
令和４年度事業計画・事業予算について 

１ 基本方針 

直近２か年においては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、ほとんど

のお祭りやイベント等は中止や縮小を余儀なくされたが、新型コロナウイルス

感染症が収まりつつある現状において、これまで以上に観光に対する期待が高

まっている。このため、既存事業においても市内の店舗や事業者等と連携し、

誘客テーマやターゲットの明確化、熊谷ならではの価値や魅力を打ち出したコ

ンテンツ形成のための仕掛けづくりを行い、まずは近隣からの来訪者に向け、

関心の高まっているニーズを取り込んでいく。

特に、埼玉パナソニックワイルドナイツの活動拠点となっている熊谷スポー

ツ文化公園には多くの来場者があり、こうしたスポーツ関連の来場者に対し、

より多くの時間、当市に滞在させる方策を研究していく必要がある。

今後も新型コロナウイルス感染症の感染状況に注視しながら、必要な対策を

講じた事業実施を目指すとともに、地域資源の見つめ直しと磨き上げを行い、

新たな観光の展開を推進していく。 

２ 主な事業（事業費） 補助額 

（１）熊谷さくら祭（４３２万円） 補 353 万円 

 荒川公園周辺の熊谷桜堤を会場に、感染対策を行ない３月２４日から

４月６日まで開催する。 

ぼんぼりの設置やライトアップ等の規模を縮小し実施する。 

（２）熊谷花火大会（４，５４４万円） 補 2,665 万円 

例年通り８月第２土曜日（８月１３日）に開催する。 

 新型コロナの影響で花火提供者の減少を考慮し、花火業者によるスタ

ーマインコンクール拡大、クラウドファンディングによる協賛花火の実

施を計画する。 ※４月末までに方針決定 

（３）熊谷うちわ祭パーク＆ライド（１５０万円） 補 150万円 

熊谷うちわ祭開催時における市街地の渋滞緩和を図るため、熊谷スポ

ーツ文化公園に車両利用者用の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。 

（４）熊谷うまいもんカップ（５３５万円） 補 440万円 

 例年どおり５月最終日曜日（５月２９日）に開催を予定していたが中止

とする。別日程での開催や新たな方法により市内グルメを広く PR する。 



（５）熊谷うどん祭（仮）（５９０万円） 補 540万円 

うどんサミットのレガシーとして産業祭と同時開催する。 

 市内及び県内、近県のうどん店舗に出店依頼予定。小麦の里「熊谷」と

うどん県「埼玉」を PRする。 

（６）お裾分け旅 おとなり（旅ギフト）事業（３３０万円）

熊谷市民の一人ひとりの日常から「暮らしのとなりにある感動」を切り

取り、その感動体験を市民編集部が自ら編集した特別な体験ギフトの本

格稼働に向けた準備を行う。 

１３個の体験を収録したサンプルカタログである「おためしβ版」を観

光協会 EC サイトの「買えるくまがやオンライン」で販売開始。サンプル

カタログ販売と並行し、その効果や運営方法について検証を行い、新規商

品（体験ギフト）の展開促進と販売システムの構築を目指す。 

（７）スポーツコミッション事業との連携

 各種スポーツイベントの開催時に、物産品の販売等による地域物産観

光のＰＲを行うとともに、飲食店や宿泊業者等と連携し熊谷ならではの

おもてなしや商品開発の調査・研究を行う。 

（８）withコロナ期のイベント等の開催に向けた情報収集、検討を行う。



令和４年度年間日程 

令和４年４月１日から令和５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月24日 

～4月6日 
熊谷桜堤 

夜桜ライトアップ・ぼんぼり

装飾 
協会 

市 
会議 
商連 

駅からハイキング（中止） 4月上旬 
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 

妻沼聖天山春季 

例大祭付祭行事（縮小） 

4/18(月) 

～19(火) 
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（中止） 4/24(日) 根岸家長屋門前 
補助金交付 

（主催:実行委員会） 
協会 

熊谷めぬま縁結び 

囲碁大会 

5/7(土) 

～8(日) 
妻沼中央公民館 日本棋院熊谷支部と共催 協会 

理事会 

通常総会 
5/20(金) 妻沼中央公民館 

令和３年度決算 

令和４年度予算・事業報告等 

役員改選 

協会 

第７７期本因坊戦 
5/24(火) 

～25(水) 

