
 

第２号議案 令和 1（２０１9）年度 事業報告書 

（2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日まで） 

 

特定非営利活動法人赤城自然塾 

 

１ 事業実施の成果 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

 環境保護・保全活動においては、継続主催事業としてぐんま緑の県民基金を活用し、前橋市富

士見町の西大河原地区小野里工業の森の松枯れ対策として整備を行いながら、試験区での植林

を行っての適正植生調査を行っているが、2019年度は菱電商事株式会社北関東支社の社員の皆

さんとそのご家族の参加協力のもと植林、獣害防止ワイヤーネット巻きを行い、森林保全の調

査を兼ねた森林教育普及啓発を行うことができた。同事業では、広瀬川河畔緑の少年団を対象

に 2018年度に鳥の巣箱を設置、2019年度にモニタリングを行ったが、結果としては鳥の巣箱活

用は確認できなかった。2020年度は場所や木を変えるなどして継続してモニタリングを行う方

向。そのほか、同団とは、風鈴設置による獣害対策活動を行い、森林教育・普及啓発を行った。 

同県民基金事業では、前橋市三夜沢町（三夜沢地区）の松枯れ林地再生森つくりについても開

始より 5 年目となったが、鹿の増加による植林木への獣害が深刻である。赤城南麓森林組合、

また同組合を通して土地の所有者、群馬県と協議し、2020 年度より赤城山オートキャンプ場が

参画し、新たな形での森づくりを進めることで進めていく。 

は、県民基金事業として、広瀬川緑の少年団を対象に 2018年度巣箱を設置、2019年度にモニタ

リングを行ったが、結果としては鳥の巣箱活用は確認できなかった。2020 年度は場所や木を変

えるなどして継続モニタリングを行う。そのほか、同団とは、風鈴設置による獣害対策活動を

行い、子供たちに森林教育を行った。 

 また、赤城山環境ガイドボランティア事業では、同事業コアメンバーボランティアの協力のも

と、赤城山検定、並びに養成講座としての実践を行うことができた。そうした取り組みを通じ

て、同事業で行っている JR前橋駅からの急行バス車内におけるガイド活動には、新たなガイド

挑戦者が 2名増加した。 

 

交流促進事業(赤城山ツーリズム)に関しては、登山や写真、自転車、アニメなど趣味やサブカ

ルチャーに着目をおき交流を進め、赤城山とその周辺地域の豊かな自然環境をＰＲできた。ま

た、インバウンド向けには、赤城山の環境をいかしたアクティビティを打ち出し、実際に体験

していただいたところ、アンケート結果から今後の可能性を感じることができた。新型コロナ

ウィルス感染症の拡大の影響が懸念されるところであるが、まずは、国内の 30～40代、次いで

若者への PRを続け、観光を通しての地域への経済効果と、環境の大切さの訴求を続けていく。

また、インバウンドに関しても受入環境の整備を進めていく。 

 

事務局を務めている赤城山の自然活動推進協議会では、有志が覚満淵の開花状況調査を 4 年間

行っており、その調査結果をまとめた「覚満淵 花ごよみ」(A3折パンフレット)を、同協議会と



 

赤城自然塾が協力して作成することができた。同協議会で行っている自然観察会の資料として

活用するだけでなく、赤城山、また覚満淵を訪れる一般の方にも覚満淵の季節ごとの花をお楽

しみいただきながら、自然の大切さや環境保護・保全について考えていただくきっかけとなる

よう、自然保護協力金の寄付のもとの配布をします。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１） 特定非営利に係る事業 

 別添２－１、２－２ 

 

３ 会議の開催に関する事項 

（１）総会 

令和 1(2019)年 5月 23日 令和 1(2019)年度総会をオーベルジュ音羽倶楽部にて開催 

（２）理事会 

令和 1(2019)年 5月 23日 理事会をオーベルジュ音羽倶楽部にて開催 

令和 1(2019)年 9月 19日 理事会をオーベルジュ音羽倶楽部にて開催 



森づくり事業（自然環境の保護・保全推進）

月 日
従事者
の人数

協力団
体・ボラ
ンティア

AKGの森づくり 協力 下刈り、補植作業 4 1
あかぎ団
(AKAGIDAN)

