平成２５年度事業報告
平成 25 年４月１日より、小江戸川越観光協会は新制度による公益社団法人としてスター
トしました。従前にも増して、
「公益法人」として不特定かつ多数の利益の増進に寄与する
事業活動を行ってきました。また、重点具体策として提示したエリアツーリズムやニュー
ツーリズムなどでも今後に繋がる新しい試みを実施しました。公益法人 2 年目に向けて、
指針となる施策を実施できました。
重点具体策
◎会員増強施策
Ｈ24 年度末 512 名から 19 名入会 12 名退会しＨ25 年度末 519 名。
ファンクラブの組織化について、市・商工会議所とも会議を開催し検討中。
①エリアツーリズム
秩父市・飯能市と会議を重ね、エリアツーリズムの実践を図りました
７月２９日(秩父市)「第１回秩父・飯能・川越地域でのエリアツーリズム会議」
それぞれの組織の紹介と顔見せ等を行い、各観光地の課題や特徴などを共有しました。
８月２６日（飯能市）「第２回エリアツーリズム会議」･･･各地のイベントの年間スケジュ
ールを持ち寄り、他地域での物販や観光宣伝の機会の提供等につき議論し、具体的に交流
を開始することを決定しました。また、今後の観光施策の参考とすべく、埼玉県から外国
人誘致の現状やイスラム圏からの誘致の課題などのレクチャーを受けました。
１１月７日（川越市）「第３回エリアツーリズム会議」･･･開始したイベントでの交流事業
の紹介と課題を検証し、今後及び来期のスケジュールの確認。また、協働できる可能性の
ある事業として、川越で初めて開催する「謎解きゲーム」を紹介しました。各地で共通す
るイベントであるアニメを媒体としたツーリズムの実施に向けた分科会を次回開催するこ
とを確認しました。
１１月２１日（飯能市）
「アニメイベント参加等検討会議 (情報交換・共有)」･･･3 月に開
催された全日本クラスのアニメイベントへの参加可否を主議題(結果として三者不参加)に、
飯能・秩父・川越のアニメの取り組みついての情報交換等を行いました。各自のアニメイ
ベントをシェアし、相互参加等を検討していく事を確認しました。
②商店街活性化への支援
川越一番街商業協同組合が、毎月第一土曜日の夜開催している「宵の市」や一番街の「一
店逸品」のスタンプラリーへの参加、街バルのチケット販売などに協力して活性化に貢献
しました。
③ニューツーリズム事業

12 月～2 月の観光閑散期に「小江戸川越謎解きミステリー」と題して体験・参加型のイ
ベントを開催しました。老若男女、家族、友達、恋人同士など 1,037 人の方々が参加し、
イベントを楽しみ、当初の目的である、新しい層の誘客には成果を上げました。アンケー
トでも「楽しかった」との声が多く聞かれ好評でしたので、今後も開催時期など検証し継
続した開催を目指します。
④ブランド産品事業
Ｈ26 年度の更新時期に当たり継続更新と新規申請を募り、
「小江戸川越ブランド産品」とし
て 65 品を認定しました。より沢山の方に利用していただけるよう、親しみやすいネーミン
グで通称名を「川越セレクション」とし、様々な場所での物販を開始し、
「川越セレクショ
ン」を紹介するカタログもマップ形式で作成配布し観光客の利便性の向上を図ります。
⑤公益社団法人名のプレートの作成
「公益社団法人

小江戸川越観光協会」の会員証のプレートを作成し、全会員の方にお

配りしました。

Ⅰ 観光振興及び観光客誘致事業（定款第４条第１号）
小江戸川越の観光スポットやイベント等の観光情報を発信、紹介し、観光宣伝に努め
ました。
（１）観光振興事業
ア IT ベースによる情報発信の充実及び、観光宣伝
協会ホームページの刷新
・観光イベント、会員情報の充実
・フォトライブラリーの充実を図り、画像情報の発信による観光ＰＲ促進
イ

