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平成30年度新潟市で開催されたコンベンション統計

約50億円！！約50億円！！
学会・大会・会議・競技会・コンクール参加者による
消費金額（直接経済効果）は

◆平成30年度コンベンション統計
当協会では、平成30年度に新潟市で開催されたコンベンションの統計をまとめました。結果は下記のとおりです。（当協会把握分）

◆コンベンション参加者による消費金額（直接経済効果）： 約 50億円約 50億円
　また、コンベンション参加者へのアンケート調査より算出された、参加者に
よる新潟市内での消費金額（直接経済効果）は、約50億円（推計）となりまし
た。この他に主催者が消費する開催費用や間接経済効果も合わせるとこの数
字以上の経済効果となり、コンベンションは地元経済に非常に大きな波及効果
をもたらすことがわかります。当協会が行っておりますコンベンションの誘
致・支援活動につきまして、今後も皆様のご協力をお願いいたします。

　なお、消費金額計はあくまでも「集計」ではなく「推計」であり、結果は一つの目安として捉えるものです。
　コンベンションはその年度で開催される大会が変化しますので、年度毎に消費金額推計額が上下するのはやむを得ないことではあ
りますが、経済効果以外にも社会的効果として、環境整備の促進・都市のイメージアップ・学術/教育面でのレベルアップなど効果は
極めて大きく、地域の活性化にも大いに有効です。

56件
（内国際学会：12件）

40,369人

106件
（内国際会議：２件）

38,007人

88件
（内国際大会：４件）

53,088人

250件
（内国際規模：18件）

131,464人

件　　数
 

総参加者数

合　計競技会・コンクール大会・会議学　会

宿　泊　費
飲　食　費
交　通　費
土産・買物費
遊興・娯楽費
そ　の　他
合　　　計

19,506円
10,675円
1,833円
4,721円
1,280円
30円

38,045円

平均消費金額費　　目

新潟市滞在中の参加者1人当たりの
平均消費金額

※上記開催件数は当協会で把握する新潟県外から参加者のある学会・大会・会議・競技会・コンクールの数字です。見本市・展示会・イベント等は含まれておりません。

アンケート結果より、小数点以下省略

・第61回 日本腎臓学会 学術総会
・第22回 日本医療情報学会 春季術学大会
・第59回 日本人間ドッグ学会 学術大会
・第65回 日本栄養改善学会 学術大会
・第29回 日本緑内障学会

アンケート
調査対象
コンベンション

2019年度 人工知能学会に観光ブースを出展
６月４日から６月７日まで朱鷺メッセにて開催された「2019年度人工知能学会」に、新潟県観光協会と当
協会共同でブースを出展し、新潟の観光ＰＲ
およびコンベンションの開催環境のＰＲを行
いました。
会期中は約2,500名の参加者が訪れ、観光
ブースでは多くの方に新潟市の魅力をお伝え
することができました。
今大会では懇親会が「万代島多目的広場
（大かま）」で行われ、万代島における新た
なコンベンション施設として活用されており
ます。
今後も新潟県や関係各所と連携・協力を図
りながら、「新潟市」を積極的にＰＲして参
ります。皆様のご協力をお願いいたします。 にいがた観光親善大使によるＰＲ 朱鷺メッセを全館使用して開催