国立赤城青少年
交流の家

赤城国際カント
リー隣

1 4
あかぎ団・あ
かぎ団サポー
ター

100

甦らせようニッコウキスゲ 事務局 シカ柵の補修・点検
4
1

25
14

赤城山の自然
保護活動推進
協議会

赤城山覚満淵 1
延べ
127

27回

赤城山の自然保護活動 事務局 役員会 5 10
赤城山の自然
保護活動推進
協議会

昭和庁舎 3 役員 17

赤城山の自然保護活動 事務局
覚満淵の開花調査、調査
結果をまとめた覚満淵の
花ごよみ制作

5
10

赤城山の自然
保護活動推進
協議会

赤城山覚満淵 1
延べ
50

一般

AKGの森づくり 協力 下刈り、補植作業 6 30 あかぎ団
国立赤城青少年
交流の家

赤城国際カント
リー隣

1 5
あかぎ団・あ
かぎ団サポー
ター

100

赤城元気会議継承事業 主催 R３５３の道路清掃 7 5
旧赤城げんき会
議関係者

R353 4 31

赤城山の自然保護活動 事務局 役員会・自然観察会下見 7 11
赤城山の自然
保護活動推進
協議会

赤城山覚満淵 2 17

赤城山の自然保護活動 事務局 自然観察会 7 15
赤城山の自然
保護活動推進
協議会

赤城山覚満淵 4 一般 50

前橋工業高校生徒による森づくり準備 共催 下刈り 8 17 FG21
国立赤城青少
年交流の家

1 9
FG21、森林組
合

前橋工業高校生徒による森づくり 共催 下刈り・ツル取り 8 19 前工、FG21
国立赤城青少
年交流の家

1 10 前工生徒 43

赤城山の自然保護活動 事務局 役員会・ススキの試験刈り 8 21
赤城山の自然
保護活動推進
協議会

赤城山覚満淵 3 13

AKGの森づくり 協力 下刈り・ツル取り 9 8
あかぎ団
(AKAGIDAN)

国立赤城青少年
交流の家

赤城国際カント
リー隣

1 10
あかぎ団・あ
かぎ団サポー
ター

120

松枯れ林地再生森づくり 主催
下刈り
※ぐんま緑の県民基金

9 24
ぐんまインタープ
リーター協会

三夜沢地区 1 5
森林ボラン
ティア

TOYOTA SOCIAL FES! 協力
防鹿ネット巻き、自然観察
会、クラフト

10 20 上毛新聞社 TOYOYA販社 赤城山覚満淵 3 22 一般 126

松枯れ林地再生森づくり 主催
植林・獣害防止ワイヤー
メッシュ設置
※ぐんま緑の県民基金

10 27
森林インストラク
ター会

西大河原地区 1 6
菱電商事親
子

35

松枯れ林地再生森づくり 主催
獣害防止ワイヤーメッシュ
設置
※ぐんま緑の県民基金

11 10
森林インストラク
ター会

西大河原地区 1 2
菱電商事親
子

10

甦らせようニッコウキスゲ 事務局 ササ刈り・散策道の補修 11 10
赤城山の自然
保護活動推進
協議会

赤城山覚満淵 2 13
会員・赤城山
観光連盟

赤城山の自然保護活動 事務局 役員会 1 24
赤城山の自然
保護活動推進
協議会

昭和庁舎 2 13

森林環境教育フィールドづくり 主催
巣箱のモニタリング、防鹿
風鈴、雛飾り
※ぐんま緑の県民基金

2 23
森林インストラ
クター会

西大河原地区 1 1 緑の少年団 7

人づくり事業（自然環境教育と指導者の育成）

月 日
従事者
の人数

協力団
体・ボラ
ンティア

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 第55回コアメンバー会議 4 22 元気２１Mサポ 3 6

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 「初夏のツツジ」下見 5 前橋市 小沼・長七郎山 1

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 「初夏のツツジ」実践 5 26 前橋市 小沼・長七郎山 1 2 一般 7

