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2019（令和元）年度 一般社団法人めぐろ観光まちづくり協会 事業報告 

※経費は主なもの 

1 会議の開催 

(１) 理事会  

① 第1回理事会 

日時・場所 5月27日 14時00分～、総合庁舎第9会議室 

主な審議事項 

1 議案 

  議案第1号 平成30年度事業報告（案）について 

  議案第2号 平成30年度決算報告（案）及び監査報告について 

2 協議事項 

なし 

3 報告事項 

 (１) 観光フェア（仮称）について 

 

② 第2回理事会 

日時・場所 12月17日(火) 10:30～  中目黒GTプラザホール 

主な審議事項 

１ 議案 

  議案第3号 2019年度事業計画・予算の変更（案）について 

  議案第4号 「めぐろ土産発掘」及び「目黒観光写真コンクール」の

審査結果について 

2 報告事項 

 （1）2019年度上半期事業等の実施状況について 

 （2）2020年度事業計画（案）について 

 

③ 第３回理事会（書面による開催） 

日時・場所 3月30日(月)   

主な審議事項 

1 議案 

  議案第5号 令和2年度事業計画（案）について 

  議案第6号 令和2年度予算（案）について 

２ 報告事項 

（１） 財務規程の制定 

（２） 就業規則の改定 

（３） 給与規程の制定 

（４） ２０２０年度めぐろ観光まちづくり協会職員の配置について 

 

(２) 社員総会（通常総会） 

日時・場所 6月18日(火）10時～ 目黒区エコプラザ活動室 

主な審議事項 １ 議事 

  議案第1号 平成30年度事業報告について 

  議案第2号 平成30年決算報告（案）及び監査報告について 

２ 報告事項 

（１） 2019年度事業計画について 

（２） 2019年度予算について 

（３） 観光フェア（仮称）の実施について 
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2 会員募集 

  新規会員募集活動 

 ◇新規会員募集について、「会員募集のしおり」の配布のほか、めぐろ区報(令和2年3月27日号)に掲載す

るなど、募集活動を行った。「正会員・賛助会員」の入会状況は次のとおりである。 

＜入会員の状況＞                          （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

区 分 年 度 
会 員 数 

計 口数 収入 備考 
正 会 員 賛助会員 

個   人 
2019年度 16 50 66 66 198,800  

30年度 16 48 64 64 173,800 

法人・団体 
2019年度 22 7 29 30 312,000  

30年度 23 7 30 31 309,000 

計 
2019年度 38 57 95 96 510,800  

30年度 39 55 94 95 482,800 

 

3 情報収集・発信 

 (１) 印刷物の充実（ガイドブック作成費：3,225,200円） 

  ① 目黒観光マップ（英語版）の作成  10,000部作成 

  目黒観光マップの英語版を作成し、掲載観光施設及び区・鉄道駅舎に配布した。今後も地域のまつりなど

に出展する際に配布していく。 

② さくらMAPの作成 

昨年に引き続き目黒川さくらＭＡＰ、めぐろ緑道さくらＭＡＰを作成中であったが、新型コロナウイルス 

感染症拡大防止の観点から自粛し、作成を中止した。 

項 目 部数 作成経費 

めぐろ観光マップ(英語版) 10,000 1,962,400円 

目黒川さくらMAP 

（作成予定部数） 

日本語版 78,000 デザイン費、諸経費等 

275,000円 多言語版 16,000 

めぐろ緑道さくら

MAP 

（作成予定部数） 

日本語版 18,000 デザイン費、諸経費等 

 66,000円 多言語版 3,000 

  ③ めぐろ土産認定品パンフレット等の作成 

   めぐろ土産と認定された商品を紹介するパンフレット及び認定店に添付、設置するステッカー及びミニ 

のぼりを作成し、各認定店等へ配布した。 

項 目 部数 作成経費 

パンフレット 10,000 682,000円 

ステッカー・ミニのぼり 各100 239,800円 

 

(２) 広報・情報紙の発行（ホームページ推進費：2,906,880円） 

① ホームページ 

項 目 実施時期 制作経費 

動画等の制作委託 １月から3月 1,100,000円 

維持管理費等 4月から3月 1,498,880円 
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② ホストタウン事業紹介映像の制作受託 

目黒区が実施しているケニア共和国とのホストタウン事業に関する PR 動画の制作について、目黒区か

ら委託を受けて制作し、当協会ホームページにより配信した。 

 ア 業務受託 

会  計 受託料（目黒区から） 制作費（イッツコム㈱へ委託） 残  額 

特別会計（受託事業費） 682,000円 550,000円 132,000円 

 イ 協会負担分 

会  計 ホームページ改修費 

一般会計（ホームページ推進費） 308,000円 

 

