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一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社 第2営業期（平成26年度）事業報告 

 

 平成 26年 2月 27日に一般社団法人として設立し、組織を強化した形で、第 2営業期（平成 26

年4月1日より）引き続き「ちちぶ定住自立圏構想」の観光連携で協定を締結している『滞在型観

光の推進』、『外国人観光客の増加』『地域特産品の販売促進』に関する事業を中心に、秩父地域が一

体となる事業を推進した。 

 

 ◎滞在型観光の推進 

 １ 広報宣伝活用事業 

  （１）観光キャンペーン  

     ・ 4/15.16西武鉄道㈱合同メディアツアー 7社参加 

・ 4/30 京急品川駅、6/8 電車フェスタ（高麗）、8/13 軽井沢アウトレット 

・ 8/20～26 秩父市と合同 都庁2F  

・ 11/8 西武トレインフェスティバル（横瀬駅） 

・ 11/19入間アウトレット（彩の国秩父地域観光協議会と合同） 

・ 2/17 埼玉県トラベルマート（秩父市雇用創造協議会と合同） 

（２）HP、SNSの活用 

     (1) Facebook 毎日投稿 いいね！数 3,992人（6/22現在） 

     (2) ホームページ（http://www.chichibu-omotenashi.com/） 

       ※ 4か国語対応、Facebook着地型旅行商品のネット販売「旅の発見」ASP連動 

         ⇒情報発信だけではなく、他の事業とHPをリンクさせて活用している。 

  （３）観光案内所での情報発信 

     平成25年度でモニター、タブレット等を整備した地域内5か所（秩父観光情報館、横瀬 

町ブコーさん観光案内所、道の駅みなの、小鹿野町観光交流館、国民宿舎両神荘）が稼 

働。 

  （４）デジタルサイネージ等 

     スポットCM的な動画コンテンツを昨年15本（公社12本、ジオパーク1本、芝桜実行委

員会1本、夏祭り対策協議会1本）、今年度14本作成（内4本は作成中）し、西武池袋

駅に設置したデジタルサイネージでPRし、誘客を図ったほか、観光案内所でも放映した。 

※ 作成したコンテンツ内容は別紙のとおり 

 

２ 【地域旅】構築事業 

地域内の観光関連業者と連携して、個人向け着地型観光商品として「地域旅」の商品造成 

・ 公社オリジナル商品 23商品（秩父3,秩父・横瀬1,横瀬5,皆野6,皆野・長瀞1,長

瀞1,小鹿野6） 

・ 公社のＨＰで販売開始 139人利用(4/1～1/31) ※秩父地域の商品限定 

・ 秩父市雇用創造協議会と共催で観光業者を対象とした「地域旅」構築講演会開催

（10/1） 

※ 販売した商品プラン、作成予定のプランは別添のとおり 

  

http://www.chichibu-omotenashi.com/


                              平成 27年 7月 1日  

第 1 号議案 

2 

 

３ 鉄道を利用した観光誘客事業（ふるさと創造資金） 

   （１）広域レンタサイクル事業 

      秩父地域の二次交通として、秩父地域広域によるレンタサイクル事業を 8/1開始。 

・ 自転車110台、8/1～3/31 利用台数 述べ4,606台、乗捨て180台 

・ ステーション 6 か所（秩父観光情報館、横瀬町ブコーさん観光案内所、皆野駅前タ

クシー営業所、長瀞町観光情報館、小鹿野庁舎、両神庁舎） 

・ 秩父市、横瀬町、長瀞町、小鹿野町が設置するサイクルステーション建設費に助成。 

   （２）フリーペーパー作成事業 

        平成25年度に作成した、「ちちぶ じゃらん」の秋冬版を西武鉄道、秩父鉄道の各駅

及びサービスエリア、旅館を中心に配布。また、公社HPでも電子版を掲載。 

      今年度も埼玉県から助成をいただき、「うっとりっぷちちぶ」を作成。都内の書店、産

婦人科、空港などで配布を開始。 

   

４ 教育旅行のメッカ埼玉づくり事業 

     民泊を利用した体験型修学旅行の受入れを開始した。（登録軒数140軒 2/17現在） 

     ○ 東京都江戸川区立東葛西中学校2年生 194名 7/19～21 2泊3日 72軒 

     ○ 京都市立日吉ヶ丘高等学校2年生 188名 10/21～22 1泊2日 57軒 

           ⇒ 大きな事故もなく終了。 

     ・「ちちぶへ泊ろう！」学校、旅行会社向けPRビデオ、パンフレット、さらには秩父市

雇用創造協議会と協力し、地域内でできる「体験プログラム」の構築、パンフレット

を作成した。HP、営業に活用する。 

           

