
令和３年度（２０２１年度）

（一財）熊本国際観光コンベンション協会

事業実績報告

令和４年４月作成

（一財）熊本国際観光コンベンション協会



ＭＩＣＥ誘致・支援

（１） コンベンションの戦略的誘致

★会議開催地決定に権限を持つキーパーソンを招請

（２）コンベンションの開催促進

★コンベンションビューロー支援事業に参加
⇒今年度、観光庁が実施するコンベンションビューロー支援事業都市として選定され、MICEの誘致・開
催における各種研修・支援を受け、当協会のMICE誘致や受入に関する機能強化を図った。併せて
ステークホルダー向けの座学及びワークショップに、地元ステークホルダーへ参加を呼びかけ実施。
※支援対象都市／高松・鹿児島・熊本

【実施概要】 名称：観光庁 令和3年度 コンベンションビューロー支援事業

①キックオフ三都市合同研修
・開催日時：令和3年9月8日（水）
・開催会場：WEB研修
・内 容：三都市合同研修による、事業説明及び国際MICE誘致・開催支援説明

②第1回研修
・開催日時：令和3年10月7日（木）・8日（金）
・開催会場：熊本城ホール
・内 容：ユニークベニュー開発、誘致案件のターゲティング、ＭＩＣＥタグライン研修

③第2回研修
・開催日時：令和3年11月11日（木）・12日（金）
・開催会場：城彩苑多目的交流室
・内 容：国際会議開催におけるユニークベニューの活用

地域ステークホルダー連携の構築

④第3回三都市合同研修
・開催日時：令和3年12月10日（金）・16日（木）
・開催会場：WEB研修
・内 容：三都市合同研修、ハイブリット及びオンライン開催に関する知識

⑤第4回研修
・開催日時：令和4年1月25日（火）・26日（水）
・開催会場：WEB研修
・内 容：コンベンション協会の役割、MICEタグライン研修

⑥第5回研修（三都市合同）
・開催日時：令和4年2月9日（水）
・開催会場：WEB研修
・内 容：MICEとSDGs、研修の振り返り

令和３年度事業実績報告



ＭＩＣＥ誘致・支援

期日 開催都市名 会場名

7/7 新潟市

12/9 姫路市

期日 開催都市名 会場名 参加団体

11/25 宮崎市 宮崎県庁 11団体23名

2/3 福岡市 福岡市美術館 11団体22名（内WEB参加/2団体）

（３）情報連絡会議への参加

★JCCBビューロー部会への参加

★九推連総会及び九推連実務担当者会議への参加
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★5都市会議への参加

⇒全国各ブロックのコンベンション推進団体が、連携、協調し相互に誘致情報の交換を行い振興を図る。
日 程：令和4年2月25日（金）
会 場：オンライン会議
参加団体：（公財）高松観光コンベンション・ビューロー

（公財）盛岡観光コンベンション協会
（公財）金沢コンベンションビューロー
（公財）するが企画観光局
（一財）熊本国際観光コンベンション協会

（４）誘致活動 （県外セールス⇒自粛）

★IME2022オンライン商談会に参加（バイヤーとの商談（12件商談））
★コンベンション開催事務局に対し、熊本城ホールプロモーション動画を紹介するDMを発送（537団体）
⇒開催延期及び開催地変更が見込まれる首都圏を中心としたコンベンション事務局に対し、コンベンション
開催ガイドブック等の情報を提供し当市での開催誘致につなげる。

★情報収集

（５）令和３年度 誘致決定案件

★2件 4,200人泊

（６）開催支援助成金

★コンベンション開催助成金交付 （全体実績：10,150千円／36件）

期日 方面 内容

1/14 長崎 九州・長崎ＩＲ-ＭＩＣＥフォｰラムにて商談ブース出展及びMICE施設出島メッセの視察

開催中止

開催中止

ハイブリット開催



ＭＩＣＥ誘致・支援

（７）物的支援

★各種媒体の提供・配布
・グルメガイド「くまもとグルメBOOK」⇒協会会員の飲食店やお土産店、宿泊施設を紹介
・熊本市観光地図⇒会場施設や観光施設アクセス、宿泊施設等を紹介
・コンベンションバッグ⇒有償配布（100円/枚）

