
 

 

平成２０年度 
社団法人 さいたま観光コンベンションビューロー 

事 業 計 画 
 

基 本 方 針 
平成１８年１２月に施行された、「観光立国推進基本法」を受け、関係する
法律の整備が行われ、本年度はついに「観光庁」の設置が予定されているな
ど、国をあげての観光立国への取り組みが高まりつつある中、さいたま市に
おいても平成１９年１０月に「鉄道博物館」が開館し、予想を上回る来場者
で連日大変な賑わいを見せている状況であり、まさに本市の観光施設の目玉
として特に遠方からの誘客に関しては大きな成果が出始めている。 
これは、今後順次整備が予定されている「（仮称）人形博物館」「盆栽関連
施設」などと共に、これら観光拠点の整備を契機として一層の外客誘致獲得
へ向けた取組が期待されている。 
当ビューローとしても、これらを積極的にアピールするとともに、既存の
観光イベントやコンベンション誘致に活かすとともに、「盆栽」「人形」「鉄道」
「サッカー」など、さいたま市らしさをアピールできるよう情報発信に努め
ていく。 
施策として、総務企画委員会で検討していた会員向け事業として会員ステ
ッカーを作成し、配布する事業を開始するとともに、会員以外の事業所等で
も観光パンフレット等を設置してもらえる「（仮称）まちかど観光案内所」制
度を新設し、市内のいたるところで観光情報の入手がしやすくなるよう取り
組みをはかる。 
また、昨年度取り組みをはじめた観光誘客ポスターを引き続き作成すると
ともに、ホームページ「webS@i’s（ウェブさいず）」では、これまでの「さい
たま市に行ってみたくなるブログ」と「もぎたてさいたま情報」の二つのブ
ログを一本化し、情報発信の強化をはかる。さらに「さいたま市に行ってみ
たくなる写真コンクール」では、旅行雑誌やメディアなどと連携をはかり、
さいたま市への訪問意欲が高まるような写真を募集する事業として充実をは
かる。 
経営面においては、平成１７年度に立案した経営改善３カ年計画（平成１
８年度から平成２０年度）の３年目にあたり、公益法人として効率的な運営
は無論のこと、自立した経営の実現に向け昨年度以上の努力を行っていく。 



 

  

一方、コンベンション事業については、昨年度より国土交通省の指定する
国際会議観光都市の指定を受けるなど、さいたま開催への機運の高まりを受
け、一層の誘致増加に向け、引き続き積極的に誘致活動を展開する。また、
会員利用促進助成金制度を一部改訂し、コンベンション開催時における地元
会員企業・団体等の利用の際に行う助成の利用枠を拡げることによって、地
域経済への波及効果を一層高めていく。 
以上、これら各事業を中心に、既存事業においても更に効果的な実施に努
めるとともに、特に自立経営に向けた収益性の増加を目指し、安定したビュ
ーロー経営基盤を確立し、ビューロー本来の目的である「さいたま市及びそ
の周辺地域における観光・コンベンション事業の発展と普及をはかり、市民
の文化の向上と地域社会の発展に寄与」を遂行するため、会員をはじめとし
て、行政機関並びに関係団体とも密接な連携を行い、事業の振興をはかる。 
 
 
 
 
 
 

本年度予定される主な国際会議・大会等（通年事業については８、９ページ） 

第51回春季日本歯周病学会学術大会 

日本看護協会総会 

第46回日本小児歯科学会大会 

国連軍縮会議 

第17回全国俳句大会  

日本口腔衛生学会総会 

全国環境衛生大会 

日本クリニカルパス学会学術集会 

（4/25～26 大宮ソニックシティ） 

（5/20～22 さいたまスーパーアリーナ） 

（6/12～13 大宮ソニックシティ） 

（8/27～29 浦和ロイヤルパインズホテル） 

（9/13～14 大宮ソニックシティ） 

（10/3～4 大宮ソニックシティ） 

（10/28～30 大宮ソニックシティ） 

（11/20～22 大宮ソニックシティ） 



 

 

