令和元年度 事業活動報告
【自：平成31年4月1日 至：令和2年3月31日】

１．諸会議の開催
Ａ

Ｂ

Ｃ

理事会

総

令和元年 6月10日

第３０回理事会
道と川の駅運営報告
平成30年度事業・決算報告（案）
令和元年度収支更正予算
役員改選（案）
定時総会開催について
新規入会者について

恵庭商工会議所

6月26日

第３１回理事会
代表理事（会長）・副会長の選定

恵庭商工会議所

令和2年 3月27 日

第３２回理事会
恵庭商工会議所
活動報告
令和元年度第2次更正予算
恵庭市との事業受託契約と事務局移転 等
令和2年度事業計画・予算
一時借入金最高限度額
新規入会者について

令和元年 6月26日

令和元年度 定時総会
平成30年度事業・決算報告、監査報告
令和元年度事業計画・収支更正予算
役員改選

恵庭商工会議所

恵庭市花の拠点整備室と会長との意見交換
平成30年度事業・収支決算監査
恵庭市花の拠点整備室と会長との協議
恵庭市花の拠点整備室と協議
恵庭市花の拠点整備室と会長との協議

観光協会事務局
恵庭商工会議所
観光協会事務局
観光協会事務局
観光協会事務局

会

その他の会議等
令和元年 6月 7日
6月10日
7月16日
令和2年 1月 9日
1月22日

２．各種事業の実施
Ａ

観光宣伝及び誘客促進
（１）恵庭市観光推進協議会
令和元年 8月23日（金）10:00～

恵庭市役所

（２）公式ホームページ「水緑花えにわ」の運用
更 新 日
随時更新
内
容
恵庭市内観光スポット及び施設紹介・イベント情報・名店紹介など
利用件数
６４，３４２件(訪問数）
（３）公式Facebookページの運用
更 新 日
随時更新
内
容
恵庭市内観光イベント情報・自然や花に関する情報
更 新 数
５８件（1記事最高リーチ数1,105人）
（４）観光案内所運営業務
道と川の駅事業廃止に伴い、事務局を恵庭市役所3階に移転、1年間の仮観光案内所とした
期
間 平成31年4月1日から令和2年3月31日（水曜日 定休）
業務時間 9:00～17:30
問合件数 ６４１件（法人事務に係るもの以外４６８件）
来室件数 １７６件（市職員除く）
（５）「2019恵庭遊マップ・恵み野花マップ」
発 行 日
令和元年6月
発行部数
28,000部
配布場所
道と川の駅花ロードえにわ、恵庭市役所、ＪＲ恵庭駅、ＪＲ恵み野駅
ＪＲ島松駅、市内宿泊施設 他
（６）道内外プロモーション活動等
① ツーリズムEXPOジャパン2019
インテックス大阪
令和元年10月24日（木）～26日（土）
石狩振興局ブースにて恵庭市経済部花と緑・観光課と共同参加し当市のPR・商談
② 第5回フード！スマイルフェスティバルinふじえだ
藤枝市民体育館
令和元年10月27日（日）
恵庭市ブースにて民間事業者等、恵庭市経済部と共同参加し当市のPR
③ 教育旅行等誘客に係る台湾旅行代理店関係者との商談等
東京都新宿区
令和元年11月22日（金）
恵庭市経済部商工労働課・恵庭商工会議所と出席、ニーズ把握等ヒヤリング、情報交換
※11月26日（火）台湾旅行代理店関係者 来恵・視察時挨拶
恵庭市役所
※12月27日（金）～28日（土）台湾国際教育旅行連盟役員
恵庭市内
来恵・懇親会・会長と意見交換
（７）恵庭市主催イベント事業等への協力
① 第30回恵庭花とくらし展
令和元年6月29日（土）～30日（日）
会場準備設営、運営手伝い、記録、撤去
② めぐみの庭めぐり
令和元年7月12日（金）～13日（土）
記録、インフォメーションにて案内、誘導等
③ 第1回えにわマルシェ（単独開催）
令和元年8月10日（土）～11日（日）
準備設営、記録、運営、撤去