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 第56回コアメンバー会議 5 29 元気２１Mサポ 2 4

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 第7回赤城山検定3級 6 1 前橋市
前橋プラザ元気

２１
3 3 一般 12

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催
赤城山直通バスでのガイド
（土・日曜日、祝日第１便）

6

10

15
～
20

前橋市・関越交通
㈱

関越交通バスビジター
センター行き 1

19
（延べ56
日人）

赤城山急行
バス利用客

700名以上

令和１(２０１９)年度　事業報告

受益対象
数（参加
者数）

従事者の人数
実施
日

事業内容

事業の実施に関する事項　　特定非営利に係る事業

事業名 事業内容

受益
対象

実施場所事業名
主催者
共催者

協力・後援団体

実施
日

主催者
共催者

協力・後援団体 実施場所

従事者の人数

受益
対象

受益対象
数（参加
者数）

資料2-1



赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 第57回コアメンバー会議 8 23 元気２１Mサポ 2 5

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 「真夏の赤城山」下見 8 前橋市
地蔵岳、小沼、

覚満淵
2

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 「真夏の赤城山」実践 8 24 前橋市
地蔵岳、小沼、

覚満淵
2 3 一般 6

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 第58回コアメンバー会議 10 2 大胡支所 2 7

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催
第6回赤城山検定2級、第5
回赤城山検定2級

10 5 前橋市
前橋プラザ元気

２１
3 3 一般 12

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 「 秋の紅葉」実践　下見 10 7 前橋市 出張山・薬師岳 1 2

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 「 秋の紅葉」実践 10 19 前橋市 出張山・薬師岳 1 3 一般 3

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催
ガイド依頼による実践（武
蔵野市野外活動センター）

10 20
地蔵岳・小沼・

鳥居峠
2 5 武蔵野市民 43

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催
ガイド依頼（立石さん）によ
る実践

10 26 出張山・薬師岳 1 1 一般 2

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 第59回コアメンバー会議 11 21 大胡支所 2

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催
「冬の赤城山を体験しよう」
スノーシューでのスキル
アップ研修　下見

2 7 前橋市
大沼、覚満淵、

鳥居峠
1 3

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催
「冬の赤城山を体験しよう」
スノーシューでのスキル
アップ研修

2 8 前橋市
大沼、覚満淵、
ビジターセン

ター
4 3 5

赤城山環境ガイドボランティア事業 主催 第59回コアメンバー会議 2 13 大胡支所 3 4

上下流域交流事業（赤城山ツーリズム）

月 日
従事者
の人数

協力団
体・ボラ
ンティア

4 1

3 31

大胡地区スローシティ事業 受託

前橋・赤城スローシティ理
念を活用した交流促進業
務として大胡地区のPR動
画・チラシデータの制作

前橋市より受託
前橋市大胡地
区

1 一般

4 1

3 31

4 1

3 31

前橋・赤城スローシティ地域づくり推進業
務

受託

前橋・赤城における自然・
歴史・文化・地域に根付く
食や農業などの地域資源
を活用したスローシティとし
ての取り組みやイベントな
どを地域づくりとして実施
する事業に対して支援を
行うことで、スローシティエ
リアの魅力発信と地域の
活性化を図るもの
2019年度支援事業
①AKAGI PIG-OUT CAMP
（イベント）同実行委員会
主催
②赤城古民家IRORI場「赤
城山スローシティ・インフォ
メーションセンター」（改修
整備）合同会社IRORI場

前橋市より受託
前橋・赤城ス
ローシティエリ

ア
2 一般

受託 前橋市より受託

赤城山ツーリズム
赤城山観光振興補助事業

（観光地域づくり）
詳細別添　　参照-

白樺牧場ツツジ保護及び誘客事業創出
業務

受託
赤城白樺牧場での羊によ
る除草効果試験、誘客創
出

前橋市より受託

県立赤城公園ビジターセンター等施設管
理業務

ビジターセンター及び、環
境教育施設である県立赤
城公園ビジターセンター等
施設管理（窓口・問い合わ
せ対応含む）
・山頂付近の情報発信
・登山道状況確認
・ビジターセンターを拠点
にした自然観察会ガイドや
自然保護・保全活動。

