平成２７年度 （公財）群馬県観光物産国際協会 事業報告
Ⅰ 観光物産振興・推進事業
１ 観光物産情報発信事業
（１）観光情報事業
インターネットを中心とした観光情報の収集及び発信を実施しました。
・
（公財）群馬県観光物産国際協会ホームページ

http;//gtia.jp/

動画及び開花、味覚狩り、積雪情報等の動態情報を中心とした内容
アクセス総数 ７５３，７９６回
アクセス回数（月平均） ６２，８１６回
（２）各種マスメディア活用宣伝事業
１）ラジオ情報宣伝
県内各地域の観光素材やイベントなどを首都圏及び地元の旅行嗜好者向けに旅行
潜在掘り起こしと県内各地域への誘客を目的としてラジオ番組放送で誘客宣伝と
各地域の認知度アップを図りました。また、スキー産業を活性化するため、スキー
場へ自家用車で来場する利用客向けにラジオＣＭ等でスキー場への誘客促進を図
りました。
①エフエム群馬コーナー番組
・番

組 Ｇ★Ｆｏｒｃｅトラベルインフォ

・放送回数 ５２回
・放送日時 毎週金曜日１７：４３〜４８
・内
放送日
4月3日
4 月 10 日
4 月 17 日
4 月 24 日
5月1日
5月8日
5 月 15 日
5 月 22 日
5 月 29 日
6月5日
6 月 12 日
6 月 19 日
6 月 26 日
7月3日
7 月 10 日
7 月 17 日
7 月 24 日
7 月 31 日

容 ５分間番組で会員団体のイベント・花情報・温泉地情報等を放送
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)

インタビュー内容
華蔵寺公園花まつり
甘楽さくらウオーク
志賀草津高原ルート再開通式
迦葉山 大開帳
しんとうふるさと公園春まつり
老神温泉大蛇まつり
浅間高原しゃくなげ祭り
赤城山新緑＆つつじウオーク
道の駅 玉村宿オープン
たてばやし花菖蒲まつり
太田吉沢ゆりの里
八塩あじさいの里
至仏山山開き
谷川岳山開き
前橋七夕まつり
神流の涼
渋川へそ祭り
大間々祇園まつり

出演者
伊勢崎市
甘楽町
草津町
沼田市
榛東村
沼田市（老神温泉）
嬬恋村
前橋市
玉村町
館林市
太田市
藤岡市
片品村
みなかみ町
前橋市
神流町
渋川市
みどり市

8月7日
8 月 14 日
8 月 21 日
8 月 28 日
9月4日
9 月 11 日
9 月 18 日
9 月 25 日
10 月 2 日
10 月 9 日
10 月 16 日
10 月 23 日
10 月 30 日
11 月 6 日
11 月 13 日
11 月 20 日
11 月 27 日
12 月 4 日
12 月 11 日
12 月 18 日
12 月 25 日
1月1日
1月8日
1 月 15 日
1 月 22 日
1 月 29 日
2月5日
2 月 12 日
2 月 19 日
2 月 26 日
3月4日
3 月 11 日
3 月 18 日
3 月 25 日

(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)
(金)

高山ふるさと祭り
大日向の火とぼし
活きな世界のグルメ横丁
中之条ビエンナーレ
第２０回縁日広場
第１７回創造の森 上野村フェスティバル
いせさき花火大会
頑張るぐんまの中小私鉄フェア
白沢高原りんご＆ぶどうまつり
諏訪神社秋季例大祭
吾妻渓谷周辺紅葉情報
｢岩櫃城 忍びの乱｣秋の陣
富岡甘楽物産市
草津湯の街 商工祭
シクラメン施設見学
北関東ウマいもん合戦
桜山まつり
榛名湖イルミネーション
みなかみキャンドルナイト冬至
はげ盛スタンプラリー
白鳥の飛来する町
ろうばいの郷
道の駅 どんど焼き
四万温泉湯立祭
嬬恋浅間高原ウインターフェスティバル
スノーエリア情報
すみつけ祭
桐生きものファッションショー
高山星まつり
第１５回おひなさままつり
ちっちゃな梅まつり
草津温泉湯畑ライトアップ
上州沼田真田丸展
頼母子のシダレザクラ

高山村
南牧村
大泉町
中之条町
高崎市
上野村
伊勢崎市
みどり市
沼田市
下仁田町
長野原町
東吾妻町
富岡市
草津町
明和町
桐生市
藤岡市
高崎市
みなかみ町
片品村
邑楽町
安中市
昭和村
中之条町
嬬恋村
群馬県スキー場経営者協会
玉村町
桐生市
高山村
館林市
甘楽町
草津町
沼田市
板倉町

②ＮＡＣＫ５コーナー番組
・放送局 エフエムＮＡＣＫ５
・放送期間 平成２７年１２月〜２月
・内容 回数 CM ２１本 コーナー番組 ７回
放送日
12 月 29 日
1月5日
1 月 12 日
1 月 19 日
1 月 26 日
2月2日
2月9日

(火)
(火)
(火)
(火)
(火)
(火)
(火)

インタビュー内容
ぐんまスノーエリアガイド
上州真田街道
いちご狩り
わたらせ渓谷鉄道イルミネーション
世界記憶遺産候補「上野三碑」
ぐんまスノーエリアガイド
ウインターフェスティバル

出演者
群馬県スキー場経営者協会
東吾妻町
渋川市
わたらせ渓谷鉄道
高崎市
群馬県スキー場経営者協会
昭和村

２）新聞・雑誌等宣伝
県内各地域の観光素材やイベントなどを紙媒体のマスメディアを活用し、純広告や
記事広告等による宣伝を実施し、群馬県への誘客促進と各地域の認知度・イメージア
ップの向上を図りました。
①新聞宣伝
・回