恵み野中央公園

恵み野地区

恵庭市民会館・恵庭市役所駐車場

（８）花の拠点整備事業との連携
① 花の拠点総括管理運営会社に係る設立発起人会
令和元年7月16日（火）

恵庭市民会館

② ㈱ガーデンシティ恵庭（総括管理運営会社）への出資
令和元年8月2日（金）
出資金 1,000,000円
③ 花の拠点センターハウス改修事業審査委員会
令和元年9月6日（金）第1回
10月2日（水）第2回

恵庭市役所
恵庭市役所

④ 花の拠点愛称選考委員会
令和元年12月9日（月）第1回
令和 2年2月25日（火）第2回

恵庭市役所
恵庭市役所

⑤ 全国都市緑化北海道フェア 基本構想検討委員会
令和元年12月19日（木）第1回
令和 2年 2月18日（火）第2回

恵庭市民会館
恵庭市役所

（９）インバウンド誘致促進事業
① 教育旅行等受入促進事業プロポーザル選定審査委員会
平成31年 4月 4日（木）第1回
4月26日（金）第2回

恵庭市役所
恵庭市役所

② 訪日グローバルキャンペーンに対応した滞在型コンテンツ造成事業（北海道運輸局）
令和元年12月20日（金）委託事業者㈱JTBと打合せ
観光協会事務局
令和 2年 1月 9日（木）郷土資料館学芸員等と打合せ
恵庭市郷土資料館
1月29日（水）第1回ガイド育成研修
恵庭市郷土資料館
2月28日（金）第2回ガイド育成研修
恵庭市郷土資料館

Ｂ

道と川の駅との連携・支援（花の景観づくり）
（１）花サポーター事業
目
的
市民と共に『花のまち』にふさわしいまちづくりを行うことを目的として
恵庭市の情報発信ステーションである『道と川の駅花ロードえにわ』を花
いっぱいで彩り、美しい施設づくり及び維持管理を行う。
登録者数
26名（令和元年10月31日現在）
協
力
恵庭市フラワーマスター協議会
活動内容
平成31年 4月 説明会・春の花植込み作業
2日間
令和元年 5月 夏の花へ植え替え作業
1日間
6月 花壇メンテナンス作業
1日間
7月 花壇メンテナンス作業・見学研修会（札幌市南区） 3日間
8月 花壇メンテナンス作業
2日間
9月 花壇メンテナンス作業
1日間
10月 花壇メンテナンス作業・撤収作業
2日間
12月 慰労懇親・講習・情報交換
1日間
（２）ハンギングフラワーバスケット事業
平成31年4月 5日
フラワーバスケットオーナー募集開始
2団体・11法人申込受付
4月30日
樽花2基・フラワーバスケット11基 設置
令和元年6月25日
樽花植替え、フラワーバスケット夏花交換
9月24日
フラワーバスケット秋花交換
11月 6日
樽花・フラワーバスケット 撤去

C

観光土産品及び特産品の開発、販路の開拓支援
① 恵庭市農商工等連携推進ネットワーク
令和元年6月 7日（金）幹事会
7月 8日（月）令和元年度 定期総会
令和 2年1月30日（木）農商工連携セミナーin恵庭

恵庭市民会館
恵庭市民会館
恵庭市民会館

② 道と川の駅運営事業者との引継ぎ・特産品取扱いについて
平成31年4月 4日（木）引継ぎ
4月13日（土）打合せ
10月12日（土）打合せ

道と川の駅花ロードえにわ
道と川の駅花ロードえにわ
観光協会事務局

③ 第5回フード！スマイルフェスティバルinふじえだ
令和元年10月27日（日）

D

藤枝市民体育館

その他本協会の目的を達成するために必要な事業
（１）視察等
① 道の駅あびらD51ステーション
令和元年7月29日（月）
一社）あびら観光協会案内により施設見学、情報交換
② 支笏湖ビジターセンター
令和元年8月19日（月）
一財）自然公園財団支笏湖支部と情報交換