★大会歓迎看板等の設置・掲出
・ＪＲ熊本駅新幹線口、熊本空港、大会会場に歓迎看板を設置
・新たに歓迎エアポールを大会会場及びアーケード設置をメニュー化
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★歓迎横断幕・歓迎のぼり貸出
・大会会場での歓迎横断幕及び歓迎のぼり貸出掲出を継続実施



ＭＩＣＥ誘致・支援

★第122回日本外科学会おもてなし
⇒学会参加者へのおもてなし及び中心市街地への大会開催の周知を行い、受入への気運醸成を
図るとともに開催時の経済波及効果を高めることを目的に、日本外科学会特別版観光グルメBOOKの
作成及び中心市街地アーケードへ大会歓迎吊り看板・歓迎張り紙を設置。

★熊本観光PR動画の作成
⇒MICE開催地としての熊本県内の魅力をMICE主催者等に効果的かつ簡潔に周知する
観光PR動画を製作した。

（８）開催支援助成金の充実
★新型コロナウイルス感染症対策支援
⇒新型コロナウイルス感染症により2020年度の現地開催が中止され、かつ2022年度までに再度当市
にて開催が決定し、当協会へ支援申込みのあったコンベンションに対し、特別加算を行った。また、
2021年度上期までに支援申込みがあり2021年度内に開催されたコンベンションに対しても同様の加
算を行い、安心・安全なコンベンション開催を促進した。

★特別加算交付 主な大会（特別加算：19件）
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企画調査・事業

（１）コンベンション統計業務

★開催件数、参加数の状況を把握するとともに、開催予定の情報収集調査実施



国内からの誘致促進

（１） プレミアム付き利用券

★熊本市観光旅館ホテル協同組合、熊本市旅館ホテル組合、熊本県ホテル協会が共同で、『商店街等プレミ
アム付クーポン券発行支援事業』を活用し実施する事業の発行等事務を請け負い、コロナ禍で落ち込んだ
観光需要の回復と経済の活性化を図るための事業を実施。

（２） 植木温泉から感謝を込めて・・・ほんの気持ちです券第2弾

★昨年度に引き続き、植木温泉観光旅館組合が、『商店街等プレミアム付クーポン券発行支援事業』を活用し
実施する事業の発行等事務を請け負い、植木地区の活性化と宿泊施設間の連携を強化するための事業を実施。

（３） 旅行商品造成セールス

★コロナ禍において現地セールスは中止

⇒熊本城特別公開第3弾は令和3年4月26日から開始
観光施設の開館情報など、熊本市観光の現状を積極的に発信

★熊本城入園クーポン券を発行し、熊本城とクーポン契約を行っていない
旅行会社に販売することで旅行商品造成を働きかけ

・ＨＩＳ 旅する九州 HISオリジナル九州よかとこクーポン
九州であそぼ とびっきりクーポン

★直近の観光動向などの情報を収集するため、オンラインセミナーを受講

【内容】 「Zoom」を利用したオンラインセミナー
＜第一部＞講演 広報デジタル変革のすすめ方〜コロナ禍に求められる両利きの地域経営～
＜第二部＞検証！宿泊クーポンの経済効果 地域のファンを増やすには？データを活用した関係人口

創出術 他都市での取組事例紹介 ほか
【開催日】 令和3年6月4日（金）
【主催】 楽天グループ株式会社 地域創生事業 共創事業推進部

★ANAあきんど株式会社との連携による旅行商品造成
ANAあきんど株式会社が造成・販売する「ANAワーケーション熊本～働・遊・休が集積した
熊本のまちでリモートワーク・ワーケーションしませんか？～」に遊び・体験メニューを提供。

（４） エージェントの招へい

⇒ 国内の商品造成地区における企画担当者を招へいすることで、旅行商品造成を促進。
新型コロナウイルス感染症の影響により１件のみ招へい
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国内からの誘致促進

（５） 教育旅行の誘致

★ 熊本県教育旅行受入促進協議会との連携強化
協議会と実施主体であるわくわく座・よかとこ案内人の会との調整を図り
策定した「熊本地震から学ぶ教育旅行」を継続的に支援