ⅰ 観光事業 

（１）地域観光振興事業（11,718千円） 
地域観光行事への助成、支援 
各種観光セールス、観光キャンペーン等への参加 
花の名所の維持管理 

（２）観光物産振興事業 
推奨土産品の広報及び販売経路の拡充 

（３）観光イベント事業（68,314千円） 
 岩槻城址公園桜まつり 
さくら草まつり 
大宮薪能 
氷川神社の茅の輪くぐりと植木草花市 
 岩槻朝顔市 
浦和まつり（前夜祭・みこしパレード・音楽パレード・浦和おどり・南浦
和会場） 
与野夏まつり ※大宮夏まつりは実行委員会会計に一本化 
クリーンさいたま釣りの祭典 
十日市 
大宮Ｂｏｎｓａｉ大学 

（４）観光に関する調査研究 
既存の観光事業の分析・検証 
地域観光情報の基礎データベースの整理、観光資源の調査 
さいたま市観光振興ビジョン実現に向けた協力 

（５）事務局受託事業 
ばらまつり、大宮夏まつり（前夜祭・中山道まつり・スパークカーニバル・
（仮称）西口夏まつり）、さいたま市花火大会 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

ⅱ コンベンション事業 
（１）誘致・支援事業（3,428千円） 
コンベンション主催者へのセールス活動 
来客者に対する主要駅への歓迎看板の掲出 
観光マップ、コンベンションバッグ等の提供 
会員利用促進助成金の強化 
コンベンション開催準備資金貸付制度の実施 
インターネットによるコンベンション情報の発信 
コンベンション開催時における推奨土産品販売所の出店 
産業観光、アトラクション情報等の提供及びシステムの拡充 
推奨コンベンション弁当の周知 
会場・観光地等の写真貸出システムの拡充 
その他コンサルティング 

（２）ＩＭＥ出展事業（965千円） 
国際ミーティングエキスポ「ＩＭＥ２００８」への出展 

（３）施設見学会事業（451千円） 
コンベンション施設見学会（年１回）の開催 

（４）情報収集事業（431千円） 
コンベンションデータ（顧客名簿・開催意向等）の管理及び更新 
観光・コンベンション団体、関係機関との広域連携による情報収集 

（５）経済波及効果調査事業（455千円） 
コンベンション開催による経済波及効果調査の実施 
個別コンベンション開催実績調査の実施 
 

ⅲ 広報宣伝事業 
（１）広報宣伝活動（5,870千円） 
観光情報誌「Ｓａｉ’ｓ（さいず）」の発行（年４回） 
各種観光マップ・ポスターの作成・頒布の実施 
浦和駅西口地下道ショーウィンドーをはじめ、新聞・タウン誌、その他広
告媒体による広報・宣伝の実施 
観光マップ等設置協力店募集事業の実施 
 
 



 

  

（２）インターネットによるシティセールス（1,607千円） 
ホームページ「ｗｅｂ Ｓ＠ｉ’ｓ（うぇぶさいず）」による国内外への誘致・
ＰＲ 
「さいたま市に行ってみたくなるブログ」「もぎたてさいたま情報」の統
合 

（３）さいたま市に行ってみたくなる写真コンクールの開催（526千円） 
 
ⅳ 観光案内所運営事業 
（１）観光案内所等の管理運営（35,024千円） 
大宮駅観光案内所（ＪＲ大宮駅東西自由通路内）、さいたま新都心観光案
内所（ＪＲさいたま新都心駅東西自由通路内）、北浦和観光案内所（ＪＲ
北浦和駅東口前）、浦和観光案内所（ＪＲ浦和駅西口前）の運営 
・観光案内業務 
・各種パンフレット配布業務 
・ビジット・ジャパン案内所のネットワークによる情報収集・発信 

 
ⅴ 物品販売事業 
（１）観光オリジナルグッズ等の販売による収益事業の推進 
（２）公共施設等における自動販売機の設置による来遊者へのサービス事業の
推進 

 （３）その他、自主財源の確立に向けた取組 
観光案内所による推奨土産品、観光グッズ、委託物品の販売業務 
チケットぴあ業務 

 
ⅵ その他 
（１）情報収集事業 
観光コンベンション団体、関係機関との広域的連携による情報収集 
大都市観光協会連絡協議会への参加による情報交換 

（２）会員サービス事業 
会員相互の交流の場の提供及び会員名簿の作成 
功労者・優良従業員表彰制度の実施 

会員ステッカーの配布 
 



 