熊谷スポーツ文化公園 

ラグビー場 他 

開幕式、大盤解説会 

（主催：実行委員会） 
協会 

熊谷うまいもんカップ 

２０２２（中止） 
5/29(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 

市 

会議 

商工 

商連 

こうなんホタル祭り 

（中止） 
6/4(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（中止） 

6 月中旬の

土日 

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

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 

弥藤吾夏祭り 7/3(日) 氷川神社 補助金交付･情報発信 協会 

妻沼夏祭り 7/10(日) 妻沼市街地 補助金交付･情報発信 協会 

籠原夏祭り 
7/19（火） 

～20（水） 
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(水) 

～22(金) 
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、パーク＆ライドの実施 

協会 

東の｢あばれみこし｣ 7/24(日) 葛和田地区（大杉神社） 補助金交付･情報発信 協会 

西の｢あばれみこし｣ 7/24(日) 出来島地区（八坂神社） 補助金交付･情報発信 協会 

めぬま祭り（中止） 8/6(土) 妻沼市街地 
補助金交付･情報発信 

（主催:実行委員会） 
協会 
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事 業 名 実施予定日 会 場 事 業 内 容 主催 共催 支援 

熊谷花火大会（中止） 

8/13(土) 

延期の場合、 

14（日） 

20（土）21(日) 

荒川河畔 
協賛者募集、許認可事務、広

報、会場運営、警備補助 

協会 

市 

会議 

商連

商工 

熊谷花火特別大会 
8/13(土) 

予備日14(日) 
市内複数箇所 短時間、無観客 

協会 

市 

会議 

商連

商工 

J C 

青年 

とうろう流し 8/16(火) 星川 
補助金交付 

（主催:実行委員会） 
協会 

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

おおさとまつり 10月上旬 
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(火) 

～19(水) 
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２０２２ 
10/23(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 

こうなん祭り 10/30(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 11月上旬 熊谷市街地 
補助金交付 

（主催：商店街連合会） 
協会 

オ・ドーレなおざね 11月上旬 熊谷市街地 
補助金交付、会場運営支援 

（主催：商店街連合会） 
協会 

熊谷めぬま菊花大会 
11月上旬 

～中旬 
妻沼聖天山境内 

補助金交付･菊人形特設展示･

情報発信（主催:実行委員会） 
協会 

熊谷うどん祭 

＊熊谷市産業祭と同時開催 

11/19(土) 

～20(日) 
熊谷スポーツ文化公園 

市内外のうどん店が自慢のオ

リジナル、新作メニューを出

店 

協会 

市 

会議 

商工 

商連 

理事会 11月下旬 未定 上半期決算・事業報告 協会 

妻沼聖天山初詣 1/1(日)～ 妻沼聖天山境内 案内板設置・情報発信 協会 

出初め式 1/6(金) 熊谷市街地 
補助金交付、広報、市役所駐

車場対策 
協会 

新年会 1月下旬 協会会員ホテル 新年会 協会 

だるま市 1/15(日) 星川通り 補助金交付（主催:初市奉賛会） 協会 

視察研修会 2月上旬 未定 先進事例の視察・研修 協会 

妻沼聖天山節分会 2/3(金) 妻沼聖天山境内 案内板設置･情報発信 協会 

理事会 3月下旬 未定 
次年度事業・予算、総会につ

いて 
協会 

めぬまカップin熊谷 
3/25（土） 

〜29（水） 

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、広報等 

大会等で出店・PR 
市 協会 

フィルムコミッション 通年 
映画等の撮影等の支援、聖地巡

礼等の広報等 
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 

作製・配布 
市報７月号 市報折込 

記事収集、作製、配布 

雪くま、熊谷うどん等 
協会 

ホームページ「熊谷観光

局」 
通年 

情報収集、発信 

特集ページの作成 
協会 

オンラインショップ「買

えるくまがやONNLINE」 
通年 

オリジナルグッズやお土産品

の販売 
協会 

ふるさと納税返礼品発送

業務 
通年 

発送の連絡、管理 

新商品の提案、開発 
協会 

お裾分け旅 おとなり 通年 

サンプルカタログ販売 

ワークショップ開催 

本格稼働準備 

協会 

熊谷染の振興・製品化 
熊谷染PR、商品作製、名刺台紙

等販売 
協会 

その他、地域観光資源・

物産の振興 

熊谷のうどん、五家宝、星川プ

ロムナード 
協会 
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