コンベンションカレンダー
Convention Calendar

県外参加者のあるもの 2019 年８月　１０月

第70回 関東甲信越静学校保健大会

NIIGATA中学生サッカーフェスティバル 新潟北ライオンズCUP 南浜2019

第3回 新潟Ｗチャレンジカップ

日本デジタル教科書学会 第8回年次大会（新潟大会）

2019年度 新潟県高等学校柔道親善錬成大会

日本海沿岸東北自動車道促進フォーラム

第23回 日本看護管理学会学術集会

第11回 生活保護問題議員研修会

　　「地方から、生活保護行政は変えられる！いのち守る自治体に」

第43回 日本神経心理学会学術集会

第38回 日本臨床運動療法学会学術大会

亀田商工会議所青年部60周年式典

The 14th International Symposium on Measurement Technology

　　and Intelligent Instruments - ISMTII-2019

第25回 日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会

第45回 社会人野球日本選手権最終予選北信越地区大会

第75回 指定都市PTA情報交換会 新潟大会

日本社会科教育学会 第69回 全国研究大会（新潟大会）

青少年育成チャリティー 第6回 オープントーナメント全北陸空手道選手権大会

NIIGATAミニバスケットボールフェスティバル

 第16回 新潟北ライオンズカップ2019

JOCジュニアオリンピックカップ

　　第38回 全日本ジュニアバドミントン選手権大会

日本核医学技術学会 第25回 東北地方会 総会並びに学術大会

日本地理学会2019年秋季学術大会

第20回 ホウ素・ホウ化物および関連物質国際会議

2019年度関東弁護士会連合会定期大会及びシンポジウム

第30回 北信越地区学校図書館研究大会 新潟市大会

第52回 新潟県学校図書館研究大会 新潟市大会

日本リウマチ学会中部支部学術集会 第31回 中部リウマチ学会

第一三共ヘルスケア・レディース2019

　第32回 北信越ブロックレディース卓球大会

2019 第28回 関東甲信越ブロックTBG交流大会 in 新潟

平成31年度秋季日身連関東甲信越静ブロック協議会 代表者会議

第66回 中部日本生理学会

日本転倒予防学会 第6回 学術大会

International Conference on Advanced Technology

　　in Experimental Mechanics 2019 (ATEM'19)

第10回 選抜新潟クラブ野球大会

2019産業人クラブ全国大会in新潟

一般財団法人 日本国際政治学会 2019年度研究大会

ネイチャーアクアリウムコンベンション2019

光メモリ・画像・計測国際シンポジウム2019

北陸信越山岳観光索道協会通常総会

第71回 都市計画全国大会

第29回 全国産業教育フェア新潟大会全国産業教育振興大会
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  2（金）

10（土）～11（日）

16（金）～19（月）

17（土）～18（日）

17（土）～19（月）

22（木）

23（金）～24（土）

23（金）～24（土）

26（月）～27（火）

31（土）～9月1（日）

  1（日）

  1（日）～   4（水）

  6（金）～   7（土）

  6（金）～   8（日）

12（木）～13（金）

14（土）～15（日）

14（土）～15（日）

15（日）～16（月）

20（金）～23（月）

21（土）～22（日）

21（土）～22（日）

22（日）～27（金）

26（木）～27（金）

26（木）～27（金）

27（金）～28（土）

28（土）～29（日）

29（日）～30（月）

  2（水）～   3（木）

  4（金）～   5（土）

  5（土）～   6（日）

  7（月）～11（金）

12（土）～14（月）

17（木）～18（金）

18（金）～20（日）

19（土）～20（日）

20（日）～23（水）

23（水）

24（木）～25（金）

26（土）～27（日）

朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)

太夫浜球技場、南浜中学校 他

西川総合体育館、西川中学校

新潟日報メディアシップ、

新潟大学教育学部附属新潟小学校

鳥屋野総合体育館、アスパーク亀田 等

ホテルイタリア軒

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

新潟県立大学

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

新潟大学医学部 医療人育成センター、有壬記念館

亀田市民会館

朱鷺メッセ

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）、

万代島多目的広場

HARD OFF ECOスタジアム新潟

ホテルオークラ新潟

新潟大学教育学部、新潟高校、白新中学校、

新潟大学教育学部附属新潟小学校

新潟市東総合スポーツセンター

北地区スポーツセンター、東総合体育館、

他市内小学校

秋葉区総合体育館、鳥屋野総合体育館、

北地区スポーツセンター

新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」

新潟大学五十嵐キャンパス

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

ANAクラウンプラザホテル新潟、紫雲ゴルフ倶楽部

新潟市民芸術文化会館 他

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

亀田総合体育館

西蒲区城山運動公園

ホテル日航新潟

新潟医療人育成センター

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

鳥屋野野球場

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

ANAクラウンプラザホテル新潟

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

ANAクラウンプラザホテル新潟

新潟県民会館、新潟市民芸術文化会館

朱鷺メッセ、食育・花育センター（いくとぴあ）、

アオーレ長岡

開　催　日 コンベンション名称 参加人員 開　催　会　場

８
月

９
月

10
月
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にいがた観光親善大使 活動記録（平成 31年４～
　　　令和元年６月分）