・協会の教育旅行ＨＰ上への詳細及び申請書掲載による間口拡大
・熊本型教育旅行サイトへの誘導

・よかとこ案内人の会の会員向け研修に協力しプログラムの磨き上げを支援

★ 「熊本地震から学ぶ教育旅行」の推進
現在協会で受け付けている、教育旅行におけるボランティアガイド交通費負担
事業に変わる新たなガイドの提案として、継続的に販売を推進

⇒従来のガイド交通費2,000円を協会が負担する事業から、「わくわく座への入館」「熊本地震での経験を
現地の人から聞く」事業にシフトすることで、教育旅行としての価値を高め、滞在時間を延ばすと共に、
わくわく座及びよかとこ案内人事務局の安定的な収益確保を支援する

【名称】 今こそ見てほしい熊本城～記憶の記録～
【料金】 中学生１名1,000円、高校生1名1,200円 （わくわく座にて受付）
【内容】 わくわく座スタッフ及びボランティアガイドが自身の体験談等を交えてガイド

熊本地震の経験を踏まえ、備蓄の大切さや災害への備えを自分のこととして考えてもらう
★ 教育旅行セールス

コロナ禍において、直接的な現地セールスについては取りやめ。
旅行会社へのガイドブック等の資料請求は継続的に実施。

★ 学校関係者・企画担当者の招へい

★ バス利用助成金
⇒ 熊本市内宿泊を条件に、バス１台につき8千円を助成する制度

コロナ禍において、九州内（特に鹿児島）の小学校が大幅に減少した半面、方面変更で関西（大阪・京都など）
の中学校・高校などの入込が増えたことで、全体的な件数も増加した。

★ 観光ボランティアガイド派遣
⇒ 熊本市内での自主学習時に、観光ボランティアガイド交通費を助成し派遣する制度

コロナ禍において、春季の予約のほとんどが秋季に変更またはキャンセルとなった。また、バス助成同様、
方面変更により九州内（特に鹿児島）の小学生が大幅に減少したが、関西の中学校・高校は増加。

⇒ 従来、生徒15名に対しガイド1名で対応し、当該分の交通費を協会が負担していたが、コロナ禍において、
感染拡大防止のため、ガイド1名で生徒10名を案内する方法に変更。ガイド派遣人数を増員しソーシャル
ディスタンスを取った案内を実施。（協会負担はそのままで、差額は先方負担）

★ 資料配布
⇒ 修学旅行の事前資料・当日資料として観光ガイドブック「くま本」及び、自主学習コース作成

ツールを配布
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海外からの誘致促進

（１） インバウンド受入体制の充実

★視認性の高い多言語パンフレット作成
アフターコロナを見据え、タイ語・ベトナム語を追加で作成。
加えて、熊本市国際課などの海外からの派遣職員の意見等を踏まえ、
他言語分についてもさらに改良を加えながら更新。

（２） インバウンド需要回復に向けた取り組み

★台湾市場オンライン商談会への参加
新型コロナウイルス感染症の影響により、海外の旅行博や商談会への
参加などインバウンド誘致活動が難しい中、現地旅行会社との情報共有、
ネットワーキングを図り、将来の訪日旅行を回復させるため、熊本県観光
連盟が主催するオンライン商談会に参加。

★国内ランド社との商談会への参加
比較的新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いている時期において、
直近の海外観光客の動向やコロナ禍でのニーズ等の把握のため、熊本県
外国人観光客誘致協議会及び熊本県観光連盟が主催する商談会に参加。

★インバウンド向け滞在型旅行商品造成事業への参画
新型コロナウイルス感染症収束後のインバウンド需要回復を見据え、市観光政策課が実施するインバウンド向け
「熊本の豊かな地下水が作り出す観光資源を活用した滞在型旅行商品造成事業」の検討会議に参加。
オブザーバーとしてワークショップに参加するとともに、湧水亭を活用したコース造成に協力した。
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観光資源の活性化

（１） くまもと体験プログラムの推進

コロナ禍における取組として、さらなるサービス向上と体験プログラムの
利用促進を図るため、協会職員が実際に体験プログラムに参加し、体験
後の感想を事業者と共有。
実際の体験内容を写真付きで協会SNSで発信。

