平成２４年度 事業報告書

公益財団法人前橋観光コンベンション協会

平成２４年度事業報告について
Ａ 誘致支援事業
１．コンベンション事業
（１）トレードショー等出展事業の実施について
①第２２回国際ミ－ティング・エキスポ（ｉｍｅ２０１２）出展参加
前橋広域物産振興協会、グリーンドーム前橋、群馬県観光国際協会等多方面の方々の
協力のもとに、本市のブ－スにおいて各種パンフレット・コンベンション施設の紹介資
料等を配布し、前橋市のＰＲ活動とコンベンション誘致の商談を実施
・会 期
平成２４年１２月１１日（火）～１２日（水）
・会 場
東京国際フォーラム
・来場者
１，９１４名（学会、業界団体及びツーリスト等）
②７都市コンベンション推進団体情報交換会
全国７ブロックの都市規模が類似した７都市（前橋・旭川・秋田・岐阜・松江・姫
路・鹿児島）で協議会を組織し、各地方で開催したコンベンションの情報交換や主催者
招待会（懇談会）を共同して実施
・７都市情報交換会（H24.5.16、H24.10.17、H24.12.10、H25.1.22、H25.3.18-19）
・７都市情報懇談会（会期：平成25年1月23日（水）、会場：東京會舘）
（２）誘致訪問事業の実施について
①首都圏誘致活動による事務局・本部の直接訪問を実施
②「第５５回秋季日本歯周病学会学術集会」開催地視察の同行
（9 月 22 日･23 日、2,000 名、茨城県つくば市）
③県内の主催団体・大学関係者等に対する戸別訪問を実施
（３）コンベンション誘致助成
「コンベンション誘致助成金制度」の活用により、次のコンベンションの誘致が決定
＊平成２４年度誘致促進助成金制度審査会（仮申請）実施含む
―平成２４年度開催（実績）―
・ 第６０回公益社団法人日本医療社会福祉協会全国大会（５月／７２３名）
・ 第９回国内観光活性化フォーラム（１月／１，３１３名）
―平成２５年度開催（予定）―
・第２０回日本精神看護学術集会（８月／（予定）７００名）
・第５６回秋季日本歯周病学会学術集会（９月／（予定）1,200～1,500 名名）
・AMT－BHI ２０１３in 前橋（１０月／（予定）３５０名）
―平成２７年度開催（予定）―
・音楽教育の会第６０回全国大会（７月／（予定）８００名）
・日本放射線腫瘍学会第２８回学術大会（１１月／（予定）２，０００名）
・日本商工会議所青年部 平成 27 年度全国会長研修会（１１月／（予定）１，２００名）
（４）誘致・支援用パンフレット等の作成・購入について
・オリジナル手提げ袋（ビニール製）
１０，０００枚
・オリジナルナイトマップ（飲食店ガイド）
３，０００部
・八木節唐傘 (前橋オリジナル版)
２００本
・プレＰＲ用動画の作成
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（５）開催サポート
誘致から開催までトータルで前橋開催のプロデュ－スをすることで、競合が予想される他都市
との差別化を図りました
＜実績＞
平成２４年度 第７回全国法人会女性フォーラムぐんま大会（規模：2,000 名）
＊経済波及効果 １億 6,610 万円（観光庁「経済波及効果化に測定モデル」より）
＜予定（進行中）＞
平成２６年度 第 29 回関東商工会議所女性会連合会総会群馬県大会（800 名）
その他
①パワープロジェクターの貸し出し
パワープロジェクターをコンベンション主催者に貸し出すことにより開催を側面的に
支援するとともに、本市のＰＲ活動等に積極的に利用
②歓迎看板の設置
コンベンション開催期間中に全国から来訪されるお客様を歓迎するためゲートウェイ
となりますＪＲ前橋駅、新前橋駅に設置いたしました
＊コンベンション開催に対する誘致支援について
主な関東大会規模以上のコンベンションを対象に、歓迎看板等の設置、各種観光・
飲食店パンフレット、コングレスバッグなどの提供を実施