数 ７回

記事掲載先

（発刊日）
（7/18）

観光経済新聞

第 2806 号
（7/21）

旅行新聞社

出版社
（株）観光経済新聞社

(株)旅行新聞社

第 1594 号
（9/25）

旅行新聞社

第 1601 号

朝日新聞新潟版

（10/30）

(1/1）
第 2827 号
(1/1）

上毛新聞社

(株)旅行新聞社

新朝通信社

(1/1）
第 1614 号

x 5.0mm)暑中名刺交換広告
モノクロ名刺サイズ 1 枠(6.5mm
モノクロ 2 段 1/3・1 枠(6.5mmx
7.9mm)北関東特集広告
モノクロ 1 枠(1.7mmx4.3mm)
隣県の観光地/前橋市特集広告

（株）観光経済新聞社
上毛新聞社

第 43308 号
旅行新聞社

モノクロ名刺サイズ 1 枠(7.0mm

x 3.5mm)暑中名刺交換広告

第 46501 号
観光経済新聞

掲載内容

モノクロ名刺サイズ 1 枠(7.0mm
x 5.0mm)新年名刺交換広告
名刺サイズ 1 枠 モノクロ広告掲
載 紙上名刺交換会

(株)旅行新聞社

A サイズ 1 枠 2 段１/10 モノクロ
広告掲載 2015 年賀広告

②雑誌宣伝
・回
記事掲載先

ぐんま広報

数 ８回
（発刊日）

発行元

掲載内容

4 月号
（4/5）

タブロイド判フルカラー表紙タイトル脇 2
段 1/3 ページ サクラの開花情報

5 月号
（5/3）

タブロイド判フルカラー表紙タイトル脇 2
段 1/3 ページ 水芭蕉の開花情報

6 月号
（6/7）

タブロイド判フルカラー表紙タイトル脇 2
段 1/3 ページ バラの開花情報

７月号
（7/5）

タブロイド判フルカラー表紙タイトル脇 2
段 1/3 ページ ハスの開花情報

9 月号
（9/6）

群馬県広報課

タブロイド判フルカラー表紙タイトル脇 2
段 1/3 ページ 味覚狩り情報

1 月号
（1/1）

タブロイド判フルカラー表紙タイトル脇 2
段 1/3 ページ ぐんまの温泉情報

2 月号
（2/7）

タブロイド判フルカラー表紙タイトル脇 2
段 1/3 ページ ゲレンデ情報

3 月号
（3/6）

タブロイド判フルカラー表紙タイトル脇 2
段 1/3 ページ 梅の花開花情報

③ラジオ・テレビ宣伝
・回

数 ４回

広告先
エフエム群馬

（放送日）
（1/1、3）

群馬テレビ

2回
(4/16）

放送局
（株）エフエム群馬

群馬テレビ(株)

2回

内容
ラジオ年賀メッセージ 2016 CM
広告
開局 45 周年 特別番組 協賛字
幕広告キャッチコピー付き社名

（３）観光案内施設運営事業
１）ぐんまちゃん家管理運営事業受託【県委託事業】
群馬県の観光宣伝及び群馬県産品の PR 等を行うとともに、
群馬県産品等の販売を行う
ため、群馬県から「ぐんまちゃん家管理運営事業」を受託し、ぐんまちゃん家１階の運
営を行いました。
・営業日数 ３６２日
・営業時間 １０：００〜１９：００
・来場者数 ４４７，８７９人（前年４８８，２３０人）
・観光案内業務
観光案内コーナーにおける観光案内を行いました。
・観光案内業務 ５，６１３件
・観光パンフレット等の配置及び発送
・ポスターの掲示
・イベントの管理支援業務
・イベント実施に当たっての指導監督
特に酒類及び食品を取り扱うイベントに関して商品管理の補助を行いました。
・イベント実施主体への助言
主に市町村及び関係団体へマスコミ等の活用について助言を行うとともに、イベ
ント運営業務に関する物産販売支援（特に食品、酒類を扱うもの）として、商品管
理等の補助等を行いました。
併せて、１階物産コーナーの利用客に２階イベントへの誘導を行うとともに、マ
スコミ関係者にＰＲを行い広報活動に努めました。
・イベント回数／開催日数 １６５回／３００日
・イベント内容 県内各地域の観光、物産ＰＲ等
・サロンドＧ １７回
２）高崎観光案内所運営事業【県委託事業】
・営業時間 年中無休 ９：００〜２０：００
・来所者数 ４２，１１４名（うち外国人数１，７９８名）

２ 観光誘客事業
（１） 観光物産展等開催事業
１）観光展・観光キャラバン事業
①高速道路観光展（開催回数６回）
観光展名称

開催日

開催場所

ぐんま観光ＰＲ展

４月２５日（土）

上里ＳＡ（関越道）下り

ぐんま観光ＰＲ展

７月１８日（土）

上里ＳＡ（関越道）下り

ぐんま観光ＰＲ展

９月 ５日（土）

佐野ＳＡ（東北道）下り

ぐんま観光ＰＲ展

９月１９日（土）

壬生ＰＡ（北関東道）下り

ぐんま観光ＰＲ展

１０月１０日（土）

上里ＳＡ（関越道）下り

ぐんま観光ＰＲ展

１月１６日（土）

上里ＳＡ（関越道）下り

②観光物産展
イベント名

開催日

開催場所

群馬うまいもん市

５月 30 日（土）〜31 日（日）

アピタ富山東

群馬キャラバン in 北陸

７月４日（土）〜５日（日）

アピタ松任

③ＥＸＰＯジャパン
開催日 平成２７年９月２５日（金）〜２７日（日）
会 場 東京ビッグサイト
派 遣 ９月２５日（金）１名派遣、９月２６日（土）１名派遣
④日本観光振興協会関東支部観光展参加
・日本観光振興協会関東支部観光展（開催回数２回）
観光展名称

開催日

開催場所

ふるさと観光展

９月８日(火)〜１０日(木)

仙台駅

冬の旅観光展 in 大宮駅

１１月 27 日（金）〜29 日（日） 大宮駅西口ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ

⑤北陸エリア観光キャラバン
・実施日 平成２７年７月２日（木）〜３日（金）
・マスコミ訪問 平成２７年７月２日（木）
北国新聞、北陸中日新聞、テレビ金沢、北陸放送
・ＡＧＴ向け観光説明会 平成２７年７月３日（金）
会場：ホテル金沢 （出席者：１２社１６名）
・観光展：アピタ松任店にて、物産フェアと同時開催（7/3･4）
⑥他県協会連携キャラバン
観光展名
群馬・千葉合同観光展