★41プログラム設定（コロナ禍での休止含む）



観光資源の活性化

（２） 水前寺地区の活性化

令和3年は、細川綱利公により水前寺成趣園が築庭されてから350年を迎える節目の年で、翌年には「花とみどりの
博覧会」が開催されるなど、水前寺を盛り上げるには絶好の年であったことから、この機会を生かし、地元の方や
各団体と連携した事業を実施。

★水前寺地区の新たな拠点の整備

水前寺地区の魅力を多くの方に知っていただき、水前寺地区を活性
化させるとともに、これまで数百年間引き継がれてきた素晴らしい
文化や歴史を後世に伝えていきたいという思いから、地元団体と連
携し、各団体の支援を受け、水前寺の歴史や細川文化の発信を行う
拠点を令和3年10月にオープン。

【名 称】 水前寺肥後細川文化発信拠点「湧水亭」
【所 在 地】 熊本市中央区水前寺公園6-24（玄宅寺駐車場内）
【営業時間】 9：00～16：30
【展 示 物】 肥後古流：茶碗、茶杓などの茶道具 武田流騎射流鏑馬：弓矢、鞍など

細川流盆石：作品や砂だんす、羽根などの道具
※まん延防止等重点措置期間（令和4年1月21日（金）～3月21日（月））は休館。

肥後細川文化に関する展示をメインに、観光案内や商店街の紹介を行うなど、
水前寺の新たな観光拠点として多くの方の来訪を促す。
地元の学生や地域の方にも広く知っていただけるよう積極的に広報。

⇒ 熊本県の補助金を活用し、日本語及び英語のパンフレットを製作

★水前寺成趣園350年記念祭への協力

熊本を代表する観光地の一つである水前寺成趣園は、1671年に肥後細川家5代：細川綱利公により築庭され、
令和3年（2021年）に350年を迎えた。水前寺成趣園を築庭した綱利公の功績を広く知っていただくとともに、成趣
園の魅力や水前寺の良さを発信する事業を実施することとし、出水神社を中心に実行委員会を立ち上げ。
当協会も委員として参加し、各種催事の実施に協力した。

＜記念講演・シンポジウム＞
【日時】 令和3年11月27日（土） 13：00～16：30
【場所】 熊本城ホール メインホール
【内容】 基調講演「水前寺成趣園・熊本城と細川綱利」

講師/千田嘉博
パネルディスカッション「肥後細川文化の魅力に迫る」
パネリスト/千田嘉博、吉丸良治、牟礼正稔、小林寛子

＜赤穂浪士による義士行列＞
【日時】 令和3年11月28日（日） 12：20頃から
【場所】 水前寺参道～水前寺成趣園～出水神社本殿前
【内容】 毎年12月に赤穂市で開催されている義士行列を水前寺版に

アレンジして実施。細川家にお預けとなった大石内蔵助
（高良健吾氏）ほか16名の隊列による義士行列を行った。
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観光資源の活性化

（２） 水前寺地区の活性化（つづき）

＜細川文化ウィーク＞
【期間】 令和3年11月26日（金）～12月2日（木）
【場所】 細川家ゆかりの地
【内容】 記念祭前後の1週間を細川文化ウィークとし、

細川家ゆかりの地を巡るバスツアーなどを3回開催。
（1）細川家が愛した城下町ナイトツアー
（2）忠利公が迎えた宮本武蔵ゆかりの地をめぐるツアー
（3）細川家と赤穂義士の知られざる歴史をめぐるツアー

＜忠臣蔵展＞
【期間】 令和3年11月20日（土）～12月5日（日）
【場所】 水前寺成趣園お休み処
【内容】 大石内蔵助をはじめ赤穂義士17名をお預りされた

細川綱利公の功績を知っていただくため、赤穂事件から
義士切腹に至るまでのストーリーをパネルでご紹介。

★観光庁の実証事業を活用した水前寺の活性化

さらなる水前寺の活性化に取り組むべく、観光庁の実証事業「地域の観光の磨き上げを通じた域内連携促進に
向けた実証事業」を活用し、地元団体等と連携しながら、「肥後細川文化に会いにいく～240年の歴史を語り継ご
う～」と題した各種事業を実施。

