
令和元年度一般社団法人熊谷市観光協会事業計画について 

 

１ 基本方針 

令和元年度は従来の熊谷さくら祭、うちわ祭や花火大会等を継続して開催する。ま

た昨年度から取り組む、訪日外国人おもてなし事業では、今年９月に開幕するラグビ

ーワールドカップ２０１９に向け、具体的なインバウンド対策を図りつつ、ワールドカッ

プのレガシーとなるガイドコミュニティの充実を図る。この他、スポーツコミッションを目

的とした組織の設立や各種事業を通じて、観光振興・物産振興に寄与する。 

また、当協会が本格的に稼働してから実質３年目を迎え、より安定した運営に努め

るとともに、自ら稼ぐ力を模索するなかで、地場産品や熊谷らしいグッズ等の販売を

行う収益事業にも傾注していく。 

２ 主な事業（予算額） 

（１）訪日外国人おもてなし事業（２８４万円） 

株式会社 Huber.のサービス「TOMODACHI GUIDE」を活用した市民ガイドの育成

を継続すると共に、訪日外国人向けガイドブックの作成を行う。 

 

（２）市民がつくる観光情報誌発行事業（１２０万円） 

昨年６月に発行した「d design travel WORKSHOP KUMAGAYA」を増刷すると共に、

ラグビーワールドカップ２０１９開催時に配布をする熊谷駅〜熊谷ラグビー場を中

心に回遊を促すマップを作成する。なお、マップ作成にあたってはラグビーワール

ドカップ２０１９推進室と協力して行う。 

 

（３）熊谷さくら祭（３４９万円） 

荒川公園周辺を会場に、３月２５日（月）から４月７日（日）まで実施。

   

（４）妻沼聖天山例大祭（１７８万円） 

４月１６日（火）から２２日（月）まで妻沼聖天山重文秘仏御本尊御開扉を開催。

観光誘致ポスターを４月２日（火）から８日（月）までＪＲ首都圏各駅に掲出するな

ど情報発信に努めた。 

 

（５）熊谷うまいもんカップ２０１９（４００万円） 

ラグビーワールドカップ２０１９に向け、「１５（フィフティーン）メニュー」を募集し、投

票対象とする。ラグビーワールドカップ２０１９に向けた機運醸成を図ると共に、広

く市内店舗の参加を募り自慢のグルメをＰＲする。 

 

 



（６）小さないい旅（１１７万円） 

妻沼地区の観光スポットを周遊バスで巡る旅を企画・運営する。今年度は能護寺

のあじさいにスポットをあてて６月１５日（土）、１６日（日）の２日間に開催する。 

 

（７）熊谷うちわ祭パーク＆ライド（１６５万円） 

熊谷うちわ祭における山ノ内町の受入れ、熊谷駅コンコースでの物販や開催本

部への人員派遣等を行う。さらに、車を利用した熊谷うちわ祭への来訪者による

市街地の渋滞緩和を図るため、熊谷スポーツ文化公園に臨時駐車場を設けて、

公園と市街地を結ぶシャトルバスを運行する。 

 

（８）熊谷花火大会（４，４９６万円） 

荒川河畔を会場に８月１０日（土）に実施する。開催にあたっては関係機関と協議

のうえ、安全・安心に十分に配慮する。また、翌週１８日（日）までに開催できない

場合は、中止とする。 

 

（９）土産品等作成事業（１１０万円） 

熊谷染 PR に寄与する新製品の開発や、ニャオざねワッペン付きクールキャップ、

デザインをリニューアルしたあついぞ！T シャツ等のオリジナル製品を販売する。 

 



年間日程 

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで 

事 業 名 実施予定日 会 場 事 業 内 容 主催 共催 支援 

熊谷さくら祭 
3/25（月） 

～4/7(日) 
熊谷桜堤 

夜桜ライトアップ・ぼんぼり装

飾 
協会

会議 
商連

市

駅からハイキング 4/6(土) 
熊谷駅、中央公園、 

片倉、桜堤、万平公園 
パンフ作成・お土産提供 協会

妻沼聖天山重文秘仏 

御本尊御開扉 

（春季例大祭付祭行事） 

4/16(火) 