県立赤城公園
ビジターセン

ター及び、山頂
エリア

6 6

前橋市・桐生市
補助事業

前橋市・桐生市 別添参照

赤城白樺牧場、
赤城山古民家

IRORI場等

2 一般

一般

3

事業名 事業内容

実施
日時

主催者
共催者

協力・後援団体 実施場所

従事者の人数

受益
対象

受益対象
数（参加
者数）



12 8

2 8

2 9

2 11

2 15

2 23

サイクルナビゲーター養成 共同実施

群馬県観光物産国際協会
の地域連携モデル事業に
採択され、共同してサイク
ルナビゲーター養成を行っ
た。
赤城山を中心とした地域
資源を活用したサイクリン
グツアーやイベント時のナ
ビゲーターとして活躍を目
指すもの。
交通ルール、メカニック、ガ
イドの役割心得などについ
ての講習、実技講習を行っ
た。
また、ガイドOJTとしてLINE
トラベルの取材対応をし、
２記事が掲載。
＊経費は群馬県観光物産
国際協会が負担

群馬県観光物産
国際協会（広域

DMO）
地域連携モデル

事業

赤城山南麓、黒
保根地区

2 受講生 24

びゅう旅行商品　B.B.BASEで行く赤城山 受入

前橋市とJR東日本高崎支
社の依頼による、群馬プレ
DC特別企画として販売さ
れた、びゅうトラベルサー
ビス　「B.B.BASEで行く赤
城山サイクリングツアーin
前橋」の企画調整と受入
参加者は希望の2コースに
分かれ「ヒルクライムコー
ス」と「グルメライドコース」

6 2
前橋市、JR東日
本高崎支社より

依頼

赤城山山頂エリ
ア、南麓エリア
を中心とした前
橋市、吉岡町

2 10 一般 18



令和1(2019)年度　赤城山観光振興補助事業・赤城山ツーリズム事業報告
特定非営利活動法人 赤城自然塾

実施内容 実施実績

内部企画

1　赤城南面千本桜×前橋カメラ部企画　撮影ボランティア
2　国指定重要文化財 阿久沢家住宅　桜ライトアップ
3　外国人観光客×ガイドマッチングサイト「guru guru guide」での商品（ガイド
プラン）制作※サイト運営SAGOJO㈱

3　外国人観光客にガイドプランを販売しているサイト「guru guru guide」で商品(ガイドプラ
ン）造成と商品PRのための動画制作
　　既存ガイドによる商品(ガイドプラン)造成
　　Hiking in the snowy wilderness of Mt. Akagi
　　https://guruguruguide.com/plan/34

新プロモーションポスター開
発

1　赤城山ツーリズムポスター制作
①前橋市　大胡祇園まつり 暴れ獅子
②前橋市　月田近戸神社 例大祭・月田のささら

1　掲出、及び提供先
前橋市・桐生市（行政関連団体・施設、観光施設、JＲ駅、上毛電鉄）
県観光物産課、ぐんまちゃん家、群馬県観光物産国際協会
 

事業企画会議
インバウンド戦略にかかわるWS
9/20、10/16、10/23
そのほか 案件ごとに随時
宮城・粕川・富士見支所よりスロシティーパンフレット(日本語)の増刷依頼負担金
(実費分)にて対応

2018年度赤城山ツーリズム事業制作「あかぎ手帖」4,000部増刷

1　赤城山検定
　①6/1　赤城山検定3級
　②10/5　赤城山検定2級
　③10/5　赤城山検定1級

1　赤城山検定
　①受験者12名(申込13名)、合格者3名
　②受験者12名(申込15名)、合格者5名
　③受験者3名、合格者0名

2　赤城山環境ガイドボランティア養成講座実践編
　① 5/26　養成講座 実践編　『初夏のツツジ』
　② 8/24　養成講座 実践編　『真夏の赤城山』
　③10/19　養成講座 実践編　『秋の紅葉』
　④ 2/8　　養成講座 実践編　『真冬の赤城山』