  ５ 事務局運営 

○ 彩の国秩父地域観光協議会（範囲：1市4町＋東秩父村＋寄居町） 

8/11の総会により、公社へ事務局移管。春夏・秋冬ポスター、秋のキャンペーン、秩

父路のガイドブック作成等 

※今年度事業として10年ぶりにパンフレットの大幅改定。 

○ ちちぶ案内人倶楽部 

地域内にある11のガイド団体が参加。 

情報交換会 ・7/22 小鹿野の「よってがっせぇ」による丸神の滝のガイド 

      ・11/13 「もりと水の源流文化塾」による中津集落のガイド 

      ・12/15 「にいがた観光カリスマ」 なぐも友美氏による講演 

           題名：秩父の○○さんに“また会いたい”と思わせるガイド術 

      ・2/15 NPOまるごと博物館による市内案内 

              ※秩父商工会議所 「ちちぶ学検定上級者の集い」の26名も参加 

○ サイクル巡礼 

札所巡りの新たなツールとして、デジタルスタンプラリーを継続して実施。（登録数

474件） 

○ 秩父ロケーションサービス協議会 

秩父市から秩父市ロケーションサービス協議会の役割を受け継ぎ、範囲を広げ、現在
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組織のない皆野町・小鹿野町のロケーションも協力。 

地上波、BS等43案件対応（3/31現在） ※内容は別添 

 

  ◎外国人観光客の増加 

  １ 外国人誘客促進事業 

（１）VISIT JAPAN Travel Mart 2014（9/24～26） 

西武鉄道㈱、埼玉県と協力し、海外の旅行会社や観光メディア関係事業者と商談を実

施した。 

3日間で 34件と交渉（中国 33、タイ 4、香港 3、ドイツ2、韓国 7、ベトナム 1、シ

ンガポール1、台湾4、スゥエーデン1、フランス1,日本1） 

    （２）プリンスホテルコンシェルジュへ秩父観光情報マニュアルの提供 

       ㈱プリンスホテルのご協力をいただき、プリンスホテル5か所（池袋サンシャイン、

新宿、品川、高輪、さくらタワー）のホテルコンシェルジュにパンフレットなどを

まとめた観光情報マニュアルを提供した。 

       （３）SEIBU FAMツアーでの秩父観光情報の発信(12/12) 

       西武鉄道㈱のご協力をいただき、西武鉄道㈱が台湾から招へいした旅行会社 16社へ

秩父観光情報とモデルコースの提案を行った。 

       （４）海外メディアプレスツアー(2/26,27) 

       西武鉄道㈱広報部に協力いただき、西武鉄道㈱、公社共同で、台湾テレビ局、日本

国内向け中国語新聞社、訪日外国人向けフリーペーパー、韓国旅行会社 4社5名を

秩父地域に招へいし、海外に向けた情報提供を実施した。 

             ⇒台湾テレビのニュース番組で放映 

 

  ２ WELCOME TO CHICHIBU OMOTENASHI事業 

    埼玉県緊急雇用創出基金事業として秩父市より業務委託を受け、観光施設従業員を中心に 

9/8～2/26日まで開催。（講師：㈱ECC、9クラス編成、53名参加、 

場所：埼玉県秩父地域振興センター） 

⇒45名の英会話能力が向上、処遇改善を依頼した。 

 

 ３  Wi-fi環境整備調査 

   外国人誘客において、必須のツールであるWi-fi環境の充実のため、NTT、西武鉄道㈱、中

心市街地の商店街などを調査した。 

 

 ４ 外国人観光案内所の推進 

    JNTO（日本政府観光局）が認定する外国人観光案内所に向けた取り組みを、地域内にある有 

人観光案内所３か所（秩父観光情報館、横瀬町ブコーさん観光案内所、長瀞町観光情報館） 

に業務委託した。 

   ※秩父観光情報館が平成26年12月に埼玉県では4番目となる外国人観光案内所の認定を受

けた。他の2か所は平成27年9月の申請・認定を目指す。 

 



                              平成 27年 7月 1日  

第 1 号議案 

4 

 

 ５ 外国人誘客パンフレットの作成 

   秩父地域全体を掲載した3か国語対応のパンフレットを作成中 

  