  

平成２０年度 社団法人さいたま観光コンベンションビューロー年間予定表 

 
月 イベント関連 会議・セミナー等 

４月 

5-6 第３２回岩槻城址公園桜まつり（岩槻区） 

19-20 さくら草まつり’08（桜区 20のみ・浦和区） 

29 2008 人形のまち岩槻流しびな（岩槻区） 

第８回さいたま市に行ってみたくなる写真

コンクール募集 

５月 

3-5 第２５回大盆栽まつり（北区） 

3-4 春の園芸まつり（北区） 

4-5 アグリフェスタ’08（緑区） 

17-18 ばらまつり’08（中央区） 

23-24 第２７回大宮薪能（大宮区） 

24 第７回うなぎまつり（浦和区） 

 

未定 ＪＣＣＢコンベンションビューロー

部会（下関市） 
  さいたま市の夕べ（東京） 

下旬 県観光連盟総会（浦和区） 

28 理事会・評議員会 

６月 30 茅の輪くぐりと植木草花市（大宮区） 

観光情報誌 Sai’s 夏号発行 

19 総会 

  ＪＣＣＢ総会（東京） 

７月 

6 第１２回人形のまち岩槻朝顔市（岩槻区） 

11 大宮夏まつり「前夜祭」（大宮区） 

18 浦和まつり「前夜祭」（浦和区） 

19-20 与野夏祭り（中央区） 

20 浦和まつり「第２８回みこしパレード」（浦和

区） 

20 浦和まつり「南浦和会場」（南区） 

20 みやはらまつり“２００８”（北区） 

27 浦和まつり「第１３回音楽パレード」「第３２

回浦和おどり」（浦和区） 

30 さいたま市花火大会大和田公園会場（大宮地

区） 

31 大宮夏まつり「（仮称）西口夏まつり」（大宮

区） 

大都市観光協会連絡協議会（千葉市） 



 

  

８月 

1 大宮夏まつり「第２１回スパークカーニバル」

（大宮区） 
1-2 大宮夏まつり「２００８中山道まつり」（大宮

区） 
6-7 大宮夏まつり「第３７回大宮日進七夕まつり」

（北区） 
8-9 第１２回東大宮サマーフェスティバル（見沼

区） 
9 さいたま市花火大会浦和競馬場会場（浦和地区） 

23 さいたま市花火大会岩槻文化公園会場（岩槻

地区） 
24 ２００８人形のまち岩槻まつり（岩槻区） 

 

９月 中旬 笹久保古式土俵入り（岩槻区） 

観光情報誌 Sai’s 秋号発行  

ＪＣＣＢコンベンション実践セミナー（東

京） 

10 月 

11-12 咲いたまつり２００８（中央区） 

19 第７回クリーンさいたま釣りの祭典（西区） 

25 第１７回大正時代まつり（中央区） 

下旬 釣上の古式土俵入（岩槻区） 

ＪＣＣＢコンベンションビューロー部会（北

九州市） 

11 月 

3 第４４回人形供養祭（岩槻区） 

7-9 コラボさいたま２００８（中央区） 

15-16 さいたま市農業祭（北区） 

 

12 月 

7 さいたま太鼓エキスパート２００８（大宮区） 

10 十日市（大宮区） 

12 十二日まち（浦和区） 

未定 第１８回国際ミーティングエキスポ 

「ＩＭＥ２００８」 

観光情報誌 Sai’s 冬号発行 

観光写真コンクール締切 

H21. 

１月 
3 七福神めぐり・七福神行列（中央区）  

２月 
28-3/29 第６回人形のまち岩槻まちかど雛めぐり

（岩槻区） 

コンベンション施設見学会 

第８回さいたま市に行ってみたくなる写真

コンクール表彰式／展示会 

３月 8 ２００９大宮Ｂｏｎｓａｉ大学（北区） 

観光情報誌 Sai’s 春号発行 

理事会・評議員会・総会 

ＪＣＣＢコンベンション実践セミナー（東

京） 

 