2　養成講座実践編
　①参加者　7名　講師ガイドボランティア2名
　②受講者　6名　講師ガイドボランティア3名
　③受講者　3名　(申込6名)講師ガイドボランティア3名※台風による順延日程で開催
　④受講者　5名（申込9名）講師ガイドボランティア3名

3　赤城山直通バスでのガイドの実施 3　赤城山直通バスでのガイド(急行バス第1便8:45前橋駅発)
　・6/15～10/20の土日祝（6/22土砂流出のため、10/12･13台風19号による運休を除
く）39日間
　・延べガイドボランティア数56名

4　環境ガイドボランティア コース案内受託
①団体1件
　武蔵野市野外活動センター　募集型登山（地蔵岳～小沼～鳥居峠）
②個人1件（五輪峠～大沼～覚満淵）

4　環境ガイドボランティア コース案内受託
①38名+引率2名ボランティア2名看護師1名　対応ガイドボランティア5名

②2名(千葉市在住者+前橋市在住者)　対応ガイドボランティア1名

2020年度団体受入予定
①クラブツーリズム㈱九州旅行センター(覚満淵小沼ハイキング)　6/1・4・8・10、7/14、
9/29、10/6 ツアー造成
②武蔵野市野外活動センター 募集型登山　6/21
※新型コロナウィルス感染症の影響でキャンセルとなりました。

・海外経済セミナー（国内インバウンドサイクルツーリズム先進地担当者によるセミ
ナー）
・横浜バリアフリー事業 SAGOJOガイド研修兼視察
①ＡＫＡＧＩＦＴ　vol.5　12月発行（３0,000部）
②ＡＫＡＧＩＦＴ　vol.6　3月発行（30,000部）

・配布先
前橋市・桐生市（行政関連団体・施設、観光施設、JＲ駅、上毛電鉄）
県観光物産課、ぐんまちゃん家、群馬県観光物産国際協会
赤城山ツーリズム地元推進協議会会員

日本語版／英語版　管理・運営 2019年度　アクセス数(PV)　212,305
※参考　2018年度　アクセス数(PV)　81,219

各SNS発信による2020.3/31時点フォロワー数
facebook 728、Twitter 1000、Instagram 877

①AKAGIFT連動動画　ドローン撮影
②外国人観光客×ガイドマッチングサイト「guru guru guide」での商品（ガイド
プラン）PR動画

YOUTUBE 赤城山ツーリズムチャンネル、各SNSで発信
そのほか観光PR用動画として活用
①観光情報誌AKAGIFTに掲載のQRを読むとYOUTUBEにアクセスできるよう連動
②ロングver.「guru guru guide」YOUTUBEにUP、プランページでのリンク、AkagiTripでも
状況を見て紹介予定
ショートver. 「guru guru guide」・「AkagiTrip」双方のSNSで状況を見て公開

3 インバウンド対策 インバウンド受入れ対策

①外国人向けガイド育成WS＋プレモニターツアー ①2020年度に行っていく外国人向けガイド育成事業に向けて、そのプレモニターとして共愛学
園前橋国際大学、群馬大学の語学を学ぶ生徒を中心に、外国人ガイド入門のワークショップを
行うと同時に、赤城山の冬の楽しみ(氷上ワカサギ釣りや昼食、雪遊び)の体験を行った。

4 市場調査 スローシティ活用についての視察調査 チッタスロー国際会議出席、イタリア オルヴィエート視察

赤城山サイクルプ
ロジェクト

AKAGI e-Bike
Community Cycle事
業

１　e-Bike(高性能電動アシスト付きスポーツ自転車)を用いた
　　レンタサイクルの運営
　　定期サイクリングツアーの実施
2　9/14　Rapha　Womans 100 in AKAGI
　（自転車アパレルブランドRaphaが仕掛ける、世界中で同じ日に100ｋｍのス
ポーツサイクリングを女性限定で行う取り組み）