紙面による情報発信及び、観光宣伝
①情報誌「おもてなし」の発行･･･内容をリニューアルし、新規会員の紹介面を充実
させました。
②観光パンフレット「小江戸川越散策マップ」(55 万部)、「小江戸川越散策ガイド」
(5 万部)を使いやすさ、見やすさの観点で見直しリニューアルし作製しました。
③多言語パンフレット、マップの増刷（英語・中国語・韓国語）
④新聞・雑誌・旅行情報誌等への広告掲載
・台湾向けＷｅｂ式サイトでの広告等

ウ

土産品の製作及び販売による観光ＰＲ
① 川越まつりカレンダー等の製作及び、販売

② 川越まつりの映像化・ＤＶＤ販売
エ

観光に関する照会対応、観光パンフレットの提供

オ

マスメディアとのネットワークの強化並びに、有効活用

（２）観光客誘致事業
ア 観光キャンペーン等の開催・参加・協賛
①川越産業博覧会（悪天候のため中止）、流鏑馬、トラベルマート等への参加
３月２０日

埼玉県・埼玉県物産観光協会主催の埼玉県観光交流会「埼玉トラベ

ルマート 2014」に参加し（都道府県会館：東京都千代田区）県内観光業者と首都
圏及び海外旅行会社に川越の魅力をＰＲ
②その他キャンペーンの開催、参加、協賛
平成２５年
・４月２０日ＪＲ桜木町駅前で開催された「ヨコハマ大道芸 2013」に参加し
川越市マスコットキャラクター「ときも」とともに川越の観光宣伝を実施
・４月２９日「埼玉県＆西武沿線感謝デー」
（西武ドーム）において、川越のキャ
ラクタ－「ときも」のぬいぐるみを通じた観光ＰＲを実施
・５月１２日

寄居町「北條まつり」キャンペーンにて川越市観光課とともに川

越の観光宣伝を実施
・６月１６日水郷佐原あやめ祭り「友好都市交流フェア」（水郷佐原水生植物園）
において、川越市観光課とともに、川越のパンフレットを配布し観光宣伝をし、
さらに川越産品の物販を実施
・７月１９日～２１日

池袋西口公園で開催された「東京フラフェスタ」におい

て、観光宣伝と物販を実施。
・７月２３日

池袋駅

地下南イベントスペース（オレンジロード）で開催され

た「池袋駅観光キャンペーン」において、観光キャンペーンを実施。
・９月１１日 JR 仙台駅コンコースで開催された「第２２回ふるさと観光展」に
参加し、観光キャンペーンを実施。
・９月１４日～１６日に関越自動車道上り線「パサール三芳」にて開催さた「小
江戸川越フェア」において観光キャンペーンを実施。
・９月１７日及び２１日に横浜新都市プラザ・そごう横浜店・東横線横浜駅にて
開催された「横浜⇔埼玉

つながる」観光キャンペーンに参加し、川越の観光

宣伝を実施。
・１０月１２日～１３日「平成２５年度豊島区友好都市観光物産展」
（池袋西口公
園）に参加し川越の物産の販売支援とパンフレットを配布し川越まつりなどの
観光宣伝を実施
・１０月１３日「第１０回埼玉ご当地Ｂ級グルメ王決定地 in 飯能」において、川
越産品の販売とパンフレットの配布による観光宣伝を実施
・１０月１７日

川越で開催された「自治連全国大会」において、川越の観光宣

伝と物販を実施。
・１１月５日

そごう川口店にて開催されました「川口マルシェ」に参加し、観

光宣伝を実施。
・１１月１０日

東京都豊島区の染井吉野桜記念公園にて開催された「染井よし

の桜のふる里秋祭り」に参加し、川越の観光宣伝を実施。
・１１月１５日

横浜新都市プラザにて開催された「２０１４

冬の旅・早春の

旅観光展」に参加し、川越の観光宣伝を実施。
・１１月１７日

埼玉県比企郡の東武鉄道森林公園検修区にて開催された「東上

線森林公園ファミリーイベント２０１３」に参加し、川越の観光宣伝と物販を
実施。
・１１月２２日 埼玉県さいたま市の大宮ソニックシティビルにて開催された「埼
玉発！“美味いもの”出会いフェア in ソニックシティ」に参加し、川越の観光
イベントを紹介。
平成２６年
・１月１４日・１５日