＜細川流盆石体験＞
肥後細川文化の一つである「細川流盆石」を広く周知し興味を
持ってもらい、文化の継承と観光の振興を図ることを目的に、
普段はなかなか体験することができない細川流盆石の製作体験を
提供できる体制を構築する。
【概要】 細川流盆石の歴史についての講義や作品の製作体験

＜おもてなしレシピの開発＞
肥後細川家秘伝の料理方秘を参考に、地元の方やJALと協力し、
肥後野菜を活用したおもてなしレシピを開発。
水前寺地区の郷土料理店などで提供する。
【概要】 肥後野菜（水前寺菜）を使用した一品料理の開発のほか、

観光客向けのおもてなしレシピとして、細川流盆石に模した
盆石デザートを開発。
いずれも周辺地域の飲食店の協力のもと、試作品の製作と
店舗での提供を行う。
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観光資源の活性化

（２） 水前寺地区の活性化（つづき）

＜肥後細川文化回遊シャトルバス＞
熊本城と水前寺成趣園を起点に、肥後細川家関連の文化資源を回遊するシャトルバスを運行。
【概要】 水前寺成趣園350年記念祭の開催に合わせ、11月28日（日）に

熊本城（城彩苑）～旧細川刑部邸～水前寺成趣園（玄宅寺）を結ぶ
ルートでシャトルバスを運行

＜肥後細川文化モニターツアー＞
歴史に興味がある若い女性をターゲットに、肥後細川文化に
まつわるストーリーや体験コンテンツを組み合わせたツアーを
造成し、モニターツアーを実施。
【概要】 肥後細川家ゆかりの地や肥後細川文化に触れるツアーを造成。

参加費無料とし、福岡発と東京発のツアーを実施。
（1）福岡発モニターツアー第1弾

日程 令和3年12月25日～26日（1泊2日）
コース （1日目）博多駅＝着物体験＋成趣園散策＋抹茶体験

＝湧水亭＝熊本城＝ホテル（夕食・宿泊）
（2日目）泰勝寺＝山鹿さくら湯＝日輪寺＝博多駅

（2）福岡発モニターツアー第2弾
日程 令和4年1月29日～30日（1泊2日）
⇒ まん延防止等重点措置適用に伴い中止

（3）東京発モニターツアー
日程 令和4年2月5日～6日（1泊2日）
⇒ まん延防止等重点措置適用に伴い中止

＜肥後細川文化PR動画＞
肥後細川文化の魅力を広く発信するため、肥後細川文化や水前寺成趣園を
素材としたPR動画を製作。
完成した動画はSNSやYouTubeにアップするなど、広く発信する。
【動画タイトル】 The Traditional Aesthetic Sense of the Samurai 水前寺成趣園・肥後細川文化探訪
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観光資源の活性化

（３） 地域に密着した活動の支援・協力

★水前寺活性化プロジェクトへの参加
実施日 毎月第2水曜日開催

★植木温泉観光旅館組合例会への参加
実施日 毎月初旬開催

★植木温泉テイクアウトへの協力
実施日 6/6・13

★熊本城夜間開園に伴う協力
実施日 7/22-8/1

★水前寺藻器堀川清掃ボランティア
実施日 7/24

★植木温泉季節はずれの夜市
実施日 10/16・23

★「城あかり」開催に伴う協力
実施日 11/19-12/5

★旧細川刑部邸紅葉特別公開に伴う協力
実施日 11/19-12/5

★水前寺一斉清掃
実施日 11/27

★水前寺３５０年祭開催に伴う協力
実施日 11/27・28

★くまもと花博開催に伴う水前寺地区PRの協力
実施日 3/19-5/22

11月 水前寺一斉清掃

令和３年度事業実績報告

11月 旧細川刑部邸紅葉特別公開

6月 植木温泉テイクアウト
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7月 水前寺藻器堀川清掃

7月 熊本城夜間開園



観光資源の活性化

（４） 交流人口の増加に向けた取組み （協会主催及び共催行事）

★「天守閣復活祭」竹オブジェ制作協力
令和3年4月29日～5月5日 →
新型コロナウイルスの影響により中止

★「城あかり」への協力
開催期日：令和3年11月9日～16日
協力内容：竹灯籠制作の協力

★「旧細川刑部邸紅葉ライトアップ」の協力
開催期日：令和3年11月19日～12月5日（17日間）
開催場所：旧細川刑部邸庭園（期間限定公開）
協力内容：温かい飲物やいきなり団子の販売