～22(月) 
妻沼聖天山境内 

情報発信（主催:妻沼聖天山歓

喜院・浄願会、共催：付祭実行

委員会） 

協会

友山まつり 4/27(土) 根岸家長屋門前 
補助金交付 

（主催:実行委員会） 
協会

理事会 

通常総会 

5/16(木) 
商工会館大ホール 

平成３０年度決算 

平成３１年度予算・事業報告

等 

協会

熊谷うまいもんカップ 

２０１９ 
5/26(日) 熊谷スポーツ文化公園 

グルメ大会の開催 

熊谷市の観光・物産ＰＲ 

新しい熊谷グルメの創出を目

指す（主催:実行委員会） 

協会 

会議 

商工 

商連

市 

こうなんホタル祭り 6/1(土) 
江南総合文化会館 

（ﾋﾟﾋﾟｱ）駐車場 

補助金交付、情報の発信 

（主催:実行委員会） 
協会

小さないい旅 

「無料シャトルバス」 

運行事業 

6/15(土) 

～16(日) 

籠原駅→能護寺→坂田医院

旧診療所(聖天山)→道の駅

→能護寺→籠原駅

阿うんの会・街なかギャラリー

運営会・吟子の会との連携・

案内板設置･情報発信 

協会

熊谷めぬま縁結び囲碁

大会 

6/22(土) 

～23(日) 
妻沼中央公民館 日本棋院熊谷支部と共催 協会

弥藤吾夏祭り 7/7(日) 氷川神社 補助金交付･情報発信 協会

妻沼夏祭り 7/14(日) 妻沼市街地 補助金交付･情報発信 協会

籠原夏祭り 
7/19（金） 

～20（土） 
籠原駅周辺 補助金交付･情報発信 協会

美土里町夏祭り 7 月下旬 美土里町 補助金交付･情報発信 協会

熊谷うちわ祭 
7/20(土) 

～22(月) 
熊谷市街地 

補助金交付、山ノ内町受入れ 

熊谷駅にて観光案内・物産販

売、荒川河川敷無料駐車場の

実施 

協会

市

西の｢あばれみこし｣ 7/21(日) 出来島地区（八坂神社） 補助金交付･情報発信 協会

東の｢あばれみこし｣ 7/28(日) 葛和田地区（大杉神社） 補助金交付･情報発信 協会

めぬま祭り 8/3(土) 妻沼市街地 
補助金交付･情報発信 

（主催:実行委員会） 
協会

熊谷花火大会 

8/10(土) 

延期の場合、 

11（日）、17

（土）、 

18（日）まで 

荒川河畔 

スポンサー募集、許認可事

務、広報、会場運営、警備補

助、有料駐車場、有料観覧席

の設置

協会

市 

会議 

商工 

商連



事 業 名 実施予定日 会 場 事 業 内 容 主催 共催 支援 

とうろう流し 8/16(金) 星川 
とうろう監視、回収 

（主催:実行委員会） 
協会

大我井神社火祭り 8/27(火) 大我井神社境内 補助金交付･情報発信 協会

RWC 直前テストマッチ 

「日本×南アフリカ」 
9/6（金） 熊谷ラグビー場 観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC ファンゾーンイベント 

開幕戦「日本×ロシア」 
9/20（金） ファンゾーン 観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC ファンゾーンイベント 9/21（土） ファンゾーン 観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC ファンゾーンイベント 9/22（日） ファンゾーン 観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC「ロシア×サモア」 9/24（火） 
熊谷ラグビー場 

ファンゾーン 
観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC ファンゾーンイベント 9/28（土） ファンゾーン 観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC「ジョージア×ウルグ

アイ」 
9/29（日） 

熊谷ラグビー場 

ファンゾーン 
観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC ファンゾーンイベント 10/4（金） ファンゾーン 観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC ファンゾーンイベント 10/5（土） ファンゾーン 観光ＰＲ、出店調整 協会 