開催日
５月２３日（土）

開催場所
イオンモール高崎

世界遺産登録１周年記念イベン
※NEXCO 東日本連携

６月２０日（土）

関越道 上里ＳＡ（下り）

群馬・神奈川合同観光展ｉｎ高崎

７月１１日（土）

イオンモール高崎

群馬・神奈川合同観光展ｉｎ茅ヶ崎

７月１２日（日）

イオン茅ヶ崎中央

群馬・神奈川合同観光展ｉｎ桶川

７月 25 日（土）26 日（日） アピタ桶川

圏央道開通記念キャンペーン
※神奈川県連携

７月３０日（木）

東京サマーランド

群馬・神奈川合同観光展

１０月１１日（日）

神奈川県庁前

静岡連携観光展
北陸新幹線開業記念キャンペーン

１１月３日（祝）

アピタ静岡

群馬・千葉合同観光物産展

3 月 19 日（土）〜20 日（日） アピタ木更津店

群馬・千葉合同観光物産展

3 月 26 日（土）〜27 日（日） アピタ市原店

・その他の観光展
観光展名

開催日

開催場所

大相撲ぐんま場所

４月１８日（土）

西武ドームガーデニングショ−

５月１２日（火）〜１３日（水） 西武ドーム

高崎浜川体育館

グリーン観光展

６月７日（日）

スマーク伊勢崎

ぐんま山フェスタ 2015

８月７日（金）〜９日（日）

群馬県庁県民ホール

台北国際旅行博２０１５

11 月 5 日（木）〜9 日（日）

台北世界貿易センター

上州ぐんま産直市

11 月 12 日（木）〜14 日（土） 上野駅ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ

すぐそこにぐんまスノー三昧

11 月 21 日（木）〜22 日（土） しらとり SPOPIA 湘南藤沢

すぐそこにぐんまスノー三昧
リフト券を当ててスキー場に
行こうキャンペーン
リフト券を当ててスキー場に
行こうキャンペーン
ヤマダ電機 LABI1 なんば
ぐんま観光展

12 月 6 日（日）
12 月 26 日（土）

ベニハナウォーク桶川
関越道上里ＳＡ（下り）

1 月 9 日（土）

関越道上里ＳＡ（下り）

2 月 20 日（土）〜21 日（日）

ヤマダ電機 LABI1 なんば

（２） 旅行エージェント（ツアー造成促進）及びマスコミ招聘・対策事業
１）旅行業者等現地視察会事業
① 現地視察会
群馬県観光物産課と合同で開催し、第１回は、マスメディアを中心に招聘し、
第２回は、旅行会社を中心に招聘し実施しました。
・第１回
開催日
平成２７年１２月２日（水）〜３日（木）１泊２日
対象地域 板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、館林市、桐生市、
みどり市、太田市
宿泊地
梨木温泉
招聘者
１１名
・第２回
開催日

平成２８年３月４日（金）〜５日（土）１泊２日

対象地域 高崎市、富岡市、沼田市、みなかみ町、川場村、昭和村
宿泊地
猿ヶ京温泉
招聘者
１４名
② 個別招聘
各旅行業者、マスメディア（延べ１２社）を個別に招聘し現地視察を行い、商品
造成、記事出稿を促すことを図りました。
・三越トラベル（6/15）前橋、榛東、高山
・ＴＢＳラジオ（8/2〜3）みなかみ
・ＴＶ朝日「極上〜旅のススメ〜」（11/10､19､21）高崎、前橋、吾妻
・ＮＨＫ（11/16〜19）四万温泉（ヘルスツーリズム）
・中尾隆之氏（11/30〜12/1）甘楽、高崎
・ＴＢＳラジオ（12/7〜8）榛名
・ＪＴＢパブリッシング、旅行新聞社（1/13〜14）中之条
・東武トップツアーズ（2/2）板倉、邑楽等東毛方面
・昭文社（2/28〜29）みなかみ
・首都圏マスコメディア：旅行読売、天夢人、昭文社、旅行ライター（中尾氏）
（3/8〜9）草津温泉
・日本旅行（3/26〜27）みなかみ
・夕刊フジ（3/27〜28）安中
２）観光素材宣伝事業
・「2016 ぐんまの観光素材集・春夏」1,000 部作成、配布
・「2016-2017 ぐんまの観光素材集・秋冬」1,000 部作成、配布
３）エージェント支援事業
① 旅行業者商品タイアップ
・東武トップツアータイアップ（１０月、１１月／２月、３月）
・日本旅行タイアップ（３月）
・近畿日本ツーリストタイアップ（３月）
② 旅行業者商品特典協賛
・ツアー特典用プレゼントグッズ作成（ぐんまちゃんタオル）
・「全国クレサラ生活再建問題被害者交流集会ｉｎ群馬」開催に伴う
エクスカーション（群馬県内周遊ツアー）企画５００人分
４）着地型観光ルート提供事業
・石川県旅行業協会会員旅行会社向け（全１２コース：2015.10〜2016.3）
→金沢キャラバンにて配布提供
・ＡＧＴ向け（全１２コース：2015.10〜2016.3）
→サロンドＧ（9/16）及びバス県内バス会社へ配布提供
・ＡＧＴ向け（全１４コース：2016.4〜9）

→首都圏旅行会社仕入担当、企画担当者を中心に提供
＜参考＞主催着地型ツアー
・２７年実績（設定２０コース）催行１７コース 参加者数２９３名
・２７年度下期版リーフレット制作・配布 １０，０００部
・２８年度上期版リーフレット作成・配布 １０，０００部
（３）ぐんまちゃん家イメージアップ強化事業【県委託事業】
群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」を活用し、ぐんまちゃん家を拠点とした店頭
ＰＲやマスコミＰＲ、サロンドＧなどのイベント支援、外国人観光客誘致等を行い、
群馬県のイメージアップを図りました。
・ぐんまちゃん着ぐるみによる店頭 PR テレビ・雑誌等出演
・店頭 PR １日 ３回（通常）
・テレビ、雑誌等出演 ３０回
・ぐんまちゃん家及び首都圏イベントの補助