【誘致・支援した主なコンベンション】 合 計 ５３件／５７，６８０人
＊上記のうち主な全国大会規模以上のみ記載。
・第７回法人会全国女性フォーラムぐんま大会
４月 １，７００人
・第６０回公益社団法人日本医療社会福祉協会全国大会
５月
７００人
・第２１回日本癌病態治療研究会
７月
１２０人
・日本手話学会 第３８回大会
７月
１５０人
・第３６回日本小児皮膚科学会学術集会
７月
５００人
・第５５回全国医学生ゼミナール
８月
４００人
・日本社会情報学会
９月
４００人
・健やか親子２１全国大会
１０月 １，５００人
・日本教育大学協会保健体育・保健研究部門第３２回全国創作舞踊研究発表会
１２月
７００人
・第９回国内観光活性化フォーラムin群馬
平成２５年１月 １，３００人
県内の主催団体・大学関係者等に対する個別訪問を精力的に行うとともに、首都圏への誘致活
動を実施。
① 誘致活動の成果として、次のコンベンションが決定または誘致・支援進行中

【誘致・支援決定の主なコンベンション】

合

＊上記のうち主な全国大会規模以上のみ記載
・ＩAEA／RCA心臓核医学地域トレーニングコース
・第８回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
・第１回全国ベテランオープン卓球ぐんま大会
・第２１回日本がん検診・診断学会
・日本看護学教育学会第２３回学術集会
・第２０回日本精神看護学術集会
・第４４回日本看護学会精神看護
・第５６回秋季日本歯周病学会学術大会
・ＡＭＴ－ＢＨＩ ２０１３in前橋
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計

３３件（平成25年3月31日現在）
４月
６月
７月
７月
８月
８月
９月
９月
１０月

・第５１回日本社会保険医学会総会

１１月

２．広報宣伝事業
（１）専門誌、新聞、雑誌等への広告掲載について
・平成２４年度版「日本工学会年報」広告（H24.10）
（２）コンベンションの啓発について
地元主催者及び市民等に対して前橋観光コンベンション協会をより一層理解していた
だくため、各種ＰＲ活動を実施

３．企画調査事業
（１）コンベンションスケジュールの作成について
的確なコンベンション情報を収集提供するため、市内のコンベンション開催予定を集
約し、スケジュール表としてまとめホームページに掲載
（２）コンベンションの情報収集及び他団体との交流について
日本コングレスコンベンションビューロー（ＪＣＣＢ）の総会、ビューロー部会に
参加、ime開催関係の打合せ、コンベンションに関する情報収集、意見交換及び他団体
との交流を実施
・ＪＣＣＢコンベンション・ビューロー総会（H24.6.11）
・第１回ＪＣＣＢコンベンション・ビューロー部会（H24. 5.17～18）
・第２回ＪＣＣＢコンベンション・ビューロー部会（H24.10.18～19）