期　　日 行　　事　　名　　称 派遣先 人員

2019年 萬代橋チューリップフェスティバル

みなとオアシスSea級グルメ北陸大会/日本海にぎわい・交流海道ネットワーク

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」寄港一般公開イベント

東武百貨店船橋店 第19回 春の長野・新潟の物産展

2019 長崎帆船まつり

クルーズ船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」歓送迎行事

第67回 ザ よこはまパレード

Ｇ20新潟農業大臣会合に係る歓迎プログラム

第５回 中部日本古稀軟式野球大会・第11回 中部日本還暦軟式野球大会

揚家老架太極武藝国際交流文化祭 in 新潟 歓迎パーティー

第10代 にいがた観光親善大使 予選会

第49回 神戸まつり

公益財団法人日本港湾協会 第92回 定時総会・港湾関係者交流会

第10代 にいがた観光親善大使 本選会

クルーズ船「シルバーエクスプローラー」初寄港歓迎式典

第43回（一社）日本口蓋裂学会・学術集会

2019年度 第33回 人工知能学会全国大会

白根水道町ポンプ場通水式

白根大凧合戦

第10回 にいがた湊まち歴史ウォーク

仙台三越「新潟食の祭典」観光PR

第47回 日本小児神経外科学術集会

新潟商工会議所「通常議員総会」

新旧交代挨拶まわり

新潟市長・副市長表敬挨拶、新潟市議会議長・副議長表敬挨拶

新旧交代挨拶まわり・交代式

新潟市

新潟市

新潟市

千葉県

長崎県

新潟市

神奈川県

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

兵庫県

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

宮城県

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

新潟市

２

１

１

１

１

１

１

３

１

１

３

１

３

３

１

２

２

１

２

１

１

１

３

３

３

３

第９代にいがた観光親善大使に選ばれた

のがもう一年も前のことなのだと思うと、

早かったような、長かったような、不思議

な気持ちになります。大使として携わった

お仕事はどれも特別で、幸せな思い出、楽

しかった思い出、美味しかった思い出、み

んな私の宝物になりました。お仕事をつつ

がなく進めるために協力してくださった全

ての方々、そして私を見守ってくださった

心優しい皆さまに、心から御礼申し上げま

す。一年間、本当にありがとうございました。

可憐で元気いっぱいの第10代にいがた観

光親善大使を、どうぞよろしくお願いしま

す。

大使になってから色々な経験をさせてい

ただきました。新潟県外でもお祭りや物産

展での活動があり沢山の思い出ができまし

た。お客様から新潟を旅行した時の思い出

話をしていただいたり、私からおすすめの

情報を紹介したり、そういった交流を通し

て新潟は素敵なところだなと実感し、どん

どん好きになっていきました。任期が終わ

ってしまうことは寂しいのですが、違う立

場で今後も観光に関わっていくのでどうぞ

よろしくお願いします。大使を一年間続け

てこられたのも周りの方々の温かい協力が

あったからこそです。ありがとうございま

した。

「生まれ育った新潟についてもっと知り

たい！」という思いから応募した一年前。

早いもので、次代の大使へ交代する時期と

なりました。大使になり、自然と新潟の観

光地やグルメ、イベントなどにアンテナを

張るようになったので、新潟での生活がよ

り楽しいものになったと感じています。ま

た活動を通して全国各地を回り、たくさん

の人との出会いや温かさに触れたことは、

かけがえのない財産です。多くの事を学

び、充実した時間を過ごさせていただきま

した。皆様からのご協力とご声援のおかげ

です。本当にありがとうございました。

皆様からのあたたかい

ご支援のおかげで、無事１年間の

任期を全うすることができました。

今後は第１０代の大使たちが、新潟

市の観光ＰＲを行ってまいります。

引き続き応援してください。
にいがた観光親善大使よりひとこと第　 代10第　 代10

にいがた観光親善大使よりお礼のごあいさつ第　代9第　代9

兒玉
百明子

須藤
　　愛

髙橋
菜衣瑠

「自分の大好きな英語を使って、大好き
な街新潟を紹介すること」これは留学を通
して、私が今一番やりたいことを考えた時
に真っ先に思いつくことでした。得意の英
語、そして勉強中の中国語を活かして、日
本だけでなくより多くの国の方々にも新潟
を知ってもらい、 新潟を知れてよかった、
来てよかった、そんな風に思ってもらえる
よう頑張ります。大好きな新潟で、これか
ら一年市民の皆さんと一緒に新潟をさらに
盛り上げ、笑顔で溢れる、多くの方から愛
される街にしていきます。一年間、精一杯
努めてまいります。よろしくお願いいたし
ます。