１２２回

・外国人観光客誘客対策
外国人向けパンフレット作成

３，０００部

（４）世界遺産解説指導業務事業【県委託事業】
世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の４資産にて、観光案内、情報収等実施し
ました。
（５）ぐんま宿泊観光促進事業【県委託事業】
・業務名 「ぐんま宿泊観光促進事業」販売業務
額面５，０００円（販売額２，５００円）の群馬プレミアム宿泊券を販売しま
した。
・販売期間 平成２７年７月１０日(金)〜平成２７年１１月３日（祝）
・群馬県観光物産国際協会
販売枚数 １４５，６７２枚
販売方法 対面販売等
（群馬県観光物産国際協会（イオンモール茅ヶ崎・道の駅ららん藤岡）、
ぐんまちゃん家、市（１）、観光協会（６）、温泉協会（２）、
群馬県旅行業協会）
ネット販売 通販サイト「CASAぐんま」
往復ハガキ抽選（第１期） 総合ＰＲ
※全体販売総枚数 ４８３，００７枚
宿泊券利用率 ９７．８％
（６）健康寿命延伸産業創出推進事業（地域ヘルスケアビジネス創出支援）
【経済産業省委託事業】
事業名 「プチ湯治とヘルスケア」四万せんか事業

・モニターツアー
実施日 平成２７年１１月１６日（月）〜１９日（木）３泊４日
場 所 四万温泉地区
参加者 ３８名（公募、実証群・対照群に分け検証）
内 容 温泉、食、運動、アプリを活用したヘルスケアプログラムの実証検証
・ファムトリップ
実施日 平成２８年１月１３日（水）〜１４日（木）１泊２日
場 所 四万温泉地区、中之条町
内 容 温泉、食、運動、アプリを活用したヘルスケアプログラムのプロモー
ション
・成果ＰＲ 平成２８年３月１４日（月）経済産業省主催ヘルスケア産業の最前線
２０１６（日本橋三井ホール）で事業ＰＲ
・事業コンソーシアム団体
（公財）群馬県観光物産国際協会（代表）、（一社）四万温泉協会
（株）タニタ、（株）タニタヘルスリンク
・協力

群馬県次世代ヘルスケア産業協議会、中之条町
※平成２８年度は中之条町が主体となり事業継続

（７）負担金拠出事業
１）日本観光振興協会等負担金
関係団体への負担金や日本観光振興協会等へ負担金等を支出しました。
・負担金等拠出先 ４団体
２）ググっとぐんま観光宣伝推進協議会負担金
群馬県・市町村・観光関係団体等が協力し、全国から本県への誘客を図ることを目的
としたググっとぐんま観光宣伝推進協議会事業へ負担金の拠出をしました。
（８） 群馬県スキー場経営者協会事務局
本県冬季観光産業のメインである県内スキー場の活性化と誘客に資するため、群馬県
スキー場経営者協会の事務局として、ぐんまスノーエリア・スタンプラリー、ちびっこ
スキー・スノーボード教室、お楽しみ抽選会など、様々な各種事業の展開を図りました。
（９）海外誘客対策事業
１）海外観光展参加
11 月 5 日(木)〜8 日(日)に台北国際旅行博（ITF）参加。
２）海外誘客対策
① VJ 台湾訪日教育旅行促進事業
みなかみ町と中之条町と連携し、6 月 22 日(月)〜25 日(木)
に台南・高雄・台中で開催された訪日教育旅行商談会に参加。

② アジア圏内から団体誘客
JENESYS2.0 中国高校生訪日団招聘 9 月 12 日(土)〜15 日(火) 63 名
③ 台湾教育旅行誘致
17 高校が群馬県へ宿泊し、17 高校の中で 13 高校が群馬県内で学校交流。

３ 観光物産事業育成支援事業
（１）観光功労者表彰及び観光振興助成事業
①観光関係功労者表彰
・表彰団体 １０団体・人
②観光関係の行事等の後援及び賞の交付
・後援団体 ６４団体
（２）物産振興助成事業
県内各地域物産振興協会が開催する物産展や新たな物産品掘り起こしのための展示即
売会等の物産振興事業に対して助成しました。
・助成件数 ４件
（３）地域づくり・人材育成事業
１）観光人材育成事業
・観光関係従事者研修会
第１回
・開催日 平成２７年９月２９日（月） １３：００〜
・会 場 赤城自然園
・講 師 （株）クレディセゾン
営業企画部プロモーション戦略グループ課長
兼ビジネス決済推進部課長 藤原聡子 氏
・演 題 「何度も訪れたくなる「森」づくり」
・参加者 ２４名
第２回
・開催日 平成２７年１２月１日（火）１４：００〜
・会 場 群馬産業技術センター
・講 師 旅行作家 中尾隆之 氏 （日本旅のペンクラブ代表理事）
・演 題 「観光の魅力づくり〜食と土産＆おもてなし考」
・参加者 ６５名
２）地域物産振興育成事業
各地域物産振興協会と綿密な連携を図り、新たな物産業者と新しい特産品や地域に
埋もれる優れた物産品等の発掘に努めました。
また、物産振興協会未整備地域における物産業者の事業参画を推進するため、県・

市町村と協力し、
各地域物産振興協会の広域化を推進する等、
育成強化に努めました。
・会員数 ６７５会員

・賛助会員数 ２２会員

３）関係機関との連携強化及び情報収集の推進
各地域物産振興協会や市町村等の関係機関との連携を強化し、新たな物産品に関す
る情報を中心とした物産関連情報の収集及び情報提供を積極的に行うことを目的に
「平成２７年度各地域物産振興協会打合せ会議」を開催しました。
開催日時 平成２７年５月８日（金）１０：３０〜１２：００
会
場 群馬県庁 ２８１会議室
議
題 ①地域住民生活等緊急支援のための交付金について
②インターネット物産販売事業（CASAぐんま）について
③おすすめ地域の物産市
④地域協会の実施する物産展に対する助成について
⑤平成２７年度協会員名簿作成について
⑥ぐんまちゃん家の活用について
⑦その他
出 席 者 ２６名（各地域物産振興協会・群馬県観光物産課・群馬県観光物産国際
協会事務局）