Ｂ 観光事業
１.広報宣伝事業
(1)キャンペーン事業
・各種キャンペーン・キャラバンの実施
前橋に泊まってあてようキャンペーン(４月～１０月)
ググッとぐんまキャンペーン(県・ＪＲ等と共同開催 ７月～９月)
両毛線沿線のほほん着物さんぽ(沿線協議会主催 ９月～１１月)
４鉄合同ハイキングにてＰＲ(桐生駅 7/7)
上野産直市ステージＰＲ(7/27)
ぐんま vs とちぎうまいもん合戦 in 桐生ステージＰＲ(9/1)
上電大胡駅イベント 2012 にてＰＲ(9/16)
春の関東甲信越静イベント(池袋駅 2/2)
特別運行両毛線やまどり車利用内ＰＲ(高崎～足利間乗り込み 3/23)
・サロン・ド・群馬
前橋サロンドＧ開催(前橋市と共催 6/29)
群馬県サロンドＧ参加(群馬県観光物産国際協会主催 8/28)
(2)広報宣伝事業
・案内所での案内・情報発信
(案内件数 26,620 件)
・観光誘致ポスターの作成
赤城山(春・夏・冬) 約 1000 枚
JR 東日本３路線に掲出
赤城南面千本桜
約 450 枚 東武鉄道、ＪR 東日本３路線に掲出
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初市まつり
約 1220 枚
JR 東日本３路線に掲出
・有料広告の掲出
新聞社 旅行新聞社、サンケイリビング新聞社、スポニチほか 10 件
雑誌社 昭文社「ことりっぷ」(初めて発行される群馬県版)
その他 ＪＲ小さな旅「のほほん着物さんぽ」負担金支払い
花火大会協賛花火打ち上げ 協賛
・各種広告媒体へのパブリシティ
雑誌への情報提供 90 件
フォトライブラリー写真貸出 271 件
・マスコミ、エージェント視察対応
東武トラベル・東武観光 10 月 2～3 日 赤城温泉郷、上電視察
ＪＲ東日本
2月8日
市内巨木視察
日本旅行写真家協会
12 月 28～29 日 冬の赤城山取材及び撮影
・宣伝用ノベルティ作成・購入
オリジナルメモ帳作成 3000 ケ
オリジナルバック作成 1000 枚
ころとんグッズおよび絵葉書の購入
・情報誌「好きです前橋α」を利用した広報・宣伝活動
＊定期発行：年３回／各２万部発行
第２号（秋号 ９月１日発行）
〔特集〕女子が胸キュンパワースポット神社
第３号（冬号 １２月１日発行）
〔特集〕寒い季節にほつこりラブラブ ふゆデート
第４号（春号 ３月１日発行）
〔特集〕私のおススメ 桜スポット
＜配布先＞
市内外の観光及びコンベンション関係団体並びに各種観光施設や観
光案内窓口等に配布したほか、当協会ホームページに掲載
・ホームページによる広報・宣伝
ホームページやプログを活用し、花の開花情報やイベントの開催、前
橋の観光情報などの発信を行った。また、24 年度は、新たにフェイス
ブックページを２つオープンし、ソーシャルメディアネットワークを
活用した広報宣伝も開始した。
フェイスブックページ 「ボクは青い猫。名前はまだない」
フェイスブックページ 「好きです前橋α」
・赤城姫淵名姫派遣事業
ふるさとキラキラフェスティバルオープニング
新緑＆つつじウィーク
上細井町 ポピーまつり
サロンドＧ
赤城山夏祭り
他、全２０回
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(3)宣伝用商品の作成販売
・観光名刺、書籍、詩碑拓本の販売
・観光カレンダーの作成・販売 11 月 1000 部作成・販売
(4)フィルム・コミッション事業
・撮影の支援
制作者からの撮影候補地照会、エキストラ等の対応、撮影下見、撮影
立会い、許可申請調整・立会い等を行った
受付件数 233 件
撮影実績 32 件
問い合わせ・撮影などの対応状況
対 応 状 況
撮影等の問合せ