私は新潟で生まれ新潟で育ちました。美
味しい食材、豊かな自然、心も体も癒す温
泉、充実した四季折々のイベントなど、魅
力づくしの新潟は、元気に、そして心穏や
かに過ごせる場所です。また、新潟は今年
開港150周年を迎えましたが、かつて「み
なとまち」として栄えたように、これから
もっと活気あふれる場所になっていけたら
と思います。
節目となる10代目の大使を任せていただ

けることに感謝し、大好きな新潟の素晴ら
しさをより多くの方に伝えられるよう頑張
ります。１年間どうぞよろしくお願いいた
します。

東京での大学生活は「故郷にいがたの温
かさ」を改めて感じる機会となりました。
新潟の食の美味しさ、緑輝く豊かな自然、
人と人とのつながりを大切にする新潟の皆
様の笑顔と心の温かさが私は大好きです。
第10代という節目の年に、にいがた観光
親善大使として携われることに感謝し、大
好きな新潟の魅力を多くの方々と共に発
見・発信していきたいと思います。そして、
活動を通して出会う方への感謝の気持ちを
忘れずご縁を大切にし、笑顔で精一杯努め
てまいります。
１年間、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

YUMIKO KODAMA MANA SUDO NAIRU TAKAHASHI

杵淵
　未来

佐藤
みいな

松井
　菜桜

MIKU KINEFUCHI MIINA SATO NAO MATSUI

にいがた観光親善大使にいがた観光親善大使第10代

6/25　市長表敬5/23　選考会で第10代にいがた観光親善大使が決定

新潟市の魅力を全国各地に発信し、観光ＰＲ活動を行う
「にいがた観光親善大使」の第10代を決める選考会が、５月
23日（木）に市内ホテルで行われ、過去最多の51名の応募者の
中から、兒玉 百明子さん、須藤　愛さん、髙橋 菜依瑠さんの
３名が選ばれました。
任期は７月１日から翌年６月30日までの１年間。今後は

「新潟まつり」のパレード参加やクルーズ船寄港時のお出迎
え、県外百貨店での物産展の参加、市内コンベンションでの
歓迎スピーチなど、様々な場面で新潟の観光振興に努めてま
いります。
派遣等に関するお問い合せは当協会（TEL 025-223-8181）

までお願いいたします。

第　
代9第　代9

こだま　ゆ　み　こ

 4 . 12（金） 

 4 . 13（土）

 4 . 14（日）

 4 . 18（木）

 4 . 20（土）～21（日）

 4 . 30（火） 

 5 .  2（木）～ 3（金）

 5 . 10（金）～11（土）

 5 . 17（金）

 5 . 17（金）

 5 . 18（土）

 5 . 19（日）～20（月）

 5 . 22（水）

 5 . 23（木）

 5 . 23（木）

 5 . 30（木）～31（金）

 6 .  4（火）～ 7（金）

 6 .  6（木）

 6 .  6（木）

 6 .  8（土）

 6 . 11（火）～12（水）

 6 . 14（金）～15（土）

 6 . 24（月）

 6 . 25（火）

 6 . 25（火）

 6 . 28（月）

すどう　　まな たかはし　な　い　る

新潟市のシンボル

　　　　　　　　 に３名を選出！
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●協会が管理するホームページへの掲載及び