ポスターチラシの制作、市内宿泊施設等へ配布
竹灯籠制作の協力、熊本城おもてなし武将隊の出陣

★紅葉臨時バスの運行
開催期日：令和3年11月19日～12月5日（17日間）
運行時間：18時から
運行区間：桜町バスターミナル⇔旧細川刑部邸

★「博物館サタデーナイトミュージアム」の協力
開催期日：令和3年11月20日・27日・12月4日（3日間）
開催場所：熊本博物館
協力内容：21時まで開館を延長

キッチンカーの設置、イベント情報の広報
みんなで作ろうクリスマスツリーの開催

★「戦国パーク 武士の魂-mononofu no chikara-2022」の開催
開催期日：令和4年3月19日～20日（2日間）
開催場所：熊本城二の丸広場、桜の馬場城彩苑
参加団体：名古屋おもてなし武将隊

伊達武将隊など13の武将隊
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観光資源の活性化

（５）イベント等への協賛

★マンガ・アニメ、ポップカルチャーの祭典「くまフェス２０２１」
開催期日：令和3年11月20日（土）・21日（日）
開催場所：シンボルプロムナード・熊本市中心街一帯

★水前寺成趣園３５０年記念事業
開催期日：令和3年11月27日（土）～11月28日（日）
開催場所：熊本城ホール・水前寺成趣園

★旅館フェス熊本の宿大のれん市
開催期日：令和3年11月26日（金）～28日（日）3日間
開催場所：熊本市中央区水前寺成趣園正面入り口

水前寺観光センター１階

★春のくまもとお城まつり
開催期日：令和4年3月12日（土）～27日（日）

開催場所：熊本城二の丸広場

★熊本城坪井川園遊会
開催期日：観桜の宴

令和4年3月26日（土）～27日（日）
令和4年4月2日（土）～3日（日）
大園遊会
令和4年5月3日（火・祝）～5日（木・祝）

（６）各種協力

★アミュプラザインフォメーションオープンに伴う意見交換会
令和3年4月8日

★バナナマンせっかくグルメへの取材協力
令和3年6月27日放送分

★所さんお届け物です（会楽園）取材協力
令和3年10月17日放送分

★熊本版MaaSミライセミナー～熊本市のミライの移動を考える～
期日：令和3年12月13日（月）
会場：くまもと森都心プラザ
熊本版MaaSのあるミライ（パネルディスカッション） パネリストでの協力
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おもてなし・受入体制の充実

（１） 観光ボランティアガイドとの連携強化

★コロナ禍における安定的運営支援
よかとこ案内人の会がコロナ禍におけるイヤホンガイドを実施するための経費や熊本城における申請等を
支援。併せて、毎月の理事会に参加し、経営安定化のための新たな事業企画等を支援

★積極的な外部の研修・視察・取材への対応
外部から依頼があった際に、よかとこ案内人の会のベテランガイドを紹介・対応。おもてなしスキルの向上や、
熊本市のPRを行った。
今年度は新型コロナウイルスの影響により件数減少

★観光関連NPO団体の活動実績

○UDくまもと （代表 矢ヶ部 孝志）
⇒ 視聴覚障がい者・車いす利用者等、遠方への旅行にハードルがある方へのおもてなしの向上を図る

○春日人おてもやん （代表 西春 里美）
⇒ JR熊本駅を訪れた観光客に対し、最初の窓口として道案内及び周辺施設や熊本市内の観光案内を行う
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おもてなし・受入体制の充実

（２） 観光案内所の運営

★熊本市内観光案内所2ヶ所の運営を熊本市から受託
設置場所 ① 桜の馬場 城彩苑総合観光案内所 9：00～17：30

② 熊本駅総合観光案内所 9：00～17：30
体 制 嘱託職員8名のシフト制

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、観光案内所一時閉鎖
令和3年8月22日～9月30日まで対面での案内業務を休止し、電話、メール、FAXのみ対応