RWC ファンゾーンイベント 10/6（日） ファンゾーン 観光ＰＲ、出店調整 協会 

献上太田松茸道中 

歓迎行事 
10/6（日） 妻沼聖天山境内 情報発信（主催:歓迎連） 協会

RWC「アルゼンチン×アメ

リカ」 
10/9（水） 

熊谷ラグビー場 

ファンゾーン 
観光ＰＲ、出店調整 協会 

おおさと夏まつり 
10/12(土) 

（予定） 

熊谷市大里総合 

グラウンド 

補助金交付 

（主催:実行委員会） 
協会

妻沼聖天山秋季 

例大祭付祭行事 

10/18（金） 

～19（土） 
妻沼聖天山境内 

補助金交付･案内板設置･ 

情報発信 

（主催:付祭実行委員会） 

協会

埼玉スカイスポーツ 

フェスタ 2019（予定） 
10/20（日） 妻沼グライダー滑空場 

補助金交付･情報発信・吟子

汁の提供（主催:実行委員会） 
協会

茶豆ツアー 10/26（土) 妻沼地域 
農業体験ツアー 

五家宝作り 
協会

こうなん祭り 10/27（日） 
江南総合文化会館 

（ﾋﾟﾋﾟｱ）駐車場 

補助金交付、情報の発信 

（主催:実行委員会） 
協会

熊谷えびす大商業祭 
10/31（木） 

～11/4（月） 
熊谷市街地 補助金交付 商連

会議 

協会

オ・ドーレなおざね 11/3（日） 熊谷市街地 補助金交付、会場運営支援 商連
会議 

協会

熊谷めぬま菊花大会 
11/1（金） 

～15（金） 
妻沼聖天山境内 

補助金交付･菊人形「斎藤別

当実盛公」特設展示･情報発

信 

（主催:実行委員会） 

協会

産業祭 

全国ご当地うどんサミット 

11/16（土） 

～17（日） 
熊谷スポーツ文化公園 

（うどんサミット実行委員会）補

助金交付・部会運営・広報・会

場運営支援 

市

協会

冬の観光展 開催日未定 開催場所未定 観光 PR 協会



事 業 名 実施予定日 会 場 事 業 内 容 主催 共催 支援 

妻沼聖天山初詣 1/1（水）～ 妻沼聖天山境内 案内板設置・情報発信 協会

出初め式 1/6（月） 熊谷市街地 
補助金交付、広報、市役所駐

車場対策 
協会

だるま市 1/19（日） 星川通り 
補助金交付 

（主催:初市奉賛会） 

会議 

協会 

商連

新年会 1 月下旬 協会会員ホテル 新年会 協会

妻沼聖天山節分会 2/3（月） 妻沼聖天山境内 案内板設置･情報発信 協会

視察研修会 2 月上旬 未定 先進事例の視察・研修 協会

埼玉県トラベルマート 開催日未定 東京ガーデンテラス 熊谷市の観光ＰＲ、物産販売 
協会 

市

めぬまカップ in 熊谷 3 月下旬 
利根川総合運動公園 

サッカー場 他 
補助金交付・情報発信 協会

事 業 名 実施日 会場 事業内容 主催 共催 支援 

スポーツコミッション 通年 
関係者協議、組織の立上げ、 

広報等 
市 協会

ＲＷＣ関連 通年 
観光 PR、出店調整、 

イベント協力等 
協会

TOMODACHI GUIDE 
インバウンド対策、 

おもてなし事業 
協会

コミュニティ FM 支援 通年 運営支援、番組提供等 協会

熊谷ご当地グルメチラシ 

作成・配布 
市報７月号 市報折込 

記事収集、作成、配布 

雪くま、熊谷うどん等 
協会

観光ガイドマップ作成 

（日本語・外国語版） 

情報収集、作成、配布 

指差し確認表の挿入 
協会

ホームページの運営 

「熊谷観光局」 
通年 

情報収集、発信 

特集ページの作成 
協会

熊谷染の振興・製品化 
熊谷染 PR、扇子、コースタ

ー、ふくさ・ストール・名刺台紙 
協会

その他、地域観光資源・

物産の振興 

ブルーベリー、ホタル、文珠

寺、妻沼太鼓、熊谷めぬま菊

花大会 

協会