③ 協会情報紙（協会会員等対象）の発行   

項 目 発行月 制作経費 

  協会情報紙の発行 7月・10月・3月   

 

４ まち歩き事業（まち歩き事業費：400,068円） 

 まち歩き事業は、4回自主開催し、内 1回は外国人を対象としたまち歩きを行った。団体からの依頼による

ものについては、昨年度１回であったが、今年度は6回ガイド派遣の依頼があった。また、昨年度、ボランテ

ィアガイドの新たなきまりを作成しているが、今年度はボランティアガイドと協議のうえ、「観光ボランティア

運用のきまり」、「ボランティアガイド利用申込書」などを整備し、まち歩き事業の推進を図った。 

（１）自主開催 

事業名 実施日・コース 募集人数 参加人数・参加費 経費 

1 ぶらっTokyoさんぽ 

①「オシャレなまち自由

が丘で文化財とスイーツ

に触れる」 

11月20日(水) 

都立大学駅→立源寺→今

井館聖書講堂→熊野神社

→トモエ学園碑→スイーツ

フォレスト→自由が丘商店

街振興組合→モンブラン 

各20名 

20名 

参加費 2,000円 

【収入】 

参加費等（東京観

光財団実費弁償含

む） 41,346円 

【支出】 

ガイド費用弁償、

茶菓代、お布施等   

47,342円 

2 ぶらっTokyoさんぽ 

②「駒場まち歩き－明治

から令和へ 

11月30日(土) 

都立大学駅→駒場公園→

日本近代文学館→駒場野

公園→〆切地蔵→天空庭

園 

18名 

参加費 800円 

【収入】 

参加費 14,400円 

【支出】 

ガイド費用弁償、

入館料等10,800円 

3 山手七福神巡り 1月7日(火) 

白金高輪駅→覚林寺→瑞

聖寺→妙円寺→大円寺→

蟠龍寺→目黒不動尊 

25名 

17名(応募18名) 

一般 500円 

会員 300円 

【収入】 

参加費 7,700円 

【支出】 

ガイド費用弁償、 

お布施  34,000円 

その他経費 名札、レクリエーション損害保険、会議用茶、その他 235,106円 

計：327,248円 
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（２）外国人と楽しむまち歩き（協会主催・目黒区国際交流協会共催） 

実施日・コース 募集人数・参加者数等 スタッフ等 経費 

2月24日(月・振替休日) 

 

不動前駅→五百羅漢寺→

成就院→目黒不動尊→林

試の森公園→武蔵小山駅 

募集人数：30名 

参加者数：14名 

（内3歳児1名） 

参加費：1名 500円 

ボランティアガイド3名 

アシスタント各4名 

通訳ボランティア 2名 

通訳実習生3名 

職員3名 

【収入】 

参加費 6,500円 

【支出】 

ガイド費用弁償、入館料

等     26,000円    

計：26,000円 

（３）団体等の依頼 

依頼元 実施日・コース 参加人数 経費 

1 鶴ＹＯＵ会 

9月11日 

学芸大学駅→碑文谷公園・

体育館→八幡神社→すず

めのお宿→都立大学駅 

 

参加者22名 

ボランティアガイド3名 

アシスタント2名、職員2名 

【収入】 

ガイド派遣料 

8,800円 

 

