平成３１年度

公益社団法⼈

さいたま観光国際協会

事
Ⅰ

業

計

画

重点的な取組事項
協会の活動目的である多文化共生社会の実現と、外客誘致による地域経済への波及を目指
し積極的に事業を展開する。
①地元食文化普及イベント「さいたまるしぇ」の継続開催、既存事業での安全面等の徹底
②コンベンション助成金制度を活用し、各種会議・展示会等の誘致促進
③東京オリンピックへ向けたウェブサイトの整備
④国際交流センターの活用促進、既存事業の充実、外国人支援事業の体制強化と推進
⑤中期計画の策定

Ⅱ

公益目的事業

１

観光等振興事業 （公益目的事業１）
■

観光事業

（１）観光振興事業（9,444 千円）
地域観光振興事業・団体等への助成、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
観光ボランティア団体との連携
（２）推奨土産品認定事業（531 千円）
推奨土産品の広報、販売経路の拡充
（３）観光イベント事業（93,886 千円）
岩槻城址公園桜まつり
さくら草まつり
大宮薪能
人形のまち岩槻朝顔市
浦和まつり前夜祭
浦和まつり中山道会場（みこし渡御・音楽パレード・浦和おどり）
与野夏祭り
十日市
十二日まち
さいたまるしぇ

（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
（一社）秩父観光協会との観光連携に伴う事業の具体化
さいたま市の東日本連携事業への協力・参加
（５）事務局受託事業
ばらまつり、大宮夏まつり（前夜祭・西口夏まつり・スパークカーニバル・中山道
まつり）、さいたま市花火大会
■

コンベンション事業

（１）誘致支援事業（3,774 千円）
コンベンション主催者へのセールス活動の推進
観光、アトラクション情報等の提供
観光マップ、コンベンションバッグ、コンベンション参加者ガイドの提供
コンベンション開催時における歓迎ポスターの掲出
コンベンション開催時における推奨土産品販売所、地ビール出店の手配
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
インターネットによるコンベンション情報の発信
会議・レセプション等のユニークな会場の発掘・拡充
その他コンサルティング
（２）ＩＭＥ出展事業（565 千円）
（仮称）国際ＭＩＣＥエキスポ「ＩＭＥ２０２０」への出展
（３）施設見学会事業（315 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（417 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）経済波及効果測定事業（376 千円）
コンベンション開催による経済波及効果調査・測定の実施
個別コンベンション開催実績調査・測定の実施
（６）コンベンション開催助成金制度の実施（17,391 千円）
コンベンション開催助成金制度の実施
アフターコンベンション開催助成金制度の実施

本年度予定される主なコンベンション
第 72 回全国⾼等学校⻑協会総会・研究協議会

５月２１日〜２３日

ソニックシティ他

第 24 回計算⼯学講演会

５月２９日〜３１日

ソニックシティ

2019 年度 関東スポーツ推進委員研究⼤会 埼⽟⼤会

６月７日〜８日

ソニックシティ他

第 28 回環境化学討論会

６月１２日〜１４日

埼⽟会館

第 33 回⽇本⼩児救急医学会学術集会

６月２１日〜２２日

ソニックシティ

第 65 回関東地区⾼等学校 PTA 連合会⼤会埼⽟⼤会

７月１２日〜１３日

ソニックシティ

第 54 回地盤⼯学研究発表会

７月１６日〜１８日

ソニックシティ

第 43 回⽇本⼩児⽪膚科学会学術⼤会

７月２０日〜２１日

ソニックシティ

第 58 回⽇本 SF ⼤会

７月２７日〜２８日

ソニックシティ

９月１日〜６日

埼⽟⼤学

９月１４日〜１６日

ソニックシティ

１０月１０日〜１１日

ソニックシティ

第 64 回⽇本⾳声⾔語医学会総会・学術講演会

１０月１７日〜１９日

埼⽟会館

第 58 回全⽇本特別⽀援教育研究連盟全国⼤会埼⽟⼤会

１０月１７日〜１８日

ソニックシティ他

第 47 回⽇本頭痛学会総会

１１月１５日〜１６日

ロイヤルパインズホテル浦和

第 48 回全国⽼⼈クラブ⼤会

１１月２６日〜２７日

ソニックシティ

第 49 回⽇本創傷治癒学会

１２月１１日〜１２日

ソニックシティ

第 16 回ゲルマニウム、スズ、鉛に関する配位および有機⾦
属化学に関する国際学会
第 35 回⽇本診療放射線技師学術⼤会
第７回⽇本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総
会

■

広報宣伝事業

（１）広報宣伝活動（13,790 千円）
Web サイト等での観光プロモーションの実施
テレビ、新聞・タウン誌、Web 等の取材対応
ご当地グルメや、ご当地キャラクターなどの紹介
大宮盆栽プロモーション、海外からの訪問受け入れ
秩父観光協会等との連携事業
（２）インターネットによるシティセールス（6,690 千円）
ホームページ「web S＠i’s（うぇぶさいず）」及びブログ「もぎたてさいたま情報」
による国内外への誘致・PR
東京オリンピックへ向けた外国語サイトの整備
ツイッター「@SaitamaTIB」や Facebook ページなどソーシャルネットワークを活用し
た、観光情報の発信

■

観光案内所運営事業

（１）観光案内所等の管理運営（29,848 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）、浦和観光案内所（アトレ浦和内）、岩槻観光案内所
（東武岩槻駅自由通路内）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
２

