参加者 １０名 

 

 

 

 

 

◆３年１１月２８日（日） 

興聖寺料理教室（主催：興聖寺） 
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参加者 ３名 

 

 

◆３年１１月２９日（月）・３０日（火） 

和綴じ御朱印帳手作り体験（主催：興聖寺） 

参加者 ２名 

 

 

◆３年１２月１日（水）～４年３月３１日（木） 

ＥＸ 旅のコンテンツポータル  

京都宇治・興聖寺 夜の坐禅体験 

（運営：ＪＲ東海ツアーズ） 

 

 

 

◆３年１２月１日（水）～４年３月３１日（木） 

時間貸切 どこへでもタクシー 

（運行タクシー：山城ヤサカ交通㈱） 

 

 

 

 

◆４年１月７日（金）～３月１３日（日） 

 「ととのう京都」参拝整理券（興聖寺） 

 （運営：ＪＲ東海ツアーズ） 

参加者 １０名 

 

 

◆４年１月１２日（水） 

 「ととのう京都」プレスツアー 興聖寺・抹茶のお香づくり体験 

（運営：ＪＲ東海ツアーズ） 

参加者２０名 

 

 

 

 

◆４年１月１２日（水） 

 「ととのう京都」インフルエンサーツアー 興聖寺・抹茶のお香づくり体験 

 参加人数 

１２月 ２名 

１月 ０名 

２月 ０名 

３月 ０名 

 利用時間 

１２月 ３．５時間 

１月 １時間 

２月 ０ 

３月 ０ 
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（運営：ＪＲ東海ツアーズ） 

参加者７名 

 

 

◆４年２月１１日（土）・１２日（日） 

 「ととのう京都」抹茶お香づくり体験と僧侶がご案内する興聖寺 

（運営：ＪＲ東海ツアーズ） 

【まん延防止措置に伴い催行中止】 

 

◆４年２月１３日（月）～１９日（日） 

 ＤＥＳＧＩＮ ＷＥＥＫ ＫＹＯＴＯ（宇治市産業振興課委託事業） 

 ＯＰＥＮ ＨＯＵＳＥツアーin 宇治 

【まん延防止措置に伴い催行中止】 

 

◆４年３月１２日（土） 

 「ととのう京都」抹茶お香づくり体験と僧侶がご案内する興聖寺 

（運営：ＪＲ東海ツアーズ） 

参加者 ２名 

 

◆４年３月２９日（火） 

 平等院夜間貸切特別拝観 

 （ＪＴＢメディアリテーリング） 

 

 

 

Ⅵ.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
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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】 

○インバウンドセミナ－「外国人観光客をお迎えするには」 

※コロナウイルス感染防止の為中止                  

○会員向けメールマガジンの発行  

３年度       

発 行 特集 １ 特集 ２ 特集３ 台湾だより 

53 号 4/9 コロナ禍・ 

世界の動き 

コロナ禍・宿泊統計 京都・ホテル開業 台湾淡水 

54 号 5/7 緊急事態宣言 京都観光動画 世界遺産 台湾遺産 

55 号 5/24 緊急事態宣言 台湾コロナ状況 日台往来時期は  

56 号 6/8 台湾ワクチン到着 感謝の表現   

57 号 6/15 コロナ新時代へ提言 韓国ワクチン状況 台湾ワクチン反応 任天堂資料館 

58 号 6/22 台湾観光業界動向 府観光連盟令和２年度 台湾世界遺産候補  

特別号 7/9 感染再拡大の抑制 京都府資料添付   

59 号 7/12 台湾コロナ禍状況 京都府補助金資料 今夏の海水浴場 台湾リゾ－ト墾丁 

60 号 8/14 京都市観光客動向 茶づなオープン 台湾ワクチン 在日外国人の観光 

61 号 8/30 在日外国人の観光② 京都市の観光動向７月 コロナ禍国境開放 宇治市の休業関係 

62 号 9/ 8 台湾人の訪日動向 越境 EC：日本旅行と裕毛屋 台湾市場概要 香港市場概要 

63 号 9/19 台湾旅行会社動向 香港旅行会社動向 京都市内和風旅館開業 ブレジャ－とは 

64 号 10/ 2 台湾市場概要 京都市内の新ホテル   

65 号 10/18 旅館業法検討議論 京都旅行割引 台中市地下鉄開通 ホテル OTA 利用 

66 号 11/2 京都市観光協会報告 ウッティ－スタンプラリ－ 宇治十帖ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘ- 外国人視点とは 