　会員ホームページのリンク

●セミナー、情報交換会等への優先的な招待

●協会ホームページの

　バナー広告掲載料の割引

●コンベンション開催表、

　予定表の提供

●協会会報誌の提供（公財）新潟観光コンベンション協会　総務課　
TEL.025-223-8181

お問い合せ

会員特典

入会金は
ありません

年会費
１口：２万円

賛助会員
　  募集中！
大切な出会いと交流の場を
サポートする仲間に入りませんか

新しい

仲間で
す

事業所 業種・業態 住　　　所 ＴＥＬ 代表者名

ツーリズムにいがた
株式会社

新潟市中央区東堀通一番町494番地3 025-365-1250
代表取締役
　　田中　湖雄

株式会社 小川屋 弁当・仕出し

観光・レジャー

新潟市中央区古町通五番町611番地 025-276-1311
代表取締役社長
　　大橋　祐貴

株式会社 
ケー・オー・ケー・ケー

旅行 /運輸・
交通 /ホテル・
旅館

新潟県新発田市大栄町6-6-4 0254-44-1360
代表取締役
　　小柳　 　肇

新規賛助
会員の紹介
新規賛助
会員の紹介

新潟市文化・スポーツコミッション活動紹介
新潟市が空手フランス代表のオリンピック事前合宿地に決定！ 
当コミッションが市と連携して誘致を進めていた空手フランス代表チームの東京五輪事前合宿について、
５月16日（木）に新潟市とフランス空手連盟との間で協定が締結されました。
この締結式は、中原市長の訪仏に合わせてパリのフランス空手連盟にて行われました。
事前合宿地の決定にあたっては、昨年10月にフランス空手連盟の視察を受け入れ、新潟市の職員でもあ
る空手日本代表の林監督にもご協力いただき、市内の施設やホテルを見ていただきました。
フランスの空手は世界選手権において、男子、女子ともに2014年のドイツ・ブレーメン大会から2018ス
ペイン・マドリッド大会まで17個のメダルを獲得している強豪国です。
東京2020オリンピック競技大会においてもメダルの獲得が有力視されています。
事前合宿時には公開練習や、市内の大学生との練習も行われる予定で、新潟市の空手のレベルアップに繋
がる他、姉妹都市のあるフランスとの交流がより一層深まると思います。
新体操のロシア代表に続き２か国目となりますが、コミッションとしても市と協力し、精一杯サポートし
ていきます。

８月１１日新潟まつり花火大会！～今年は陸上競技場で花火をみよう～

販 売 数
場　　所
販売価格
お申込み

2,500席（スタンド席、全席自由席）
新潟市陸上競技場（新潟市中央区一番堀通町３番地１）
2,000円／１席
プレイガイド（イープラス、セブンチケット）のWebや、全国のコンビニエンス
ストア（セブン・イレブン、ファミリーマート）の店頭端末でもご購入いただけ
ます。

例年、昭和大橋上流のやすらぎ堤右岸に設置しておりました花火大会有料観覧席ですが、
今年から新潟市陸上競技場に有料観覧席を設けます（市民協賛席は設置いたしません）。

詳細は新潟まつりホームページ（http://niigata-matsuri.com/）で掲載しております。

  9月…21日㈯、28日㈯
10月…12日㈯、19日㈯、25日㈮、26日㈯
11月…8日㈮、22日㈮、29日㈮、30日㈯
12月…7日㈯、14日㈯

令和元年

（抹茶・和生菓子付き）

新潟花街茶屋
～日本遺産認定の旧齋藤家別邸で

　　　『新潟古町芸妓の舞』鑑賞～

にいがたはなまちちゃや

開催日程

大　　　人　ひとり 3,000円（税込）

小・中学生　ひとり 2,700円（税込）

料　　金

ご予約
お申し込み

旧齋藤家別邸　2階大広間
新潟市中央区西大畑町576　TEL 025-210-8350

※会場へは階段による昇降になります。会　　場

13：00～／受付
14：00　／開会
　・みなとまち新潟と新潟古町芸妓のお話　・新潟古町芸妓の舞
　・お座敷遊びの紹介　・芸妓との記念撮影
14：50　／閉会（予定）

プログラム

◎インターネットからお申し込みください。 ◎電話でのお申し込みも
　受け付けております。

（公財）新潟観光コンベンション協会
TEL 025-223-8181 （平日 8：30～17：15）
※各開催日の3日前までにお申し込みください。

www.nvcb.or.jp

又は 新潟市　観光 検  索

新潟商工会議所  TEL 025-290-4411　新潟市観光政策課  TEL 025-226-2608　新潟市役所コールセンター  TEL 025-243-4894
新潟まつりに関するお問い合せは、新潟まつり実行委員会まで。

8月9日㈮～11日（日・祝）の3日間で開催されます！
新潟市の夏を熱く盛り上げる、令和最初の新潟まつりが

8月 ９日 大民謡流し
8月10日 住吉行列

8月11日 花火大会

新潟キラキラパレード・お祭り広場
水上みこし渡御・手づくり子どもみこし
市民みこし

住吉行列・お祭り広場

定員
各30名

日

土

金

祝