【支出】 

ガイド費用弁償 

8,000円 

2 日本の伝統を守る会 

10月1日（火） 

不動前駅→五百羅漢寺→

目黒不動尊→大円寺→目

黒駅 

参加者35名 

ボランティアガイド・アシス

タント各3名、職員2名 

【収入】 

ガイド派遣料 

14,000円 

【支出】 

ガイド費用弁償、 

お布施  14,000円 

3 秋櫻の会 

10月31日（木） 

駒場東大前駅→旧前田邸

(和館・洋館)→東大キャン

パス内見学→解散 

参加者14名 

ボランティアガイド・アシス

タント各1名、職員1名 

【収入】 

ガイド派遣料 

8,000円 

【支出】 

ガイド費用弁償 

3,000円 

4 
荒川シルバー大学ミニ散

歩教室 

12月12日（木） 

不動前駅→五百羅漢寺→

成就院→目黒不動尊→不

動公園→大鳥神社 

参加者46名 

ボランティアガイド4名・ア

シスタント3名、職員2名 

【収入】 

ガイド派遣料 

18,400円 

【支出】 

ガイド費用弁償等 

11,200円 

5 
東京都中高年福祉推進員

協会 

1月13日（月・祝） 

白金高輪駅→覚林寺→瑞

聖寺→妙円寺→大円寺→

蟠龍寺→目黒不動尊 

参加者18名 

ボランティアガイド・アシス

タント各2名、職員2名 

【収入】 

ガイド派遣料 

8,000円 

【支出】 

ガイド費用弁償 

6,000円 

6 
さいたま市シニア大学史 

跡クラブ 

2月25日（火） 

不動前駅→五百羅漢寺→

目黒不動尊→蟠龍寺→ 

大円寺→雅叙園前解散 

参加者12名 

ボランティアガイド・アシス

タント各1名、職員2名 

【収入】 

ガイド派遣料 

6,000円 

【支出】 

ガイド費用弁償等 

4,620円 

計：46,820円 
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５ 出展（出店）事業（広告宣伝）・まちづくり事業（広告宣伝費：92,300円・観光事業費：246,156円） 

（１）出展（出店）事業（広告宣伝） 

イベント名・開催概要 出展内容 経費 

商工まつり 

7月27日(土)～28日(日) 

10:00～16:00 

区民センター本館2階 

ガイドブック配布による観光PR 

【支出】 

広告料       20,000円 

【販売収入】 

トートバッグ売り上げ 3,000円 

区民まつり 

9月15日(日) 
実行委員会参加・当日ボランティア 

【支出】 

寄付金       10,000円 

スタッフ用Tシャツ作成費 

46,656円 

（観光事業費） 

 

こまばのまつり 

10月6日(日)10:00～16:00 

駒場野公園 

ガイドブック配布等による観光PR  
【支出】 

協賛金       10,000円 

目黒シティラン 

11月24日(日) 

 

開催の支援 

Tシャツ及びピンバッジの販売 

【支出額】    192,500円 

（観光事業費） 

T シャツ作成費 ロゴマーク入

り125枚     192,500円 

【販売収入】   192,400円 

Tシャツ76枚   190,000円 

ピンバッジ6個   2,400円 

金澤CLUB 

2月7日（金） 
ガイドブック配布による観光PR 

【支出】 

広告料       27,500円 

めぐろ子育てマップつくり隊 

（中目黒編） 
 

【支出】 

広告料       5,000円 

その他経費（広告宣伝費） PR用印刷経費等 19,800円 

その他収入（販売収入） 中目の黒本、みどりの散歩道等販売 22,805円 

 

（２）まちづくり事業協力 

イベント名・開催概要 参加内容 経費 

WE  LOVE めぐろ 

4月14日(日) 

10:00～16:00 

多摩大目黒高等学校参加 

【支出】 

費用弁償       7,000円 

      （観光事業費） 

 

６ ボランティアガイドの育成（ボランティアガイド育成費：58,165円） 

（１）登録者数 

種 別 平成28年4月1日(概数) 令和2年3月末 

ボランティアガイド ガイド10名・アシスタント6名 ガイド12名・アシスタント10名 

ボランティア登録 一般(会員)24名 一般(会員)30名 
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（２）「まち歩きボランティアガイド養成講座」の実施 

 新たなボランティアガイド育成を目的として実施した。一般募集のほか、国際交流協会からも募ったところ、

11 名の応募があった。講座終了後、11 名の受講者からボランティアガイドとして活動を希望する旨の申し出

があり、3月31日時点で5名が当協会の賛助会員となった。 

日時・会場 募集人数・参加人数 経費 

令和元年11月29日（金） 

令和元年12月 6日（金） 

会場：下目黒住区センター 

実地研修場所：目黒不動尊 

募集人数：20名 

参加人数：24名 

【収入】 

参加費500円×24＝12,000 

12,000円 

【支出】 

講師謝礼等      33,000円 

ガイド費用弁償、消耗品代 

25,165円 

（３）ボランティアガイド等レベルアップ研修 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から研修は中止とした。 

日時・会場 対象 内容 

令和2年3月26日（木） 

めぐろ歴史資料館等 

協会会員 講師：めぐろ歴史資料館職員 

内容：めぐろ歴史資料館の見どころ、見学ポイ

ント、活用方法等について学ぶ。 

 