安平町追分

千歳市支笏湖温泉

③ いちかわオープンガーデン2019秋
千葉県市川市
令和元年10月19日（土）
ガーデン見学の手法、課題の共有、後継世代育成のためのヒントを得るため
④ 日比谷公園ガーデニングショー2019
東京都千代田区
令和元年10月20日（日）
都市公園における花イベントの在り方（花とくらし展・花の拠点イベント）
⑤ 静岡県藤枝市内視察
静岡県藤枝市
令和元年10月28日（月）
藤枝市役所案内により観光施設見学、藤枝市観光協会と情報交換
⑥ 第3回北海道旅行博
令和元年11月 2日（土）
PR手法や工夫と効果、観光トレンドと来場者のニーズについて

札幌グランドホテル

（２）観光関連組織・団体等への参加
① 令和元年度 第1回DMO担当者ミーティング（一社）千歳観光連盟） 千歳観光連盟事務所
令和元年7月18日（木）
有料車中泊専用駐車場導入事例紹介等、当該DMO構成市町の情報交換
② 日本版DMO形成促進事業「地域DMO交流ネットワーク会議」
かでる2･7
令和元年9月10日（火）
道外・道内のDMO取組事例紹介、共通課題への参加者グループワーク
③ 支笏湖・定山渓地区訪日外国人自然体験活動推進協議会 支笏湖地区部会 千歳アルカディアプラザ
令和元年12月13日（金）
体験型観光プログラムの創出に係る環境整備等、構成団体等の取組実績と計画