67 号 11/26 ビジネス目的滞在待

機期間 

京都 食の安全 100 か条 

 

中国、韓国、台湾、 

香港市場 

台湾オンライン 

商談会 

68 号 12/13 台湾観光業界動向 国連世界観光機関情報 観光 DX コンテンツ 旅のエチケット 

69 号 12/28 きょうと魅力再発見 SDGs 開発目標について コロナ禍での観光未来 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞｾﾐﾅ-開催 

70 号 2/ 5 京都市観光協会 

デ－タ月報 12 月 

任天堂旧本社ホテル 

「丸福樓」4/1 開業 

インバウンドセミナ－ 

1/21 開催報告 

台湾旅行会社 

オンライン商談会 

71 号 2/21 持続可能な観光地 鎌倉殿の 13 人：宇治編 入国措置緩和へ トラベルバブル 

72 号 3/6 京都市観光協会 

デ－タ月報 1 月 

対鳳庵入席実績 オンライン商談会後 

情報発信 

海外情報分析 

関係関連機関との調整 

４月 ３日（土） 黄檗山萬福寺 開山忌（山内のみ） 
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４月 ４日（日） 龍神総宮社 第５９回総括春季大祭 

４月１５日（木） 令和３年度 第１回宇治川改修対策特別委員会（通算１２８回） 

４月１６日（金） 宇治源氏タウン銘店会 総会（会員のみ） 

４月１７日（土） アーバンデザインセンター宇治（ＵＤＣＵ）オープニングイベント 

４月２２日（木） 令和３年度宇治市茶道連盟通常総会 

４月２４日（土） 令和３年度宇治市国際親善協会総会・国際交流講演会 

４月２６日（月） 宇治市歴史的風致維持向上協議会 

４月２８日（水） 令和３年度第２回宇治市総合計画審議会 

５月 １日（土） 八十八夜茶摘みの集い【中止】 

５月 ８日（土） 宇治神社例祭【中止】（神社内のみ） 

５月１０日（月） 第３回宇治川の鵜飼・放ち鵜飼あり方検討委員会 

５月１８日（火） 公益社団法人京都府観光連盟 令和３年度第１回理事会 

５月１８日（火） 宇治橋通り商店街振興組合 総会（会員のみ） 

５月２０日（木） 株式会社福寿園 福井正典「偲ぶ会」 

５月２２日（土）２３日（日） 全国煎茶道大会【中止】 

５月２４日（月） 日本茶日本酒文化の体験と世界遺産３霊峰に泊まるＦＩＴ旅  

ＰＲ事業会議 

５月２６日（水） 東京オリンピック２０２０聖火リレー【中止】 

５月２７日（木） 
一般社団法人京都山城地域振興社（お茶の京都ＤＭＯ） 

令和３年度第１回取締役会 

６月 １日（火） 宇治上神社献茶祭【中止】 

６月 １日（火） 宇治製茶記念式【中止】 

６月 ２日（水） 第２回宇治市スポーツ推進審議会 

６月 ５日（金） 県神社 例大祭夕御饌ノ儀（神社内のみ） 

６月 ８日（火） 令和３年度 第３回宇治市総合計画審議会 

６月 ８日（火） 県神社 大幣神事祭 

６月 ９日（水） 公益財団法人宇治市公園公社 令和３年度第１回理事会 

書面決議 公益社団法人日本観光振興協会 令和３年度第５８回通常総会 

６月１５日（火） 公益社団法人京都府観光連盟 令和３年度総会 

６月１５日（火） 
令和３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【中止】 

書面決議 令和３年度宇治市交通安全対策協議会 

６月２５日（金） エフエム宇治放送株式会社 令和３年度第１回定時株主総会 

６月２８日（月） 宇治茶まつりふれあいイベント第１回実行委員会 

６月２９日（火） 源氏ろまん２０２１ 検討会議 