４ 群馬県産品普及宣伝事業
（１）県内物産カタログによる紹介宣伝事業
県内物産のＰＲ及び通信販売等を目的に名産品カタログ「ぐんまの逸品」を作成し、
幅広く配布しました。
・作成部数 ２万３千部
・情報掲載店舗数 １４７件
（２）品質及びデザインの向上促進及び指導に関する事業
１）群馬県優良県産品推奨に対する協力
県が指定する「群馬県優良県産品推奨制度」の審査会委員として参画したほか、推奨
証紙（推奨品シール）の普及及び販売促進を通じて、制度の普及に努めました。
・推奨品シール販売場 県内５カ所
群馬県観光物産国際協会事務局、沼田市物産振興会事務局、
富岡甘楽物産振興協会、太田市物産振興協会、みなかみ町観光協会
（３）物産展等開催事業
１）県内外物産展等開催
本県物産の紹介・宣伝及び県内物産業者の販路拡大及び販売ノウハウの育成を図る
ことを目的として、群馬県及び関係団体と連携・協調を図り、県内物産業者の物産展
出展意向調査を実施しながら各種会場において物産展を開催しました。
・開催回数 ３１回

・物産展開催一覧
催

事

名

会

場

名

会

期

業者数

群馬の観光物産展

アピタ東松山店

4/2（木）〜4/7（火）

食品１４･工芸 3

群馬の物産展

小田急百貨店藤沢店

4/15（水）〜4/21（火）

食品５

春のふるさとフェア

名古屋中日ビル４階全国センター

4/20（月）〜4/24（金）

食品５者

名産品フェア

ぐんまこどもの国

5/2（土）〜5/6（水）

食品２

群馬の観光物産展

アピタ桶川店

5/14（木）〜5/19（火）

食品１３･工芸２

群馬県フェア

イトーヨーカ堂伊勢崎店

5/27（水）〜5/31（日）

食品１４・工芸 3

群馬県フェア

イトーヨーカ堂大宮宮原店

5/27（水）〜6/1（月）

食品 1６・工芸３

群馬の観光物産展

アピタ前橋店

5/29（金）〜6/2（火）

食品１３・工芸１

三越伊勢丹松戸

三越伊勢丹松戸

６／２(火）〜６／１０（水）

食品１

新潟と群馬の物産展

福田屋百貨店インターパーク店

6/10（水）〜6/16（火）

食品１７・工芸３

群馬物産展

イオンモール高崎

6/11（木）〜6/14（日）

食品５

おすすめ！地域の物産市

群馬県庁県民ホール

7/2（木）〜7/6（月）

食品４７・工芸１３

群馬県フェア

イトーヨーカ堂伊勢崎店

9/８（火）〜９/13（日）

食品１９・工芸 3

群馬県フェア

イトーヨーカ堂大宮店

9/８（火）〜９/13（日）

食品 8

ぐんまのおいしもの展

ぐんまこどもの国

9／19（土）〜9／23（水）

食品４

群馬県フェア

イトーヨーカ堂大宮宮原店

9/30（水）〜10/4（日）

食品 1６

群馬県フェア

イトーヨーカ堂東大和店

10/14（水）〜10/19（月）

食品６

第１１回大群馬展

スズラン高崎店

10/21（水）〜10/27（火）

食品５２・工芸９

群馬の観光物産展

イオンモール太田

10/23（金）〜10/28（水）

食品 11・工芸 4

ぐんまフェア

イオンモール高崎

10/24（土）〜10/28（水）

食品５

県民マラソン

前橋市

１１／３（火）

食品 8

群馬の観光物産展

けやきウォーク前橋・アピタ前橋店

11/5（木）〜11/10（火）

食品 18

ぐんま物産フェア

ＳＭＡＲＫ伊勢崎はるなプラザ

11/21（土）〜11/23(月）

食品 15・工芸２

冬のふるさとフェア

名古屋中日ビル４階全国センター

11/30(月）〜12／4（金）

食品 5

第１１回大群馬展

スズラン前橋店

1/13（水）〜1/19（火）

食品 52・工芸 9

第３７回群馬展

高崎髙島屋

1/27（水）〜2/2（火）

食品 64・工芸 11

北関東３県物産展

福田屋(宇都宮市）

2/17（水）〜2/22（月）

食品 13・工芸 2

ふるさとの食 にっぽんの食

代々木公園けやき並木通り

3/12(土）･3/13(日）

食品８者

群馬フェア

アピタ木更津

3/18（金）〜3/21(月）

食品 6 者

ぐんま物産フェア

ＳＭＡＲＫ伊勢崎はるなプラザ

3/19（土）〜3/21(月）

食品 12 者

群馬フェア

アピタ市原

3/25（金）〜3/28(月）

食品 8 者

２）大型商業施設等における本県産品の常設販売による紹介・宣伝推進事業
本県物産の紹介・宣伝及び県内物産業者の販路及び販売ノウハウの育成を図るため、
民間の大型商業施設等と連携し、常設販売による本県産品等の紹介・宣伝に努めた。
・ジョイフル本田宇都宮店

・ジョイフル本田新田店

（４）群馬県産品の紹介宣伝及び試験販売等事業
群馬県から「ぐんまちゃん家管理運営事業」を受託し、群馬県の観光宣伝及び群馬県
産品の PR 等を行うとともに、群馬県産品等の販売を行いました。
１）群馬県産販売等
・常設物産販売コーナーにおける物産販売等
群馬県の代表的物産品や群馬県産品の常設販売を積極的に行うとともに、商品選
定・在庫管理・棚卸・商品リサーチと分析・フィードバック業務を行い、商品紹介と
販売増に努めました。
・品目数 ８９３品目
・人気商品ベスト５（月によって入れ替わる）
１位 神津牧場ソフトクリーム ２位焼きまんじゅう（ほたかや）
３位 かりんと饅頭 ４位 レモンケーキ ５位 オール群馬のおっきりこみ
・チャレンジコーナーの設置及び運営
県内物産業者・団体等の販路拡大の契機とするため、販路拡大に挑む意欲のある業
者を募集し、販売期間１か月以内で試験販売を行い、好評であった商品を常設販売品
として取扱を行いました。
・出品業者数 ４４者