 ６ 外国人誘致セミナーの実施 

      1/22 外国人来訪時・買い物での優位性向上を目指した免税店制度の説明とクレジットカー

ド導入促進セミナーを実施した。 

 

 

◎地域ブランド確立事業 

１ 販売促進 

・6/7,8豊島区フォーク＆カントリー出店、秩父市主催の都庁2Fの物産展に協力。（8/20～ 

26） 

・1/9～18「ふるさと祭り東京2015」にFIND Chichibu食文化研究会の協力により出店し特

産品の販売、PRを実施した。 来場者数：421,324人、売上:1,027,450円 

    

２ ちちぶメープルフェスタの開催 

    秩父観光土産品協同組合と協力し、「ちちぶ映画祭～巡礼～2014」と同時開催。8/31メープ 

ルウォーターレシピコンテストの開催。  

 

  ３ カエデ樹液地域産業資源認定補助 

    中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に促した認定を「カエ

デ樹液」が受けられる申請にいたるまでのマッチング等の補助を行った。 

 

◎ その他 

１ 「ちちぶ映画祭～巡礼2014」(9/14,15) ※西武鉄道㈱と共催 

   ・シナリオ応募総数 42件 ・作品数 10本 

会場：秩父市歴史文化伝承館、秩父神社参集殿、斎館 

⇒ 来場者数 2,500人超（前年度 1,300人） 

   

２ 実践型地域雇用創造事業（7/1～） 

秩父市雇用創造協議会の観光事業である、地域旅の構築を公社と協同で開始。 

・地域旅 8商品 

・エコツアーガイド養成 申込人数 73人 

 （座学講師：観光カリスマ 山田桂一朗先生 実地協力：秩父警察署等） 

 

    ３ 旅行業の取得 

着地型観光商品「地域旅」、民泊・体験プログラム、外国人誘客ツアーなどを拡大していく 

ため、埼玉県初となる「地域限定旅行業」を取得した。（平成 27年3月24日登録） 

秩父地域全域に範囲を広げるため、長瀞町観光情報館に協力をいただいた。 
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平成25年度 池袋駅デジタルサイネージ公社作成コンテンツ一覧 

  季節 コンテンツ名 作成状況  
   

  
冬 秩父夜祭 公 開 

 

  
  鉄砲祭 公 開 

 

  
  ろうばい 公 開 

 

  
  氷柱 公 開 

 

  
  芝桜 公 開 

 

  
  福寿草・節分草 公 開 

 

  
春 桜 公 開 

 

  
  ポピー 公 開 

 

  
夏 寺坂棚田 公 開 

 

  
  川瀬祭り 公 開 

 

  
  船玉まつり 公 開 

 

  
  秩父音頭まつり 公 開 

 

  
その他 秩父札所巡り 公 開 

 

  
  ジオパーク 公 開 

 

  
  秩父三社 公 開 

 

                     

平成26年度 池袋駅デジタルサイネージ公社作成コンテンツ一覧 

 季節 コンテンツ名 作成状況   

   

 
春 新緑と川下り 未公開 

  

 
  春祭り 公 開 

  

 
夏 ほたる 未公開 

  

 
  あめ薬師 公 開 

  

 
秋 龍勢祭り 公 開 

  

 
  彼岸花 公 開 

  

 
  ダリア園 公 開 

  

 
  紅葉 公 開 

  

 
  郷土芸能祭 公 開 

  

 
冬 芦ヶ久保氷柱（秩父三大氷柱とする） 公 開 

  

 
  火祭り 公 開 

  

 
その他 ハイキング 公 開 

  

 
  金子兜太の俳句 公 開 

  

 
  サイクリング 公 開 

  

 
※芝桜・川瀬祭りについては秩父市及び秩父観光協会、ジオパーク 

  

 
については秩父市が負担 

             

 
※平成２５年度１５動画、平成２６年度１４動画 合計２９動画 
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 旅の発見 公社プログラム販売商品一覧 