７月 ２日（金） 公益財団法人宇治市公園公社 令和３年度第２回理事会 

７月 ３日（土）４日（日） 京都大作戦２０２１ 
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７月 ４日（日） 平等院奉納プロジェクト 奉納式 

７月 ６日（火） 第４回宇治川の鵜飼・放ち鵜飼あり方検討委員会 

７月 ７日（水）書面決議 
一般社団法人京都山城地域振興社（お茶の京都ＤＭＯ） 

令和３年度第２回取締役会 

７月 ８日（木）９日（金） 第２４回全国鵜飼サミット in 笛吹（規模縮小） 

７月 ８日（木） ウミウ捕獲技術保存協議会幹事会 

書面決議 令和３年度公益社団法人日本観光振興協会関西支部会員総会 

書面決議 拳四朗後援会総会 

７月１０日（土）１１日（日） 京都大作戦２０２１【中止】 

７月１８日（日） アーバンデザインセンター宇治（ＵＤＣＵ）オープニングイベント 

７月１８日（日） 第六十一回庚申塚立祖夏季大祭 

７月１９日（月） 第７０回宇治茶まつり 第１回実行委員会 

書面決議 
西国巡礼地域連携協議会日本遺産「日本の終活の旅」推進協議会 

役員選任案 

８月 ３日（火） 
一般社団法人京都山城地域振興社（お茶の京都ＤＭＯ） 

令和３年度第３回取締役会 

８月 ３日（火） 
ワールドマスターズゲームズ２０２１関西 

令和３年度宇治市実行委員会・第１回幹事会 

書面決議 京都府・JR 西日本観光連携協議会 令和３年度総会 

８月１０日（火） 宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会 

８月１１日（水） 宇治市観光案内サイン等整備計画策定委員会 

８月１８日（水） 生長の家 全国有名盆踊り大会【中止】 

８月１９日（木） 生長の家 盂蘭盆供養大祭（神社内のみ） 

８月１９日（木） 令和３年度第１回京都府観光振興ネットワーク会議 

８月２１日（土） お茶と宇治のまち歴史公園 開園式典 

書面決議 令和３年度ウミウ捕獲技術保存協議会総会 

８月２４日（火） 令和３年度２回宇治茶まつりふれあいイベント実行委員会 

８月２７日（金） 第７０回宇治茶まつり第２回実行委員会 

９月 １日(火） ワールドマスターズゲームズ２０２１ 

関西令和３年度宇治市実行委員会 第１回総会（書面表決） 

９月 ７日(火） 令和３年度宇治市観光振興計画推進委員会 

９月 ７日(火） 第４回宇治市総合計画審議会 

１０月 １日(金) 宇治神社献茶祭 

１０月 １日(金) 製茶記念式典・茗魂祭（中止） 

１０月 ４日(月) 「京のひなまつりｉｎ ＵＪＩ」事業第１回実行委員会 

１０月 ４日(月) 宇治茶ふれあいイベント実行委員会 

１０月１３日(水) 第３回宇治市スポーツ推進審議会 
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１０月１４日(木) 令和３年度第 1 回宇治市産業振興会議 

１０月１４日(木) 「お茶の京都ＤＭＯ」令和３年度第４回取締役会 

１０月１５日(金) 令和３年度第 2 回宇治市観光案内サイン整備推進委員会 

１０月１６日(土) 宇治田楽まつり（無観客） 

１０月２６日(火) 京都・宇治灯り絵巻推進協議会令和３年度第 1 回幹事会 

１１月 ５日(金) 県神社献茶祭 

１１月 ８日(月) ２０２１年度「日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産３霊峰に泊まる 

FIT 旅 PR 事業」第２回ミーティング 

１１月０７日(日) 第３１回紫式部文学賞、市民文化賞贈呈式 

１１月１４日(日) 宇治市総合計画審議会第１回専門部会 

１１月２０日(土) 