1　貸出件数　14件
　　サイクリングツアー参加者　延べ　22名

2　赤城自然塾でエントリーし、参加者を募り実施。
　　参加者　女性6名　赤城山の裾野を1週するコースで100ｋｍを走行。

桐生地区探訪ツ
アー

・黒保根資源活用プロジェ
クト

1　桐生モニターツアー　レトロ列車×大正ロマン 袴でわ鐡・黒保根秘境巡り
2　群馬県在住台湾人　桐生・新里　着物袴モニターツアー
3　外国人観光客×ガイドマッチングサイト「guru guru guide」商品造成モニ
ターツアー（商品(ガイドプラン)PR用撮影含む）

4　1/12　東武トップツアーズ「赤城山東麓 群馬県桐生市 黒保根お正月体験」

1　参加者6名
2　県内在住台湾人3名に参加いただき、素材撮りとアンケートを行った。
3　外国人観光客にガイドプランを販売しているサイト「guru guru guide」で商品(ガイドプラ
ン）造成と商品PRのための動画制作
　　ガイド2名による商品(ガイドプラン)造成
　　・Exploring around Mt. Akagi & Kiryu - 2 Days
　　　https://guruguruguide.com/plan/28
　　・【One-day girls' trip from Tokyo】Explore the retro town of Kiryu!
　　　https://guruguruguide.com/plan/35
4　東武トップツアーズ14名
　 協力者：田沢地区活性化委員会、桐生市黒保根消防第2分団、赤城山利用促進き
りゅう協議会、栗生神社宮司、（桐生市関係者4名、上毛新聞社・桐生タイムス記者 計2
名）

分類

1 DMO実施

メニュー開発
事業企画

協議会運営費（総会、企画会議等）

赤城山環境ガイドボランティア事業
※人づくり事業()ですが、費用を赤城山ツーリ
ズム（）より支出していますので、重複して掲
載しております。

研修・視察参加等

観光情報紙（AKAGIFT）継続発行　2回/
年

2 プロモーション
サイト運営管理

プロモーションサイト保守・管理・通信

プロモーションサイト動画制作・管理

赤城山ツーリズム関連調査
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実施内容 実施実績分類

・赤城山エコツアープロジェ
クト

1　2019年5/27～6/21　「普段は入れない！赤城白樺牧場 秘密の絶景ツ
アー」　プロモーション（募集チラシ作成）
　主催：AKAGIやる気塾・赤城山ガイド協会、料金：3,500円/人（昼食
付）

2　団体受入
　　①クラブツーリズム名古屋テーマ旅行センター
　　　設定日 6/4➡催行なし、6/8➡催行
　　②クラブツーリズム首都圏テーマ旅行センター カメラマンツアー
　　　設定日6/5.6催行なし

４　受入整備（多言語表示　英語）氷上ワカサギ釣り、赤城公園ビジターセン
ター

1 2019年度より料金を今までの3,000円➡3,500円に設定
　20日間の設定期間中、17日開催でき、延べ218名にご参加いただいた。
※2018年ツツジの開花が早く14日(金)で終了、10日間延べ98名（カメラマンツアーを除
く）、2017年は14日開催で67名

2　　①クラブツーリズム名古屋テーマ旅行センター
　　　6/8の1本、22名　地元ガイドとDMOが共同して受入

3　2020年度団体受入予約状況
クラブツーリズム関西国内旅行センター 6/5.12.19 ツアー造成、㈱JTBメディアリテーリング中
部事業所【旅物語】5/29、6/1・2・5・7・12ツアー造成、読売旅行高岡営業所 5/28、
6/6・8・13ツアー造成
※新型コロナウィルス感染症の影響で、取り消しとなりました。

4　JNTO(日本政府観光局)でご紹介いただくなど、インバウンドのキーとなっていくコンテンツであ
る「赤城山 大沼氷上ワカサギ釣り」と、赤城山の観光の入口である赤城公園ビジターセンター
について、ネイティブによる現地調査の上、英語での案内を制作。

桐生エリアエコツアー

1　東武トップツアーズ ×東武鉄道 エコツアー
　赤城山東麓 群馬県桐生市黒保根 田舎W体験黒保根稲刈り・ルバーブジャ
ム作りと遊びと学びの森サンデンフォレスト自販機ミュージアム見学日帰りツアー