 プラン名 施設名 

1 【ちちぶ・日帰り温泉】関東でも有数の面積を誇る秩父芝桜と秩父

温泉個室での食事付きのんびりプラン 

満願の湯 

2 【ちちぶ・日帰り温泉】（土日祝）天空を彩るポピー畑と秩父温泉

個室での食事付きのんびりプラン 

満願の湯 

3 【ちちぶ・日帰り温泉】天空を彩るポピー畑と秩父温泉個室での食

事付きのんびりプラン 

満願の湯 

4 【ちちぶ・BBQ】お子様連れ・初心者も安心！手ぶらでＢＢＱ・

マス釣りまでできちゃうお得プランです!!（送迎付き） 

小松沢レジャー農

園・国際マス釣り場 

5 【ちちぶ・BBQ】◆1 日 1 組限定◆手ぶらでＯＫ♪秩父の大自然

を独り占めできるプライベートＢＢＱ（屋根付き） 

天空の楽校・満願の湯 

6 【秩父温泉 満願の湯】8/15限定30名様 長瀞船玉まつりプラン

（花火特別観覧席） 

満願の湯 

7 【ちちぶ・体験】おひとり様から予約可能♪もぎたてぶどうをぱく

っ！ぶどう狩り30分食べ放題＋昼食＋日帰り入浴（送迎付き） 

秩父観光ぶどう園・満

願の湯 

8 【ちちぶ・地酒】秩父市乾杯条例施行記念！ちちぶで造られた日本

酒・ワイン・ウイスキーなどのお酒を満喫！！ロケーション抜群の

高台で地酒と炭火ＢＢＱを楽しもう！その後は注目のウイスキー

をＢＡＲで味わう旅♪（送迎付き） 

荷車屋・チェアリー 

9 【ちちぶ・体験】長瀞の大自然を満喫！水しぶきを浴びながらのラ

フティングとピザ手作り体験♪ 

ビラパワ・カヌービレ

ッジ長瀞 

10 【ちちぶ・体験】秋の味覚をたっぷり味わえる、もぎたてぶどう食

べ放題＋石焼きＢＢＱ＋日帰り温泉 

秩父フルーツファー

ム・武甲温泉 

11 【ちちぶ・花と温泉】平日限定！ダリアの花鑑賞と日帰り温泉プラ

ン昼食+夕食付（0泊2食付） 

両神荘 

12 【ちちぶ・花と温泉】土日限定日帰り温泉！ＳＬ見学とダリアの花

を見に行こう♪昼食・夕食はちちぶ名物を召し上がれ！！ 

両神荘 

13 【ちちぶ】いちご狩りと日帰り温泉堪能♪人気の星音の湯利用可！

温泉三昧で最大6時間のんびりプラン 

富田農園・バイエル 

14 【ちちぶ】いちご狩り+天然自家源泉の温泉+秩父食材の夕食！平

日限定の日帰り欲ばりプラン♪ 

富田農園・バイエル 

15 【ちちぶ・体験】ちちぶのいちご食べ放題♪＋日帰り温泉でほっか

ほか！冬のちちぶ満喫プラン 

長瀞福島農園・満願の

湯 

16 【ちちぶ】いちご狩り付日帰り温泉（元祖秩父薬草風呂）”湯った

り”プラン！個室利用での昼食付き♪～丸山鉱泉旅館～車でも電車

でもＯＫ！ 

小松沢レジャー農

園・丸山鉱泉 

17 【ちちぶ・体験】秩父乗馬体験（外乗コース）クリオステーブル クリオステーブル 
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18 【ちちぶ・武甲温泉】電車でも OK！ いちご狩り（食べ放題）＆