・商品数 ７４品

・常設販売となった商品 ４０品

・企画コーナーの運営
ぐんまちゃん家の集客力を高めるため、対面販売による物産品販売の企画コーナー
を運営しました。
・参加業者数 ７９者

・営業日数 ２４９日

２）首都圏における物産販売業務（出張ぐんまちゃん家）
ぐんまちゃん家以外で首都圏における物産販売業務を行いました。
（開催回数３３回）
タイトル

場所

日程

1 大相撲ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｰﾑ前橋

前橋

5/12、5/13

2 有楽町地域交流物産展 全国手土産自慢

有楽町

5/23、5/24

3 ご当地フェスティバル

すみだ

5 月 30 日

4 群馬県ﾌｪｱ（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大宮宮原店）

大宮

5/27〜6/2

5 花の観光展スマーク

伊勢崎

6月7日

6 地域活性センター30 周年企画 自治体ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟﾐﾆまつり

日本橋

7 月 14 日

7 夏のぐんま物産展（三井住友銀行）

丸の内

7/15、7/16

8 群馬観光展（サマーランド）

あきるの市

7 月 30 日

9 アンテナショップ祭り（立川高島屋）

立川

7/29〜8/3

10 ゆるキャライベント

お台場

8月8日

11 群馬物産市（大宮高島屋）

大宮

8/26〜9/22

12 SAITAMA Smile Woman フェスタ 2015

大宮

9/12、9/13

13 第 2 回ご当地キャラまつり in 須崎

高知

9/12、9/13

14 北陸上信越の味めぐり（さいか屋横須賀店）

横須賀

9/30〜10/6

15 群馬県ﾌｪｱ（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大宮宮原店）

大宮

9/30〜10/4

16 神奈川県庁共同キャンペーン

横浜

10/11

17 ぐんま物産展

東大和

10/14〜10/19

18 ぐんまの山村フェア

千代田区

10/15

19 ご当地名産フェア（大宮高島屋）

大宮

10/15〜10/20

20 ご当地キャラ博 in 彦根

彦根

10/17、10/18

21 サンリオピューロランド

多摩

10/24

22 ＪＲＡウインズ渋谷

渋谷

10/31、11/1

23 秋のぐんま物産展（歌舞伎座タワー）

銀座

11/12

24 世界キャラクターさみっと in 羽生

羽生

11/21、11/22

25 ゆるキャラグランプリ 2015

浜松

11/21〜11/23

26 関東ブロック 春の観光展

池袋

1/29、1/30

27 群馬県アンテナショップフェア（大宮高島屋）

大宮

2/3〜3/8

28 世界らん展

文京区

2/13〜2/19

29 第 30 回日本がん看護学会学術集会

幕張

2/20、2/21

30 アンテナショップご当地名産品フェア（大宮高島屋）

大宮

3/16〜3/21

31 SATOYAMA&SATOUMI movement

横浜

3/19、3/20

32 群馬物産フェア

木更津

3/18〜3/21

33 群馬物産フェア

市原

3/25〜3/28

（５）ぐんまの通販サイト「CASA ぐんま」の運営
本県経済活性化の一助になるよう、本県物産の具体的な販売と物流の活性化に資する
ため、
「ぐんまの通算サイト「CASA ぐんま」
」を本格的に運用しました。
・出品申込業者数 １２６者
・出品数 ４８６品
・販売数 ２，４３２件
・販売総額 １４，９４４，０００円
※ 平成２７年７月から２８年３月２１日まで国の交付金を活用した
「ふるさと割引」
を実施しました。
（６）「ふるさと名物商品」の割引支援事業受託【県委託事業】
全国へ広く県産品の情報発信と販売を行うとともに、インターネット通販のノウハ
ウの教授など、県内物産業者の育成と県内の消費喚起を行うため、国の「地域住民生
活等緊急支援交付金（消費喚起・生活支援型）事業」を活用し、県が実施する「ふる
さと名物商品」の割引支援事業を受託し、下記事業を運営する中に追加して「ふるさ
と割」として展開しました。
１）ぐんまの通販サイト「CASAぐんま」における「ふるさと割」実績
・参 加 業 者 数 ８７者

・対象登録商品数 ３１７品
・販 売 商 品 数 ４，１０２品
・販 売 総 額 １２，４２７，２７６円
２）ぐんまちゃん家における「ふるさと割」実績
・参加業者数 １，７８４者（重複数含む）
・対象登録商品数 ７，２１３品
・販売商品数 ２９４，８８１品
・販 売 総 額

１３５，８３３，００６円

（７）ぐんまふるさと納税お礼の品提供等業務委託【県委託事業】
「CASA ぐんま」の商品の中から、
「ぐんまふるさと納税返礼品」を募集し、選定・
調達・発送業務を行いました。
・返礼品数４４個

・注文数２８４個

Ⅱ 国際交流事業
１ 多文化共生支援事業
（１）
「多言語インフォメーションセンター」の運営
総合相談機能を有する多言語インフォメーションセンターにおいて、多文化共生と
国際交流・協力、国際観光の推進に資する通訳・翻訳、相談を行いました。
・実績