～１２月５日(日) 

京都・宇治灯り絵巻２０２１「京都・宇治灯りのみち」 

１１月２０日(土) 

～１２月５日(日) 

興聖寺特別夜間拝観 

１１月２１日(日) 伝説の茶農家・茶商によるプレミアム大茶会 

１１月２３日(火) 

～２８日(日) 

明朝体のルーツ 黄檗文化を今に思う 

１１月２６日(金） 第１期宇治市スポーツ推進協議会 第４回審議会 

１１月２６日(金） 宇治市共同募金委員会 第２回運営委員会 

１２月 ３日（木） 令和３年度 第３回宇治市産業振興会議 

１２月 ５日（土） 宇治市総合計画審議会 第 2 回専門部会 

１２月 ５日（日） 庚申塚年末感謝例祭 

１２月１３日（月） 第５回宇治川の鵜飼・放ち鵜飼あり方検討委員会 

１２月１５日（水） 京のひなまつり in Uji 第 2 回実行委員会 

１２月１５日（水） 源氏物語宇治十帖デジタルスタンプラリー打合せ 

１２月１７日（金） 令和３年度宇治市茶道連盟総会（報告会） 

１２月２３日（木） 令和３年度 第５回宇治市総合計画審議会 

４年 １月 ２日（日） 生長の家宇治別格本山 宝蔵神社新年祭【神官のみで開催】 

４年 １月 ４日（火） 令和４年 新春年賀交換会 

４年 １月 ５日（水） 福寿園初もみ会 

４年 １月 ７日（金） 宇治青年会議所 新春茶会（第四十七回初釜） 

４年 １月 ９日（日） 令和４年 宇治市消防出初式【規模縮小】 

４年 １月１２日（水） 令和３年度 第 1 回淀川水系流域委員会 

４年 １月１７日（月） 京のひなまつり in Uji 第３回実行委員会 

４年 １月１８日（火） 宇治市社会福祉協議会 第１７８回評議員会 

４年 １月２１日（金） 令和３年度 第 2 回宇治川改修対策特別委員会（通算 129 回） 

４年 １月２７日（木） 令和３年度 第６回宇治市総合計画審議会 
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４年 １月２８日（金） 茶づな運営分科会 

４年 １月２９日（土） 自由民主党宇治支部 新春時局講演会 

４年 ２月 １日（火） 令和 3 年度 第 2 回宇治市歴史的風致維持向上委員会 

４年 ２月 １日（火） 令和３年度 宇治市共同募金委員会 募金推進会議 

４年 ２月 ３日（木） 宇治神社節分祭 

４年 ２月 ４日（土） 令和３年度 第４回宇治市産業振興会議 

４年 ２月 ４日（土） 第 5 回宇治市スポーツ推進審議会 

４年 ２月 ５日（土） 龍神総宮社 星祭り祈願祭【中止】 

４年 ２月 ７日（月） 令和３年度 第 2 回宇治市歴史的風致維持向上協議会 

４年 ２月１８日（金） 茶づな運営分科会 

４年 ２月２８日（月） 
宇治川の鵜飼・放ち鵜飼あり方検討委員会による宇治川観光通船

意見交換会 

４年 ３月  １日（火） 市政功労者・スポーツ賞・ジュニア文化賞・地域社会貢献者表彰式 

４年 ３月  １日（火） 第７回宇治市まちづくり審議会 

４年 ３月  ２日（水） 平等院 関白忌 

４年 ３月  ２日（水） ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ 2021 令和 3 年度宇治市実行委員会 

