平成２６年度事業報告
平成 26 年度は、当観光協会設立 55 周年に当たり、また、小江戸川越観光推進協議会か
ら、小江戸川越花火大会及び小江戸川越春まつりの事業が当協会に移管されました。川越
市及び関係団体からの支援を受けながら、協会の事業として定着させるとともに、民間企
業としての長所を活かした事業内容の精査を行い、収支面でも改善を目指し財務基盤の安
定化を目指しました。
重点具体策
①会員増強施策
会員増による収入増加を企図しもって事業基盤の安定により収益事業の拡大を目指しまし
た。あらゆるイベントや企画に参画する多くの会社や個人の加入を促進し、前期末正会員
数 519 名から 50 名強増の 573 名まで増やし、金額面でも約 80 万円増額となりました。
②エリアツーリズムの拡大
秩父市・飯能市との相互のイベントでの観光宣伝や物販の場の提供による交流事業が進捗
しました。
③ニューツーリズム事業
・昨年の『謎解きゲーム』に続き、新たな観光客誘致施策として、昨年冬場の閑散期に開
催した『謎解きゲーム』を 3 月-5 月の春まつりの時期に合わせて開催しました。
④ブランド産品事業
Ｈ26 年度の更新・新規認定より、
「川越セレクション」のネーミングを付与し、より親しみ
やすい事業活動を展開しました。地元丸広百貨店での「川越物産フェア」や池袋ルミネで
の「川越フェア」などで「川越セレクション」の物販と観光宣伝を実行しました。
⑤外国人観光客誘致
2020 年の東京オリンピックに向け、最大限の「おもてなし」の精神を具現化すべく、
「外
国人おもてな.し講演」を開催し、実際に現場で外国人に応対している商店街の人たちにレ
クチャーをしました。また、ＧＯＰ委員会を立ち上げ、各種活動を開始しました。

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、
次に掲げる事業を積極的に実施し、観光客の誘致に繋げました。
（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
①協会ホームページの刷新
IT での川越観光の情報発信拠点を目指すべく、下記の事項を行います
・観光イベント、会員情報の充実
・Web バナー広告の募集開始
・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
・インターネット通販の実現に向けて、情報の収集と検討
②情報端末アプリケーションの有効活用の検討
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
②観光パンフレット「小江戸川越散策マップ」(市内版 100 万部・市外版 5 万部)、
「小江戸川越散策ガイド」(5 万部)の製作
③多言語パンフレット、マップの製作増刷（英語・中国語・韓国語）独仏語他検討
④新聞・雑誌・旅行情報誌等への広告掲載
・「川越専科」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ＤＶＤ販売

エ

観光に関する問い合わせ対応、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川越産業フェスタ、流鏑馬、トラベルマート等への参加
２月１７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 2015」に参加し（都道府県会館：東京都千代田区）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
（主なキャンペーン）
平成２６年
・４月１８日～２４日

東京スカイツリー全国観光ＰＲコーナーで開催された

「東京スカイツリー観光キャンペーン」に川越市観光課と参加しパンフレット

を配布し観光宣伝を実施。
・４月２６.２７日に秩父市羊山公園で開催された「秩父・羊山公園観光キャンペ
ーン」に川越市観光課と参加しパンフレットを配布し観光宣伝を実施。
・５月１１日

「寄居北條まつり“食の陣”観光キャンペーンにて」川越市観光

課とともに川越の観光宣伝を実施。
・６月１４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

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。
・９月１３日.２０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。
・１０月 1 日に小田急電鉄新宿駅及び相模大野駅にて開催されました観光キャン
ペーンに川越市観光課と参加し、川越の観光宣伝を実施。
・１０月１１日・１２日に池袋西口公園にて開催されました「平成２６年度豊島
区友好都市観光物産展」に川越市観光課と参加し、観光宣伝と物販を実施。
・１１月２２日・２３日に羽生水郷公園にて開催されました「世界キャラクター
さみっと in 羽生」に川越市観光課と参加し、ときものぬいぐるみとともに川越
の観光宣伝を実施。
平成２７年
・３月２２日埼玉県草加市綾瀬川左岸広場にて開催されました「第１２回埼玉Ｂ
級ご当地グルメ王決定戦 in 草加併催イベント埼玉県物産観光展」に川越市観光
課と参加し、川越セレクションの物販と川越の観光宣伝を実施。
イ 観光イベントの実施
① 小江戸川越花火大会の開催（8/9）
② 着地型ツアーの実施
③ 他団体との共同事業
・街バル、ライトアップ（イルミネーション）の実施への協力
④ 川越まつりにおける有料桟敷席の実施
⑤ 小江戸川越春まつりの開催

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（主な事業）
・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 2014（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３３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）
・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（主な事業）
・伝説妖怪ナイトツアー3（川越市シルバー人材センター）
・小江戸川越ハーフマラソン 2014（小江戸川越マラソン実行委員会）
・「川越まつり」
（川越まつり協賛会）
・第 10 回「復活！唐人揃い-朝鮮通信使-多文化共生・国際交流パレード」
（川越
唐人パレード実行員会）
・第 3 回「囲碁まつり」
（川越 igo まち倶楽部）
・小江戸川越菊まつり
・第 7 回「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）
・「小江戸川越七福神めぐり」
（川越市シルバー人材センター）
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」において小江戸茶屋による物販の実施
・１月２４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２８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
江戸しぐさの第一人者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
和紙ファイルの製作及び販売

・

会議等

期 日

会議名及び主な内容

26.4.21 正副会長会議･･理事会の議題について
26.4.23 総務委員会･･･通常総会付議事項について
26.4.24 第 6 回理事会･･･通常総会付議事項について
26.5.26 第 7 回理事会･･･正副会長選出について
26.7.8

総務委員会･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成指針について

26.7.23 正副会長会議･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成指針について
26.7.25 第 8 回理事会･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成指針について
26.9.10 総務委員会･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成について
26.9.22 正副会長会議･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成について
26.9.22 第 9 回理事会･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成について
26.12.5 正副会長会議･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成について
26.12.10 総務委員会･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成について
26.12.15 第 10 回理事会･･･Ｈ26 予算の進捗報告とＨ27 予算作成について
27.2.12 総務委員会･･･Ｈ26 決算予想とＨ27 予算案について
27.2.16 第 11 回理事会･･･Ｈ26 決算予想とＨ27 予算の承認について