３４７件（相談１３６件、通訳９８件、翻訳１１３件）

（２）外国人のための法律相談
県民や在住外国人からの各種相談に対し、５カ国語（英語、ポルトガル語、スペイン
語、中国語、タガログ語）により、専門的内容を含めた広範な情報提供を行うとともに、
弁護士、
行政書士、
社会保険労務士による無料相談会を市町村と連携して実施しました。
第 1 回 平成 27 年 7 月 19 日（日）桐生市市民文化会館 相談件数 8 件
第 2 回 平成 27 年 9 月 27 日（日）大泉町公民館南別館 相談件数 16 件
第 3 回 平成 27 年 12 月 13 日（日）高崎市役所 相談件数 11 件
第 4 回 平成 28 年 2 月 8 日（日）伊勢崎市役所 相談件数 18 件
（３）多言語サイト「All Around GUNMA」の運営
外国人を対象とした県内の生活・観光情報や、県民へ向けた国際交流・協力に関する
情報を収集し提供する多言語サイトを5カ国語（英語、ポルトガル語、スペイン語、中国
語、日本語）で運営し各種情報提供を行いました。
アクセス総数 １９，８５３回

（４）多言語メールマガジン発信
多言語サイトと連動し、県内の生活・観光情報等を４カ国語（英語、ポルトガル語、
スペイン語、中国語）で発信する多言語メールマガジンを発信しました。
発行回数：毎月１回 年１２回
登録者数：ポルトガル語219名・スペイン語136名・英語415名・中国語146名
（５）多言語情報誌「THE GUNMA GUIDE」発行
在住外国人を対象に県内の生活・観光情報、各国際交流団体等の情報を掲載した多言
語情報誌を4カ国語（英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語）で発行しました。
発行回数：隔月１回 年６回
発行部数：各言語（４言語）５００部
配布先：県内在住外国人、市町村国際交流協会、国際関係団体
（６）日本語学習支援事業
在住外国人の日本語学習を支援するボランティアの養成を目的とし、日本語学習支援
のための基礎的な知識を習得する講座を開催しました。
期 間 平成２８年２月６日（土）、２月１４日（日）、２月２１日（日）、
２月２８日（日）全４回
会 場 群馬県庁昭和庁舎
講 師 群馬大学国際教育・研究センター所属准教授、講師計４名
受講者 １８名

２ 国際交流・協力推進事業
（１）国際交流ボランティア人材バンクの運営/育成事業
６種類のボランティア(通訳・翻訳／ホームステイ／日本文化紹介／海外事情紹介／
日本語支援／イベント協力）の登録及び紹介を行い、協会及び県や市町村等の実施する
国際交流事業などに協力しました。
・協力件数 １６件（延べ２１名）
（２）ぐんま観光体験バスツアー
在住外国人と地域住民との交流や観光促進を目的としてバスツアーを実施しました。
日 程

平成２８年１月１７日（日）

訪問先

ノルン水上スキー場、水紀行館

参加者

４４名

（３）国際交流団体等連携事業
県内各市町村国際交流協会等とのネットワーク構築強化を図るとともに、相互連携を
深め、共通する課題に対する研修及び情報共有を行う連絡会議を開催しました。
日 時

平成２７年８月２８日（金）午後１時３０分

場 所

群馬会館 広間

（４）県内国際交流・協力団体活動調査及び情報提供事業
県内の各種国際交流・協力団体の構成､活動状況等の調査を行い、当協会のホームペ
ージ上で公開し、県民への情報提供を行いました。
・掲載団体数：１１６団体
（５）国際理解推進事業
国際理解教育・国際協力に関する参加型セミナーや県内スタディーツアーをJICAと連
携し開催することにより、世界や地域の課題に目を向け、国際的な市民活動の活性化を
図りました。
○国際理解スタディーツアー
日 程

平成２７年１１月２２日（日）

場 所

大泉町

内 容

大泉町の交流イベント「グルメ横丁」やブラジル系商店の見学、サンバ
体験、外国籍住民やブラジルで活動した日本人の講演により在住外国人
との共生や異文化について理解を深めた

参加者

１０名

○ぐんまグローバルセミナー
日 程

平成２８年２月２０日（土）

会 場

群馬県庁291会議室

内 容

教師海外研修授業実践報告（ザンビア）「食のグローバリゼーション」
アクティブラーニングを活用した国際理解ワークショップを実施。

受講者

２９名

３ 外国人未払医療費対策事業
外国人を診療したが受け取るべき医療費を回収できないでいる医療機関に、その医療
費の一部を補填する事業を行いました。
・医療機関数 延べ 11 機関

・人数 25 名

・補填総額 2,110 千円

４ 国際戦略推進翻訳･通訳等サポート基金事業【県委託事業】
（一財）自治体国際化協会群馬県支部の活動を円滑にし、一層の地域国際化推進を
図るため、翻訳・通訳・情報収集・発信等の業務を行いました。

Ⅲ 旅行業事業
（１）宿泊企画商品開発及び送客業務等
宿泊企画商品「平日特別宿泊プラン『温泉三昧』」の宿泊斡旋や旅行に関する広告
の取扱を行い、誘客及び送客に努め、７０９名の送客を行いました。

（２）群馬県教育旅行現地視察会【ぐんま総合情報センター委託事業】
ぐんま総合情報センターから群馬県教育旅行現地視察会催行業務受託し実施しまし
た。
・開催日 平成２７年８月２３日（日）〜２４日（月）
・参加者数 ７名
（３）モニターツアー「世界遺産物語」【シルクカントリーぐんま連絡協議会委託事業】
シルクカントリーぐんま連絡協議会からモニターツアー「世界遺産物語」の催行業
務を受託し実施しました。
・開催日

平成２７年１０月２日（金）

・コース数

４コース

・参加者数

９４名

（４）日本遺産「かかあ天下−ぐんまの絹物語−」モニターツアー
【かかあ天下ぐんまの絹物語連絡協議会委託事業】
かかあ天下ぐんまの絹物語連絡協議会から日本遺産「かかあ天下−ぐんまの絹物語
−」モニターツアー催行業務を受託し実施しました。
・開催日

3/12（土）、3/18（金）

・コース数

２コース

・参加者数

７８名

（５）群馬の歴史文化遺産を巡るモデルツアー
【群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行員会委託事業】
群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行員会から群馬の歴史文化遺産を巡るモデル
ツアー催行業務を受託し実施しました。
・開催日