７ 友好都市観光事業（友好都市等観光物産展費：527,732円） 

都市名 イベント名・開催概要 内容 経費 

金沢市 

金沢百万石まつり 

5月31日(金)～6月2日(日) 

金沢城公園 

城内の友好都市広場に出展。 

ガイドブック配布の他、亀屋万年堂の

ナボナ、目黒のさんま、目黒地ビール

（マイスターブロイ）を販売。 

【収入】 

販売収入    92,700円 

【支出】 

旅費(次年度分含む)･商品購

入等      521,272円 

金沢マラソン2019もてなしメッセ 

10月26日(土) 

台風の影響で北陸新幹線が一部不通

のため、参加中止。 
 

東京ラーメンショー 

10月24日(木)～10月29日(火) 

10:00～17:00 

駒沢オリンピック公園 

観光PRのガイドブック等を配布。 出店料無し 

臼杵市 

自由が丘女神まつり 

10月12日(土)〜14日(月) 

自由が丘南口商店街 
台風のため、出店中止。 

出店料支援無し 

角田市 

自由が丘女神まつり 

10月12日(土)〜14日(月) 

自由が丘南口商店街 

出店料支援無し 

阿武隈リバーサイドマラソン 

11月3日(日) 

台風の影響により、阿武隈リバーサイド

マラソン中止。 
 

その他経費 印刷代等 6,460円 

 

８ 大学との連携（インターシップ事業）（インターシップ事業費：16,000円） 

学校名 実施内容 経費 

産業能率大学 
金沢百万石まつり          3名参加  

めぐろ土産部会参加・協力 費用弁償   16,000円 
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９ 記念事業（記念事業費：594,121円） 

観光フェアの開催 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からフェアは中止とした。 

（１）実行委員会 

 開催月日・会場 議題 

第1回 6月7日（金） 

総合庁舎第18会議室 

・観光フェア実行委員会について 

・各部会(土産部会・写真部会)に分かれて検討 

第2回 11月21日（木） 

総合庁舎第17・18会議室 

・「目黒観光写真コンクール・めぐろ土産発掘」の応募結果、

今後のスケジュール報告 

・めぐろ観光フェアの実施内容について 

・各部会(土産部会・写真部会)による応募品の審査、評価等 

経 費 観光フェアポスター、チラシ作成費など405,652円 

 

（２）めぐろ土産の認定    

① めぐろ土産の募集 

「めぐろ土産発掘！」と題し、9月25日～10月31日の期間で、めぐろらしさが感じられるもの、持ち帰り

ができるもの、目黒区を中心に販売、製造しているものを一般公募した結果、次のとおり応募があった。 

フード グッズ 

店数 商品数 店数 商品数 

30 45 8 11 

② めぐろ土産の認定及びパンフレットの作成 

第2回実行委員会での応募品の審査を経て、第2回理事会で「めぐろ土産」が認定された。 

認定された商品の紹介及び販売を観光フェアで実施する予定であったが中止となったが、パンフレット等を

作成し配布した。（経費等はP2.「(1)印刷物の充実」へ掲載） 

認定フード 認定グッズ 

店数 商品数 店数 商品数 

29 37 5 8 

経費：土産部会審査謝礼、商品購入、応募者謝礼、のぼり旗作成等 188,469円 

 

（３）目黒観光写真コンクール（フォトコンテスト費：348,573円） 

「めぐろ土産発掘！」と同時に一般公募した結果、一般の部・SNSの部合わせて、40人83作品の応募が

あり、第2回実行委員会での応募作品の審査を経て、第2回理事会で次のとおり各賞を決定した。 

各   賞 受賞人数(人) 商品：目黒区商店街商品券 

金   賞 1 30,000円分 

銀   賞 1 20,000円分 

銅   賞  1 10,000円分 

特 別 賞 5 5,000円分 

目黒区長賞 1 5,000円分 

SNS部門賞 1 10,000円分 

経費：めぐろ土産及び目黒観光写真コンクール募集チラシ、ポスター作成代、写真部会審査謝礼、その他消耗

品代等 248,573円 
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１０ 事業運営に係る会議 

（１）事業運営会議の開催状況は、次のとおりである。 

実施月…8月、3月除く毎月1回 計10回 

主な協議・検討事項…・ボランティア・ガイドのきまりの見直し、作成。 

・ まち歩き事業の実施案づくり。 

・ 協会からの情報提供と意見交換など。 

（２）会員懇親会：3月26日（木）12：30～ 

  会員同士の親睦を深めるため、昼食を提供する懇親会を予定したが、新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から自粛した。 

 