1　東武トップツアーズ
①ツアー参加者１０名、添乗員1名

赤城旅
プロジェクト

カルチャー・サブカルチャー
ツーリズム商品開発、広報
宣伝

1 アニメツーリズム誘客プロジェクト
　TVアニメ『ヤマノススメ サードシーズン』キャラクターパネルの設置

2 AKAGI PIG-OUT CAMP　AKAGI e-Bikeブース出展

3 ムック本自転車と泊まる宿　記事掲載

1　2018年10月より1年間で契約していたキャラクターパネルを契約更新

2　みやぎ千本桜の森公園で、初開催されたAKAGI PIG-OUT CAMPにおいてAKAGI e-
Bike訴求のための試乗体験を行った。

3　赤城南麓やヒルクライムコースのサイクリングの楽しみ方紹介として、コース上の飲食店や名
所、サイクルオアシスの情報、前橋市内のホテル・旅館の掲載。

赤城山ツーリズム
プロモーション

広告宣伝用ノベルティ作
成

Akagi Trip　てぬぐい 桐生市でKIRYUてぬぐい を手掛ける平賢で作成

・赤城山ツーリズムプロモー
ション

①4/29　2019新宿御苑みどりフェスタ　ブース出展（赤城山エコツーリズム推進
協議会）

②5/25　電中研研究所公開　ブース出展

③6/8,9　ぐんま山フェスタ　前橋市・赤城山ブース出展

④7/15　第7回赤城山覚満淵 自然観察会
（主催：赤城山の自然環境保護活動推進協議会 ※赤城自然塾 事務局）

⑤7/27　赤城ふれあいの森まつり　ブース出展

⑥9/8　前橋けやき並木ストリートフェス

⑦10/20　TOYOTA SOCIAL FES!!

①新宿御苑来場者約23,766人　内みどりフェスタ来場者推定15,000人
パネル展示、パンフレット配布、ワカサギ釣りゲーム。

②来場者　1,710名
パネル展示、パンフレット配布、ワカサギ釣りゲーム
ブース協力　国立赤城青少年交流の家　缶バッヂ作り

③来場者 8(土)3,500人、9(日)3,500人　計7,000人
赤城山登山、秘密の絶景ツアーの紹介、環境ガイドボランティアの紹介など

④参加者 50名（事前申込105名、雨のため当日キャンセルが多くあった）、来賓2名、スタッ
フ20名　※覚満淵での自然観察会を通して、赤城山の環境保護の取り組みや、赤城山の自
然の魅力を伝えるもの

⑤来場者約1300名
パンフレット配布、エコバック木の葉スタンプのワークショップ。
ブース協力:国立赤城青少年交流の家(缶バッチ)

⑥前橋市内の自転車レンタル紹介ブースにAKAGI e-Bikeで参加。40名が試乗体験。

⑦参加者151名(一般108名、来賓・ゲスト各1名トヨタ県内販社16名、上毛新聞社6名、
協議会関係者19名）。
防鹿ネット巻き、自然観察会、ネイチャークラフト体験、パンフレット等配布と案内（昼食を山
頂エリアで食べて行っていただくため、飲食店マップ「あかぎめし」の配布を行った）

赤城サイクルオアシ
ス 赤城サイクルオアシス

1　赤城山におけるサイクルツーリズム推進のため、まえばしサイクルオアシスの運用
を前橋市と協力して行うもの。
※サイクルオアシスとは、サイクルラックを整備、トイレや休憩場所利用の無償提
供、工具や空気入れの貸し出しなどサイクリストに向けたおもてなしスポットです。
・2020年3月より名称をAKAGI Cycle Oasis に変更。

2　AKAGI Cycle Oasis を活用した自転車ユーザー向けのAKAGIサイクルスタ
ンプラリーを実施。
期間　2020年3/1～5/31　※2019年度事業としては、3/31時点まで

1　AKAGI Cycle　Oasis　数　前橋市内61拠点
    スタンプラリー実施による臨時拠点
　　渋川市、桐生市、沼田市、みどり市、昭和村　８拠点

2　３/１～3/31時点　AKAGI サイクルスタンプラリー参加者数　　１７２名

5 モニター事業

エコツーリズム
プロジェクト
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