茨城県土浦市のＪＲ土浦駅及び千葉県船橋市のＪＲ船橋

駅にて開催された「ＪＲ・さいたま市・川越市合同観光キャンペーン」に参加
し、川越の観光宣伝を実施。
・１月１７日

埼玉県さいたま市の大宮ソニックシティの「そぴあ」にて開催さ

れました「そぴあ１周年記念観光キャンペーン」に参加し、川越の観光宣伝を
実施。
・１月２５日・２月１日

ＪＲ川越駅にて開催された「ＪＲ・さいたま市・川越

市合同観光キャンペーン」に参加し、観光宣伝を実施。
・３月８日・９日 そごう横浜店９F 新都市ホールにて開催されました「２０１４
旅のデパート」に参加し、観光宣伝と物販を実施。
イ 観光イベントの実施
① 小江戸茶屋の実施（春まつり等）
② 盆踊り大会の開催
③ 小江戸川越大茶会の開催
④ 出張！何でも鑑定団 in 川越の開催
⑤ 他団体との共同事業
・秩父、飯能、横浜等の広域観光の検討
⑥ 花火大会・川越まつりにおける有料桟敷席の実施
⑦ アニメイベント「神様はじめました」
⑧ 官民協働事業「行燈ツアー8.10.11 月計 3 回」
⑨ 産業博覧会の実施（悪天候のため中止）
⑩ 主催事業の開催準備及び検討
平成 26 年度から小江戸川越花火大会開催、並びに、平成 27 年度から小江戸川越

春まつり開催へ向けての準備・検討
｛小江戸川越観光推進協議会（川越市観光課）から移管｝
Ⅱ 他団体の実施する活動への支援及び能力開発事業（定款第４条第２号）
川越の歴史や文化などの観光資源を維持、発展させようとする他団体への支援並びに、
新しい観光資源の開発、ホスピタリティーの向上、ブランド認定制度の実施など、地元
の魅力を発展させ、観光産業並びに、文化振興を図りました。
（１）他団体への支援活動事業
ア

川越まつりをはじめ、小江戸川越検定事業、きものの日実行委員会等、各種他団体
による実施事業への協力
①助成による支援
・小江戸川越観光推進協議会
・小江戸川越検定委員会
・小江戸川越マラソン 2013（小江戸川越マラソン実行委員会）
・川越桜まつり（川越商工会議所）
・第３２回川越百万灯夏まつり（川越百万灯夏まつり実行委員会）
・小江戸川越菊まつり（川越菊花会）
・七草がゆ無料配布会（川越中央商店振興会）
・呑龍デー（川越中央商店振興会）
・川越初大師（川越初大師協賛会）
・川越酉の市事業（川越酉の市保存会）
・小江戸川越七福神めぐり環境整備事業
・川越市民踊連盟
・川越市囃子連合会
・サツマイモの日振興事業（川越サツマイモ商品振興会）
・蔵と現代美術響き合う空間第３回展（蔵と現代美術実行委員会）
・小江戸川越 igo まつり（小江戸川越 igo まつり実行委員会）
②後援等による支援
・
「風ひかる」
（川越華道連盟いけ花展）
・
「川越の観光地域おこしを語る」
（ＮＰＯ法人武蔵観研）
・
「幕末 激動の川越史跡めぐり」（川越市シルバー人材センター）
・茶あそび 彩茶会
・
「第２３回小江戸川越花火大会」（小江戸川越観光推進協議会）
・川越のいいところ写真コンクール（川越青年会議所）
・小江戸川越 伝説妖怪ナイトツアー（川越市シルバー人材センター）
・小江戸川越マラソン 2013（小江戸川越マラソン実行委員会）