多文化共生、国際相互理解促進事業（公益目的事業２）
■

国際交流事業

（１）国際推進事業（20,288 千円）
多言語生活相談
ボランティア（通訳・翻訳、ホストファミリー、イベント）派遣事業
外国人への日本語支援事業
外国人市民に向けた地域・生活情報の提供（多言語生活情報誌「ぷらら」の発行）
国際友好フェア・国際ふれあいフェア
外国人による日本語スピーチ大会
姉妹友好都市交流支援
スポーツ少年団派遣・受入
・サッカー少年団受入（トルーカ市）
・野球少年団受入（リッチモンド市）
市民訪問団派遣（リッチモンド市）
（２）国際交流事業（4,871 千円）
国際交流センター情報誌発行
ボランティア養成
ユース国際ボランティア・次世代育成セミナー
日本語国際センター研修生との交流
国際交流会（はじめましての会・着物着付け体験会）
ホームビジット
異文化交流のための語学講座
ぷらっとサロン企画事業（ミニ講座・サロン展示・おしゃべりサロン）
外国人市民への子育て支援
コムナーレ各施設との連携事業
海外都市訪問団受入
（３）国際協力事業（143 千円）
さいたま市国際 NGO ネットワーク等、国際協力団体との連携事業

Ⅲ

収益事業等

１

物品販売事業

（825 千円）

（１）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
（２）その他、自主財源の確立に向けた取組
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

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
功労者表彰制度の実施
会員特典内容の拡充
（３）経営基盤強化、効率的な組織運営に関する検討
中期計画の策定
（４）安全衛生管理事業
職員の安全と健康の確保

平成３１年度
公益社団法⼈ さいたま観光国際協会年間予定表

月

会議・セミナー・出展等

イベント関連
6-7 第42回岩槻城址公園桜まつり（岩槻区）

４月

13-14 さくら草まつり’19
（桜区14のみ・浦和区13-14）
3-5 第36回大盆栽まつり（北区）
3-4 花と緑の祭典2019（国際友好フェア2019）
（北区）

５月

4-5 アグリフェスタ’18（緑区）
12 第12回アートフルゆめまつり（大宮区）
18-19 ばらまつり2019（中央区）

下旬 地域国際化協会連絡協議会総会

25-26 第38回大宮薪能（大宮区）
下旬 第18回浦和うなぎまつり（浦和区）

下旬 理事会

17

６月

JCCB 総会（東京）

中旬 総会
7

第23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）
12 浦和まつり「前夜祭」（浦和区）

大都市観光協会連絡協議会総会（浜松）

13-14 2019年度与野夏祭り（中央区）
14 浦和まつり中山道会場「第24回音楽パレード」
「第43回浦和おどり」（浦和区）
７月

18-19 JCCB/CB 部会（福島市）

14 大宮夏まつり
「第28回中山道みやはらまつり2019」（北区）
21 浦和まつり中山道会場「第39回みこし渡御」
（浦和区）
21 浦和まつり南浦和会場「第16回浦和よさこい」
（南区）
下旬 さいたま市花火大会（大宮地区）

（サッカー／トルーカ）

31 大宮夏まつり「西口夏まつり」（大宮区）

（野球／リッチモンド）

1

大宮夏まつり「第32回スパークカーニバル」
（大宮区）

８月

下旬 スポーツ少年団受入

1-2 大宮夏まつり「2019中山道まつり」（大宮区）
2-3 大宮夏まつり
「第23回東大宮サマーフェスティバル」（見沼区）

6-7 大宮夏まつり「第48回大宮日進七夕まつり」
（北区）
中旬 さいたま市花火大会（浦和地区）
24 大宮夏まつり「第49回指扇まつり大会」
（西区）
下旬 さいたま市花火大会（岩槻地区）
下旬 2019人形のまち岩槻まつり（岩槻区）
7
９月

浦和まつり北浦和会場
「第41回北浦和阿波おどり大会」（浦和区）

中旬 笹久保の古式土俵入（岩槻区）
上旬 国際ふれあいフェア2019（浦和区）
上旬 第28回大正時代まつり（中央区）
10月

中旬 釣上の古式土俵入（岩槻区）
下旬もしくは11月上旬
2019さいたまるしぇ with さいたまクリテリウム
（中央区）

11月

3

さいたま太鼓エキスパート2019（大宮区）

10 十日市（大宮区）
12 十二日まち（浦和区）

2020
１月

大都市観光協会連絡協議会

中旬 さいたま市農業祭（北区）
1

12月

第55回人形供養祭（岩槻区）

事務主管者会議（浜松）
上旬 関東地域国際化協会連絡協議会
JCCB/CB 部会（未定）

1-3 与野七福神めぐり（中央区）
3

七福神行列（中央区）

27 コンベンション施設見学会

上旬 着物着付け体験会（大宮区）
上旬 外国人による日本語スピーチ大会（浦和区）

２月

中旬-3/中旬 第17回人形のまち岩槻
まちかど雛めぐり（岩槻区）
下旬 わくわく国際フェスタ（浦和区）

３月

1

下旬 （仮称）IME2020（未定）

人形のまち岩槻流しびな（岩槻区）

28-29 2020さいたまるしぇ with さいたマーチ

下旬 理事会

※記載の予定は作成時のものです。変更する場合がありますのでご注意ください。