３．各団体事業等への協賛・協力・会務
平成31年4月10日

平成31年度えにわマルシェ総会・第1回実行委員会

恵庭市役所

4月18日

えにわ市民サケの会 サケ稚魚放流式

漁川 河川敷

4月19日

恵庭商工会議所青年部 第30回通常総会・懇親会 いちえ

4月24日

恵庭三四会 定期総会

4月25日

平成31年度 恵庭花のまちづくり推進会議

令和元年5月16日

恵庭市グリーンベルト花植え作業

いちえ
定期総会

恵庭市役所
グリーンベルト

5月28日

令和元年度 自由民主党恵庭支部 定期総会 恵庭商工会議所

6月 7日

恵庭市制施行50周年記念事業実行委員会

恵庭市役所

6月10日

えにわマルシェ代表役員会

恵庭市役所

6月13日

えにわマルシェ実行役員会

恵庭市役所

6月13日

恵庭ライオンズクラブ 認証54周年記念例会 いちえ

6月21日

えにわ市民サケの会

令和元年度通常総会 恵庭商工会議所

6月21日

恵庭花とくらし展全体会議

6月23日

北海道補給処・島松駐屯地 創立67周年記念行事 島松駐屯地

6月25日

恵庭商工会議所 第29回議員会総会・第59回通常議員総会・懇親会

恵庭商工会議所

6月28日

第69回全道商工会議所大会

ザ・ノースカントリーGC

6月29日

第30回恵庭花とくらし展 オープニングセレモニー

恵み野中央公園

7月10日

恵庭日台親善協会 第4回通常総会・懇親会 いちえ

8月 4日

2019 しままつ鳴子まつり オープニング式典 JR島松駅前通り

8月 7日

札幌大通公園「THEサッポロビヤガーデン」 ふるさとＰＲステージ

8月24日

第14回YEGフェスティバル オープニングセレモニー 恵庭市役所駐車場

9月14日

「ひと・まち・しごとフェス＠えにわん産業祭2019」

恵庭市民会館

9月19日

第5回えにわマルシェ実行委員会

恵庭市役所

恵庭市民会館

札幌大通公園

10月14日

えにわハッピーハロウィン2019

10月15日

恵庭市花いっぱい文化協会

10月15日

第3回えにわハッピーハロウィン実行委員会 えにあす

10月19日

えにわハッピーハロウィン2019 開会式

JR恵庭駅前通り

越冬花植栽

かぼちゃ並べ

恵み野駅東口ロータリー

JR恵庭駅東口ロータリー
JR恵み野駅東口ロータリー
北海道文教大学

12月12日

第3回 恵庭市制施行50周年記念事業実行委員会 恵庭市役所

12月14日

田中よしのりと元気に進む絆の会 拡大役員会並び忘年会

いちえ

12月19日

恵庭花とくらし展運営委員会 会場部会

恵庭市役所

令和2年1月10日

恵庭商工会議所 第24回会員親睦の集い

恵庭市民会館

1月13日

一般社団法人恵庭青年会議所 2020年度 新年交礼会 恵庭市民会館

1月17日

恵庭商工会議所青年部 新年交礼会

いちえ

1月21日

えにわの花のまちづくりプラン会議

恵庭市役所

1月22日

交通安全祈願祭

恵庭市民会館

1月22日

恵庭三四会

いちえ

1月28日

恵庭花とくらし展運営委員会 会場部会

恵庭市役所

2月 1日

えにわシーニックナイト 国道36号線キャンドル設置

道と川の駅花ロードえにわ

2月26日

令和元年度 第2回恵庭市水と緑のまちづくり審議会 恵庭市民会館

令和2年 新年交礼会

４．取材活動・情報提供等
Ａ

取材活動
平成31年4月21日
4月23日
4月28日
4月30日
令和元年5月 3日
5月 4日
5月 5日
5月 7日
5月10日
6月25日
7月 7日
8月24日
9月14日
10月 1日
10月 3日
10月 7日
10月11日
10月14日
10月17日
10月21日

Ｂ

カリンバ自然公園 ミズバショウ撮影
道と川の駅花ロードえにわリニューアルオープン
恵庭市内桜撮影
恵庭交通公園の利用状況確認・恵庭市内桜開花状況確認
恵庭市内桜開花状況確認
恵庭市盤尻 桜公園・自由広場 開花状況確認
市内観光施設（えこりん村、道の駅）と桜の開花状況の確認
恵庭市盤尻 桜公園 桜開花状況確認
恵庭市盤尻 桜公園 桜開花状況確認
茂漁川 バイカモ撮影
第30回おんこ祭
第14回YEGフェスティバル・恵庭消費生活展
えにわん産業祭2019
恵庭市盤尻周辺紅葉確認
恵庭市盤尻周辺紅葉確認
恵庭市盤尻周辺紅葉確認
恵庭市盤尻周辺紅葉確認
恵庭市盤尻周辺紅葉確認
恵庭市盤尻周辺紅葉確認
恵庭市盤尻周辺紅葉確認

取材対応等
令和元年5月14日
9月下旬～10月下旬
令和2年2月17日

〔雑誌〕北海道新聞「オントナ」2019花マップについて取材
〔WEB〕ウェザーニュース 恵庭渓谷紅葉状況
〔WEB〕千歳・恵庭地域情報サイト「まいぷれ」に観光情報提供

５．その他
（１）届出（登記）
① 主たる事務所移転登記
申請日：平成31年4月15日

申請場所：札幌法務局本局

② 理事、代表理事及び監事の変更登記（重任者分も含め登記義務あり）
申請日：令和元年8月16日 申請場所：札幌法務局本局
（２）届出（雇用保険手続き）
① 道と川の駅管理運営事業廃止に伴う雇用保険資格喪失手続き（18名分）
申請日：平成31年4月 8日 申請場所：千歳職業安定所
② 事務局規模縮小に伴う契約期間満了による雇用保険資格喪失手続き（1名）
申請日：令和元年5月 7日 申請場所：千歳職業安定所