件 数
２３３

撮影実施

３４

撮影実施の内訳
ジ ャ ン ル

件 数

映画

３

テレビドラマ

１３

テレビバラエティ

７

コマーシャル

５

雑誌その他

５

プロモーションビデオ

１

合

計

３４

・市民サポーター（撮影ボランティア）を募集し、登録した
＊市民サポーターには、エキストラなどで活動していただいた
① エキストラ登録者数 ： ３６７名
② 撮影協力企業登録社数：
３７社
・撮影の誘致
ホームページにおいて、前橋市内の撮影地等の情報の発信
特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッションの主催する研修・展示会等
に参加し、人材育成や、活動の周知を行った。
・映像文化啓発、映像教育事業
ホームページを利用し、前橋フィルム・コミッション活動などを紹介し
た
・活動周知ポスター・パネル展
期 間：①平成２５年２月２２日（金）～２６日（日）
②
２月２７日（水）～３月７日（水）
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会 場：①前橋プラザ元気 21 ３階ホワイエ
② 群馬県庁３２階展望ホール
内 容：活動紹介・支援作品ポスター、写真の展示
・撮影支援情報収集
撮影相談や撮影支援のために各種情報（撮影候補地、宿泊施設、飲食店
等）の収集を図った
２.観光振興事業
(1)奨励事業
第 2 回レッツ・俳句・ハイク・赤城
前橋菊花会 菊花陳列大会
前橋八木節協会事業
前橋華龍太鼓振興会事業
前橋文学館友の会事業
前橋酉の市祭り
前橋だんべえ踊り協会事業
敷島公園観光連盟事業
総社秋元歴史まつり
カウントダウンフェス in 前橋

以上 １０事業に交付

(2)後援事業
第 15 回粕川アートフェスティバル
第 40 回朔太郎忌
羽鳥又男公生誕 120 年祭
GUNMA ROCK FESTIBAL 2012
GUN/MASTAR FES
野外映画上映会(しきしまナイトスクリーン)
オール前橋新春うまいもの市
他、 ４０件を後援
(3)施設整備事業
・赤城大鳥居の土地貸借に関する調査・契約
・市内ウェルカムボード看板撤去(市役所前、国道 17 号 NHK 前)
・前橋駅ウェルカムボートの掲出契約
・赤城神社参道松並木駐車場土地賃貸借契約
・県道 4 号看板用土地賃貸借契約
・県道 4 号赤城山電光掲示板管理
・前橋市所有祭り看板 6 箇所の書き換え (12 月)
・虎姫観音維持費(水道料金の支払い等)
・ライブカメラの維持管理
大沼湖畔ライブカメラ 故障のため１機を入れ替え
白樺牧場ライブカメラ デッキ工事に伴い 12 月に移設
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みやぎ千本桜の森ライブカメラ 樹木の成長に伴い、3 月に移設
・前橋駅観光案内所施設管理
メールプロバイダー料金、電話料金の支払い
各種消耗品の購入(プリンターインク、ペン類など)
・つつじ植栽事業(先客万来補助事業)
(4)二次交通サポート事業
・レンタサイクル事業
JR 前橋駅西口駐輪場
4787 台(昨年度 4292 台 前年比 111％)
県立赤城公園ビジターセンター 235 台(昨年度 285 台 前年比 82％)
・赤城南面千本桜さくらバス運行
4/6、7、13、14、20、21、27、28、29 日
９日間
前橋駅 283 名／ 赤城駅 97 名
・新緑&つつじウィーク 直通バス増発
6/2～30
29 日間 592 名
・新緑&つつじウィーク 周遊バス 6/9～11、6/16～18 4 日間 133 名
(5)ツアー誘致事業
・はとバス新規ツアー誘致
前橋で素敵な休日ｴﾝﾀﾒﾚｽﾄﾗﾝとﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ(10～11 月)
貴賓席の旅 朔詩舎(4 月～6 月)
貴賓席の旅 アルバート邸(12 月～1 月)
・JR 商品誘致
「列車で行く日帰り大胡車庫と豚肉グルメ」３期継続
「前橋謎解きめぐり」イベントと連動し開催 7/1-9/30
駅からハイキング(期間設定)
前橋詩めぐり花めぐり 4/8-6/13
赤城山新緑＆つつじウイーク 6/3-30
(6)人材育成事業
・観光ボランティアガイドへの支援・研修等
先進地視察研修会(前橋市と共催 桐生市内) 3/22
タクシードライバー研修会共催 11/13,14,15
(7)各種まつり・イベントの主催・共催・協力
前橋観光百景写真コンテストの開催
T-1 グランプリ(実施委員会に参加)
赤城南面千本桜まつり(実施委員会に参加 4/7-22)
前橋シティマラソン(実施委員会に参加 4/22)
赤城神社参道松並木つつじの道ウォーキング(主催 5/3)
粕川つつじが峰ハイキング(主催 5/20)
前橋ばら園まつり(実施委員会に参加 5/19-6/10)
新緑＆つつじウィーク(実施委員会に参加 6/3-30)
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前橋謎解きめぐり（主催 7/1-9/30）
七夕まつり(実施委員会に参加 7/5-8)
赤城山夏祭り(実施委員会に参加 8/4)
前橋花火大会(実施委員会に参加 8/11)
あかぎ大沼白樺マラソン大会(実施委員会に参加 8/26)
前橋赤城山ヒルクライム大会(実施委員会に参加 9/30)
前橋まつり(実施委員会に参加 10/6-7)
前橋いこいの里ウォーキング (実施委員会に参加 10/19)
前橋酉の市まつり(実施委員会に参加 11/8)
前橋初市まつり (実施委員会に参加 1/9)
赤城山雪まつり(実施委員会に参加 2/9)
はばたけ群馬観光博覧会バスツアー(群馬県観光物産国際協会と共催)
がんばる私にご褒美ツアー 5/25、6/15
新しい暮らしを楽しむツアー 6/8、9/7
キングオブプリンを探して 7/6
風のまち音楽祭(実施委員会に参加) 9/23
広瀬川イルミネーション(実施委員会に参加)
モニターバスイベント(主催)
初心者山ガール応援イベント～おいでよ！赤城山～ 9/16
写真教室 10/22、12/19
(8)支部役員会の開催
支部長会議