秩父湯元 武甲温泉入浴と選べるランチプラン♪ 

小松沢レジャー農

園・武甲温泉 

19 【ちちぶ・体験】（送迎付き）子供たちの大好きな夏休み体験盛り

だくさん!!日帰り温泉付きプラン♪ 

小松沢レジャー農

園・武甲温泉 

20 【ちちぶ・体験】冬ならではの満喫プラン！いちご狩り&氷柱巡

り！いちごと幻想的な氷柱を楽しもう！ 

あしがくぼの氷柱・お

きうね農園 

21 【ちちぶ・日帰り温泉】いちご食べ放題＋日帰り温泉！おもてなし

の宿”越後屋旅館”プラン 

越後屋旅館・おがのフ

ァーム 

22 【ちちぶ・体験】ちちぶの春に会いに行こう♪いちご食べ放題+日

帰り入浴・昼食付プラン 

両神荘・おがのファー

ム 

23 【ちちぶ・体験】ちちぶの春に会いに行こう♪花鑑賞といちご食べ

放題+日帰り入浴・昼食付プラン※(節分草園開園後販売開始） 

両神荘・おがのファー

ム・節分草 

合計23商品 総売り上げ700,079円 
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設置状況

横瀬町（②あしがくぼブコーさん案内所）

皆野町（④皆野駅前タクシー営業所）

小鹿野町（⑤小鹿野庁舎・⑥両神庁舎）

稼働状況

ショート① ハーフ② ワンディ③ ショート⑥ ハーフ⑦ ワンディ⑧

２時間 4時間 ８時間 ２時間 4時間 ８時間

秩父 495 1,132 910 2,537 201 498 487 1,186 3,723

あしがくぼ 13 45 35 93 14 25 15 54 147

長瀞 250 192 28 470 31 31 2 64 534

皆野 10 21 18 49 7 12 10 29 78

小鹿野 9 29 20 58 4 24 38 66 124

計 777 1,419 1,011 3,207 257 590 552 1,399 4,606

収入

CS

秩父

あしがくぼ

長瀞

皆野

小鹿野

計

ロイヤリティーとして５０％を公社へ納入　3,849,300円×50％＝1,924,650円

支出 （単位：円）

乗捨て台数（貸出元） （単位：台）

ＣＳ 秩父 あしがくぼ 長瀞 皆野 小鹿野 計

台数 29 77 40 9 25 180

「乗捨てられたレンタサイクル」は、回送を業者（自転車店）等へ依頼　500円×180台＝90,000円

このうち、一部の自転車は、公社職員で回送

3,000

3,500

4,000

47,500 3,849,300

3,254,100

124,800

255,600

71,200

143,600

８月
～
３月

1,624,500

61,400

199,000

31,500

37,200

1,953,600

0

（単位：台）

（単位：台）

3 10

合計

超過 合　　　計

37,000

（単位：円）

10 35
18 7 25

6 4 10

25 5 30
7

平成２６年度　秩父広域観光レンタサイクル　サイクるっとちちぶ

計 計

８月
～
３月

CS

普通自転車 電動自転車

普通自転車 電動自転車 合　　計

25

81 29 110合　　　計

サイクルステーション名

秩父市（①秩父観光情報館）

長瀞町（③長瀞町観光情報館）

TS保険・定期点検・修理

事務用品・消耗品

合　計

528,398

83,538

611,936

63,400

53,600

36,200

102,400

1,848,200

普通自転車 電動自転車

1,592,600
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平成26年度 ロケーションサービス実績 

  タイトル 配給会社・制作会社・備考 

1 ありがとう ＢＳ朝日 

2 美しい日本に出会う旅 ＢＳ－ＴＢＳ 

3 東京スカーレット（仮） 東映 

4 さんまのからくりテレビ ＴＢＳ 

5 ひとまち紀行 ＢＳ－ＴＢＳ 

6 街美女アルバム テレビ埼玉 

7 粋男流儀～遊びの美学～ BSフジ 

8 ２泊３日の旅 BS日テレ 

9 おやじの背中 ＴＢＳ 

10 レディイスフォー テレビ東京 

11 出没アド街ック天国 テレビ東京 

12 オオカミによろしく ちちぶ映画祭 

13 kappa-ko パコ町に行く ちちぶ映画祭 

14 ＬＩＫＥ ＴＨＯＳＥ ＤＡＹＳ ちちぶ映画祭 

15 ドーターズ ちちぶ映画祭 

16 ココニイルヨ ちちぶ映画祭 

17 解禁記念日 ちちぶ映画祭 

18 Ｏｈａ！４ ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ 日テレ 

19 ひるまえ ほっと NHK 

20 カラオケＤＡＭ インピッシュ 

21 もしもしツアーズ フジテレビ 

22 金色の野にさよなら 日大芸術学部卒業制作映画 

23 よくばり開運ツアー テレビ朝日 

24 西武鉄道㈱ ＣＭ 

25 くいしん坊！ばんざい フジテレビ 

26 太陽 自主製作映画 

27 ジョブチューン ＴＢＳテレビ 

28 ぷっすま テレビ朝日 

29 ドラマ NHK 

30 突撃となりの昼ごはん BS 

31 日経プラステン ＢＳジャパン 

32 ひるぶら NHK 

33 min ga la ba!JAPAN メディアゲート 

34 フェスティバル シンガポール国内 日本祭紹介番組 

35 エニシバナシ フジテレビ 

36 ヒルナンデス 日テレ 
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37 テレビ朝日 いきなり黄金伝説 

38 テレビ埼玉 ゴゴタマ 

39 TBS あさチャン！ 

40 TBS あさチャン！ 

41 you tube チームアルカディア 

42 スキップシティ映画祭 アルタンシネマズ 

43 auのCM撮影 auのCM撮影 

 