・小江戸街コン KAWAGOEN Vol5（小江戸街コン KAWGOE 実行委員会）
・「KAWA FES 2013」
（川越商業経営研究会）
・「川越唐人揃いパレード」（川越唐人揃いパレード実行委員会）
・「川越まつり」
（川越まつり協賛会）
・「川越国際交流フェスタ 2013」（かわごえ国際ボランティアの会）
・「小江戸川越菊まつり」
（小江戸川越菊まつり）
・「河越流鏑馬」
（河越流鏑馬実行委員会）
・「川越地区ブルーライトアップ」
（川越地区ブルーライトアップ実行委員会）
・「小江戸川越サツマイモカップ」
（小江戸川越サツマイモカップ実行委員会）
・「川越灯りと音と文化の祭典」（川越灯りと音と文化の祭典実行委員会）
・「小江戸川越七福神めぐり」
（川越市シルバー人材センター）
・「川越酉の市」(川越酉の市保存会)
・
「ビールフェスタ」
（西武鉄道）
他計 64 事業
③その他、他団体による事業への参画、役務提供等による支援
・１０月１９日「川越まつり」において小江戸屋台村による物販の実施
・１月２５日東武・西武鉄道共同開催による「駅からハイキング」において、コ
ース誘導看板の設置、当日の観光客誘導などで協力
・３月２９日「川越春まつり」おいて小江戸屋台村での物販を実施
（２）能力開発事業
ア 観光資源の開発
着地型観光の検討・滞在時間の延長・街歩きの楽しさ演出の研究
イ おもてなし講演の開催
山形新幹線の現役のカリスマ販売員を講師に講演を実施
Ⅲ 観光施設などの運営及び受託事業（定款第４条第３号）
観光客の利便性向上のため、観光案内や観光施設等の運営を行うことで、さらなる観
光客の誘致に繋げ、地域の文化振興及び、活性化を図りました。
（１）観光案内事業
ア 川越駅観光案内所他 2 カ所の業務受託
（２）観光施設等管理事業
仙波東照宮はじめ、観光協会事務局での観光案内
仙波東照宮の公開（日曜・祝日）
（３）川越まつり会館管理事業
川越まつり会館管理業務一部受託

Ⅳ その他、公益目的を達成するために必要な事業（定款第４条第４号）
（１） 収益事業
ア 駐車場運営関連事業等
イ 協会オリジナルグッズ及び川越土産品の販売拡充
「川越の水」の製作及び販売
ときもグッズの製作及び販売

・

会議等
期 日

会議名及び主な内容

25.4.15 総務委員会･･･通常総会付議事項について
25.4.30 第 1 回理事会･･･通常総会付議事項について
25.5.15 企画委員会･･･新規事業について
25.7.3

事業委員会･･･事業報告

25.7.12 正副会長会議･･･Ｈ25 予算の進捗報告とＨ26 予算作成指針について
25.7.16 総務委員会･･･Ｈ25 予算の進捗報告とＨ26 予算作成指針について
25.7.31 第 2 回理事会･･･Ｈ25 予算の進捗報告とＨ26 予算作成指針について
25.9.20 総務委員会･･･Ｈ25 予算の進捗報告とＨ26 予算作成について
25.9.24 第 3 回理事会･･･Ｈ25 予算の進捗報告とＨ26 予算作成について
25.11.25 事業委員会･･･事業報告と今後の事業について
25.11.29 企画委員会･･･事業報告と今後の企画について
25.12.5 総務委員会･･･Ｈ25 予算の進捗報告とＨ26 予算作成について
25.12.12 第 4 回理事会･･･Ｈ25 予算の進捗報告とＨ26 予算作成について
26.2.4

総務委員会･･･Ｈ25 決算予想とＨ26 予算作成について

26.2.19 第 5 回理事会･･･Ｈ25 決算予想とＨ26 予算の承認について