★デジタルサイネージの運用
令和3年4月から
場所：桜の馬場城彩苑総合観光案内所

熊本駅総合観光案内所

★googleマイビジネス及びトリップアドバイザーへの登録
令和3年6月

★ホテルスタッフスキルアップ研修
宿泊施設スタッフとコンベンション協会の互いの連携を図りながら
観光案内の実践的なスキルアップを図るため、
宿泊施設より派遣職員の受け入れを行った。
研修期間：令和2年11月1日～令和3年12月31日まで
勤務場所：桜の馬場城彩苑総合観光案内所・熊本駅総合観光案内所

熊本駅総合観光案内所 桜の馬場城彩苑総合観光案内所



おもてなし・受入体制の充実

★市内宿泊施設を対象とした熊本城視察研修
熊本市観光情報共有オンライン会議において、市内宿泊施設より熊本城の認識
をより深めたいとの意見があったため、「くまもとよかとこ案内人の会」の案内に
より、熊本城の視察研修を行った。

（３） 二の丸お休み処・本丸お休み処の運営

★ ４月 本丸お休み処を開設 ⇒熊本城オリジナル商品や御城印など登城記念グッズの販売

★熊本城災害復旧支援金「募金箱」を設置
⇒「復興城主」申込以外の少額支援を希望する方々のフォロー

★新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う一時閉鎖
令和3年4月27日～6月27日まで 62日間 二の丸・本丸お休み処・熊本博物館
令和3年8月2日～9月30日まで 60日間 本丸お休み処
令和3年4月27日～6月29日まで 64日間 熊本博物館
令和4年1月21日～ 3月18日まで 57日間 湧水亭

★「JNTO認定外国人観光案内所」に認定
案内所名 熊本城二の丸お休み処
認定区分 カテゴリ１
認定日 令和3年6月30日
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おもてなし・受入体制の充実

（４） 人材育成研修

★～水前寺体験会～人材育成研修の開催
水前寺成趣園が３５０周年を迎えることから、熊本城と並ぶ熊本市内の
定番観光地である水前寺成趣園の歴史や文化を熊本城おもてなし
武将隊のガイドにより学んだ。

（５） 旅行需要喚起・宿泊業支援（新型コロナウイルス経済対策）

★テレワーク利用促進事業（※令和3年度途中まで熊本市にて実施）
職場における新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、市内宿泊施設が販売するテレワークプランに
対して利用料金の一部を負担することにより、テレワークの促進を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けている宿泊業を支援。



広報・宣伝活動

（１） 観光パンフレット等の作成

★くまもとグルメＢＯＯＫ（2月／30,000部）
★熊本市ガイドマップ（9月/20,000部（日本語） 11月／20,000部（日本語） 3月／計14,000部（外国語））

⇒ デザインを統一した日・英・繁・簡・韓・仏の市内観光地図に加え、タイ語・ベトナム語を追加作成。
⇒ 総合観光案内所からの現場の声を反映し、ガイドマップから地図の部分のみを抜き刷りしたものを配布

★熊本市観光ガイドブック（1月/20,000部 3月/80,000部）

⇒ 昨年度より観光政策課から引き継ぎ、当協会で「くま本」を作成。
くまもと花とみどりの博覧会開催や大型連休等を見据え、掲載内容の更新を
行いつつ必要数を増刷。

（２） 植木市の広報活動支援

★閑散期の2月に開催している「くまもと春の植木市」を告知するため、ポスター及びチラシを作成
★協会HP、SNS等でも発信を行うとともに、協会職員も会場視察に伺うなど、積極的に支援

⇒ まん延防止等重点措置期間中の開催となったが、昨年度に引き続き感染防止対策を徹底して開催。
あわせて、観光PRを行うブースを設置し、来場者への広報を行った。

（３） ネットを活用した情報発信

★熊本国際観光コンベンション協会オフィシャルホームページ
https://kumamoto-icb.or.jp
外国語ページ3ケ国語
英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語

★年間アクセス数の多いページ（記事）
1位 プレミアム付き利用券
2位 刑部邸紅葉ライトアップ
3位 天守閣公開記念！「御城印」「武将印」
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広報・宣伝活動

（３） ネットを活用した情報発信

★賛助会員を対象としたメルマガの配信
旬なイベントや会員様に役立つ情報等を積極的に発信するため、毎月メルマガを配信
新型コロナウイルス関連の情報や出捐企業・賛助会員の企業支援に繋がる情報を積極的に発信