５月１８日、７月２４日、１１月１２日
１２月１９日
宮城支部会
８月８日
大胡支部会
８月９日
粕川支部会
８月１０日、３月１５日
富士見支部会 ８月９日

Ｃ 法人の管理運営について
法令、寄附行為及び諸規程に基づき、次のとおり法人の管理運営を実施。
（１）会議の開催について
寄附行為に基づき、理事会、評議員会等を次のとおり開催し、財団の重要事項を審
議・決定した
① 理事会
第１回
期 日
平成２４年 ５月１８日（金）
場 所
前橋プラザ元気２１ ５７会議室
第２回
期 日
平成２４年 ８月２７日（月）
場 所
前橋プラザ元気２１ ５１学習室
第３回
期 日
平成２５年 ２月２５日（月）
場 所
前橋プラザ元気２１ ５６学習室
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第４回

期 日
場 所

平成２５年 ３月 ６日（水）
書面による表決

② 評議員会
第１回

期 日
平成２４年 ５月１０日（木）
場 所
書面による表決
第２回
期 日
平成２４年 ５月１８日（金）
場 所
前橋プラザ元気２１ ５７会議室
第３回
期 日
平成２４年 ７月 ５日（木）
場 所
書面による表決
第４回
期 日
平成２４年 ８月２７日（月）
場 所
前橋プラザ元気２１ ５１学習室
第５回
期 日
平成２５年 ２月２５日（月）
場 所
前橋プラザ元気２１ ５６学習室
③ 評議員選定委員会
第２回
期 日
平成２４年 ９月２１日（金）
場 所
前橋商工会議所会館 3Ｆバイオレット
（２）公益法人制度改革について
平成２５年４月１日公益法人移行（登記）について全ての事務を完了した
（３）「協会リーフレット」の発行
年２回発行（１，０００部）し、協会の事業紹介や実績報告、会員向けの
各種情報を提供した

○コンベンション開催準備資金貸付特別会計
当貸付制度は、本市でのコンベンション開催にあたり、主催者に対してその準備資
金として１００万円を上限に無利息（期間は２年間）で貸し付けるもので、原資とし
て６件分６００万円で運用
平成２４年度においては、貸付及び返済とも実績はなし
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