第 2 回幹事会 

４年 ３月  ７日（月） 令和３年度 第２回淀川水系流域委員会 

４年 ３月 ８日（火） 令和３年度 宇治市共同募金委員会 第３回運営委員会 

４年 ３月１１日（金） 第１２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 

４年 ３月１５日（火） 令和３年度 宇治観光ボランティアガイドクラブ 定例総会 

４年 ３月１８日（金） 公益社団法人京都府観光連盟 令和３年度第３回理事会 

４年 ３月２２日（火） 「お茶の京都ＤＭＯ」令和３年度第５回取締役会 

４年 ３月２３日（木） 令和３年度 第２回京都府観光振興ネットワーク会議 

４年 ３月２４日（金） 日本茶・日本酒文化の体験と世界遺産３霊峰に泊まる FIT 旅 PR 事業会議  

４年 ３月２９日（火） 令和３年度 宇治観光旅館組合 定例総会 

４年 ３月３０日（水） 宇治市社会福祉協議会 第１７９回評議員会 

４年 ３月３０日（水） 京都・宇治灯り絵巻推進協議会 令和３年度第２回幹事会 

 

 

 

令和３年度 会議報告 

会 議 名 日 時・場 所・議 案 等 
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定時総会 日時 ３年６月２２日（火） 

場所 ゆめりあうじ ４階 会議室 

議案 令和２年度事業報告・決算報告について 他 

第 1 回 三役会 日時 ３年４月２１日（火） 

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 2 回 三役会 日時  ３年５月１９日（水） 

場所 中村藤吉本店本社 会議室 

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  ３年６月８日（火） 

場所 中村藤吉本店本社 会議室 

議案 宇治川の鵜飼開催について 他 

第 4 回 三役会 日時  ３年７月１３日(火) 

場所 ゆめりあうじ ４階 

議案 ＪＲ宇治駅前観光案内所改装工事について 他 

第 5 回 三役会 日時  ３年８月２３日(月) 

場所 中村藤吉本店本社 会議室 

議案 専門委員会変更案について 他 

第６回 三役会 日時  ３年９月１５日(水) 

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 他 

第７回 三役会 日時  ３年１０月１９日（水） 

場所 宇治市観光センター 

議案 宇治川の鵜飼あり方委員会報告について他 

第８回 三役会 日時  ３年１１月２４日（水） 

場所 ゆめりあうじ 

議案 コロナウイルス関連・事業計画進捗報告について他 

第９回 三役会 日時 ４年１月１４日（金） 

場所 ゆめりあうじ 

議案 事業計画進捗報告・専門委員会開催について他 

第１０回 三役会 日時 ４年２月１４日（月） 

場所 ゆめりあうじ 

議案 旅行業の進捗報告・宇治川さくらまつりについて他 

第１１回 三役会 日時  ４年３月１４日（月） 

場所 ゆめりあうじ 

議案 令和４年度事業計画案及び予算案について他 
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第１回 理事会 日時  ３年６月１日(火) 

場所 亀石楼 

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 ３年１０月８日（金） 

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  ４年１２月１７日（金） 

場所 お茶と宇治のまち歴史公園茶づな 

議案 半期報告及び決算見込み他 

第４回 理事会 日時  ４年３月２８日（月） 

場所 ゆめりあうじ 

議案 次年度事業計画及び収支予算他 

専門委員会 

第１回 広報宣伝 

イベント委員会 

日時 ３年６月１８日(金) 

場所 リモート会議 

議案 事業の活動報告について 他 

専門委員会 

第２回 行催事事業委員会 

日時  ４年２月１日（火） 

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 

専門委員会 

第２回 広報宣伝事業委員会 

日時  ４年２月１５日（火） 

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 

専門委員会 

第１回 収益事業委員会 

日時  ４年３月１１日（金） 

場所 ゆめりあうじ 

議案 事業報告・次年度事業計画他 

専門委員会 

第１回 運営委員会 

日時  ４年３月１４日（月） 

場所 ゆめりあうじ 

議案 令和３年度 事業計画進捗報告について他 

 

 

 

 

 

議案第２号 
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