（４） ＳＮＳを活用した情報発信

★「ｆacebook」での情報発信
ページ名「くまもと観光＆グルメ情報」

★ 「ｆacebook」英語版
ぺージ名「Motto Kumamoto -Travel info Kumamoto」
令和元年1月より運用開始

★「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」での情報発信
ページ名「くまもと観光＆グルメ情報＠kumaconn」
平成29年4月より運用開始

★「Ｔｗｉｔｔｅｒ」での情報発信
ページ名「熊本国際観光コンベンション協会」
令和2年4月より運用開始

（５） ラジオを活用した情報発信

★熊本シティエフエムＦＭ791での情報発信
旬なイベントやお得な情報等を発信

（６）機関紙の発行

①くまもと観光コンベンションニュースの発行

★2022年8月 vol．10 Summer
【発行部数】1,000部

★2022年11月 vol．11 Autumn
【発行部数】1,000部

★2022年3月 Vol. 12 Spring
【発行部数】1,000部
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新型コロナウイルス各種応援事業

（１）プレミアム付き商品券発行事業

★「水前寺本気（マジ）チケ」 の販売
昨年度に引き続き、『商店街等プレミアム付クーポン券発行支援事業』を活用し実施する事業の発行等事務を
請け負い、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復と水前寺地区の活性化・にぎわい
創出を目的として、加盟店で使用できるお得なチケットを販売。
当協会はチケットの販売や広報など事務局として活動。

（２）新型コロナウイルス感染症に関する支援制度の提供

★協会ホームページにおいて、出捐企業・賛助会員を対象に新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援制度の情報提供を行った。

各種応援・支援事業

★東京五輪ドイツ競泳代表チーム歓迎
アクアドームにてドイツ競泳チームのお出迎えを行った。
また、歓迎のしるしとして、応援動画を添えてくまモン手ぬぐい
タオルを贈呈した。
期 日 令和3年7月13日（火）

★インターンシップ受け入れ
東海大学
期 日：令和3年11月2日～3日 城彩苑総合観光案内所
期 日：令和3年11月13日～15日 本丸お休み処
熊本学園大学

9月※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、受入中止

★「令和３年観光関係功労者九州運輸局長表彰」受賞
受賞者 一般社団法人 観光ボランティアガイド くまもとよかとこ案内人の会

★熊本博物館金貨を集めて謎を解け
期 日：令和3年7月17日（土）から9月5日（日）

令和３年度事業実績報告



協会収益事業

（１） 新たな商品開発
★各売店のオリジナルグッズの開発

（２） 新たな販売場所の確保

★熊本城天守閣公開に併せて本丸御殿エントランス部分にお休み処を設置（2021.4/～）

★動植物園売店リニューアルオープン（2022.1/26～）

●熊本城オリジナル商品

令和３年度事業実績報告

御城印 桜

熊本城本丸お休み処

●登城記念の御城印の期間限定バージョンに加え、武将印の販売を開始

御城印 干支御城印 秋

熊本城天守閣常設展示図録や記念商品の販売

●夏目漱石グッズ

武将印 御城印 天守閣公開記念

動植物園売店
レッサーパンダ商品の取り扱いを開始



協会収益事業

（３）催事等での販売・コンベンション大会事務局への景品販売

★熊本博物館の特別展
（銀河鉄道の夜KAGAYA星空の世界展）での
グッズ販売（2021.7/17～9/5）

★第38回全国都市緑化くまもとフェア公式グッズ作製販売

★戦国パーク会場でのグッズ販売

★学会景品作製販売

（４）インターネット販売の継続と、ホームページでの名刺台紙販売

●絵葉書やクリアファイル、キーホルダー等を作製販売

令和３年度事業実績報告

●絵葉書や書籍、ジグソーパズル等を販売

★水前寺肥後細川文化発信拠点「湧水亭」にて
水前寺菜を使用した商品の販売を開始
（2021.10/8～）

●熊本城おもてなし武将隊の様々な商品や
イベント限定御城印等を作製販売

●大会名を入れたマスクや除菌ジェル
除菌スプレー付きボールペン等を
作製販売