3/15（火）、3/23（水）、3/24（木）、3/27（日）
（※3/23（水）は最少催行人員に満たないため催行中止）

・コース数

４コース（うち１コースは催行中止）

・参加者数

７７名

Ⅳ 観光施設事業
（１）赤城事業
県立赤城公園内において、厚生・文教施設設置者からの委託を受け、地域内の給水
施設維持管理業務を行いました。
（２）榛名事業
県立榛名公園内において、榛名湖オートキャンプ場の運営業務を実施しました。榛
名湖オートキャンプ場の運営業務については、民間業者に管理運営を委託し、4月から
11月までの営業により、９，９８２人の利用がありました。

Ⅴ 財団の運営
１ 理事会、評議員会の開催
（１）理事会
日時

平成２７年５月２９日（金）午後３時００分

会場

群馬県庁 ２９２会議室

議案

①平成２６年度事業報告及び決算について
②平成２７年度事業計画変更及び補正予算について
③理事の改選について
④評議員の補欠選任について
⑤平成２７年度通常評議員会の開催について

報告

①理事長・専務理事・常務理事の職務執行状況報告について
②館林市物産振興協会の名称変更について

原案のとおり承認可決されました。
（２）評議員会
日時

平成２７年６月１９日（金）午前１０時００分

会場

ヤマダグリーンドーム前橋 １０４会議室

議案

①平成２６年度事業報告及び決算について
②平成２７年度事業計画変更及び補正予算について
③評議員の補欠選任について
④理事の改選について
⑤常勤役員の報酬について

報告

①館林市物産振興協会の名称変更について

原案のとおり承認可決されました。
（３）理事会
日時

平成２７年６月１９日（金）午後２時３０分

会場

ヤマダグリーンドーム前橋 １０４会議室

議案

①理事長及び専務理事の選定について

原案のとおり承認可決されました。
（４）理事会
日時

平成２７年１１月２４日（火）午後２時００分

会場

ベイシア文化ホール（群馬県民会館） ５０６会議室

議案

①理事の補欠選任について
②評議員の補欠選任について
③平成２７年度第１回臨時評議員会の開催について

報告

①会員負担金について
②平成２７年度上期事業報告について
③理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

原案のとおり承認可決されました。
（５）評議員会
日時

平成２７年１２月２日（水）午前１０時３０分

会場

群馬県庁 調和庁舎 ３５会議室

議案

①理事の補欠選任について
②評議員の補欠選任について

報告

①会員負担金について
②平成２７年度上期事業報告について
③理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

原案のとおり承認可決されました。
（６）理事会（書面評決）
発議日 平成２８年１月２２日（金）
議案

①定款の一部変更について
②平成２７年度補正第２号事業計画変更について
③平成２７年度補正第２号予算について
④正会員の加入について
⑤平成２７年度第２回臨時評議員会の開催について

理事全員の同意があり、且つ監事全員の異議申し立ても無く原案のとおり承認
可決されました。
（７）評議員会（書面評決）
発議日 平成２８年２月８日（月）
議案

①定款の一部変更について
②平成２７年度補正第２号事業計画変更について
③平成２７年度補正第２号予算について

評議員全員の同意があり、原案のとおり承認可決されました。
（８）理事会
日時

平成２８年３月１７日（木）午後２時００分

会場

群馬県庁 昭和庁舎 ２１会議室

議案

①平成２８年度事業計画及び収支予算について
②平成２７年度補正第３号収支予算について
③当協会組織体制改編及び諸規程の一部改定について
④観光関係功労者表彰について
⑤平成２７年度第３回臨時評議員会の開催について

報告

①当協会職員の初任給、昇給、昇格等の基準の一部改定に伴う報告につ
いて

原案のとおり承認可決されました。

（９）評議員会
日時

平成２８年３月２２日（火）午後２時００分

会場

群馬県庁 昭和庁舎 ２１会議室

議案

①平成２８年度事業計画及び収支予算について
②平成２７年度補正第３号収支予算について

原案のとおり承認可決されました。
２ 監査
（１）平成２７年度事業報告及び決算の監査
日時

平成２８年５月２６日（木）午前１０時００分

会場

公益財団法人群馬県観光物産国際協会事務局

内容

①事業報告書（国際交流事業・観光物産振興事業・宿泊斡旋事業・観光
施設事業・その他）
②理事の職務執行状況
③決算書（公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計）

３ 理事並びに監事及び評議員の変更
（１）理事の交替について
平成２７年６月１９日（任期満了）
理事長 田村亮一、専務理事 野口 勤、常務理事 一文字雅晴、
理事 石曽根信行、理事 市川捷次、理事 入内島一崇、理事 大澤孝志、
理事 大森隆博、理事 岡村興太郎、理事 岡本有司、理事 金居成治、
理事 山岸栄子、理事 佐藤憲一、理事 末村歓也、理事 須藤 温、
理事 曽我孝之、理事 高野博道、理事 戸塚俊輔、理事 富澤健一、
理事 長岡 武、理事 星野 寛、理事 中澤 敬、理事 柳澤光雄、
理事 湯浅太郎
平成２７年６月１９日（就任）
理事長 市川捷次、専務理事 野口 勤、理事 石川秀之、理事 石曽根信行、
理事 入内島一崇、理事 大澤憲一、理事 大澤孝志、理事 大森隆博、
理事 岡村興太郎、理事 岡本有司、理事 佐藤憲一、理事 正田 隆、
理事 末村歓也、理事 須藤 温、理事 曽我孝之、理事 高野博道、
理事 田村亮一、理事 千代清志、理事 富澤健一、理事 中澤 敬、
理事 福田順子、理事 星野 寛、理事 柳澤光雄、
平成２７年１１月３０日（辞任） 理事 佐藤憲一
平成２７年１２月３日（就任） 理事 江原 徹
（２）評議員の交替について
平成２７年４月１日（辞任） 評議員 黒澤達也
平成２７年５月２３日（辞任） 評議員 高橋秀一
平成２７年６月１９日（辞任） 評議員 渡辺幸男

平成２７年６月１９日（就任）
評議員 金子昌彦、評議員 北村幸雄、評議員 戸塚俊輔、評議員 森田 繁
平成２７年１０月１５日（辞任） 評議員 能登谷英樹
平成２７年１２月３日（就任） 評議員 前川秀人

