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   第３１期 事業報告書
一般財団法人 付知町振興公社
平成３１年４⽉１⽇〜令和２年３⽉３１⽇

1 理事会・評議員会および監査の実施
理事会     ５回    ４/６、６/１７、９/９、１１/２７、３/２１
定時評議員会  １回    ６/１７
監事監査    １回    ６/２１

2 施設の管理・運営および修繕
研修室・施設管内の設備活用および観光PR

名  称 実 施 日 備  考
つるしびな展示  ４月 阿木総合事務所から借り受け 花街道回廊
歴代の五社神輿 曳き揃え ５月  木工室
広告DVDを上映 4〜５月  木工室

物産の展示・販売 8/19〜12/10
3/19〜5/19 ㈱中部商事  木工室

スマホ教室 12/12,13  1/22,23
2/11,12    3/19,20 ドコモショップ  木工室

店頭販売 年中不定期に出店 達磨(五平餅) 花街道
やまもと(わらび餅)  売店前
ピザーラ(ピザ)  
ヒコアカフェ(ベーグル)

 イベント広場・駐車場イベント広場・駐車場 等
名  称 実 施 日 備  考

清掃ボランティア 4/9 イハラ従業員
第２９回つけち森林(もり)の市 ５/３〜５ つけち森林の市実行委員会
山の日イベント 8/10 森林管理署
第３９回つけち夢まつり 8/13〜14 つけち夢まつり実行委員会
ホンダドリーム バイクイベント 9/8 ホンダドリームジャパン
五社巡祭祭典バザー（倉屋神社） 9/22 温泉スタンド広場
五社巡祭 手踊り披露 9/22 倉屋神社祭典委員会
第２７回レディスクラフト 10/2１〜２２ レディスクラフトフェア実行委員会

ヘボコンクール 10/26
恵北林道サイクリング大会 10/27 まちづくり協議会
薪能 11/2 文化協会
イベント広場へはなもも苗木植樹 11/21
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主な施設修繕・点検

道の駅
事業内容 実施日 備考

電気保安点検 毎月実施 中部電気保安協会(安江電気)
消防設備点検 年2回(9/26,3/14) 中部防災
空調点検 年2回(5/20,10/23) 五十嵐工業
急速充電機の修理 4/25,26 南海電設
コピー機 更新 5/31
タウンエース納車 6/27 ガッツ
屋外広告看板の点検 7/8 太陽工芸
公園遊具の補修 7/17
ソフトクリーム販売所工事 7/24 北原建築
保健所の立入検査 7/31
食堂の券売機 更新 9/24
足湯の撤去工事 12/12
駐車場の補修・ライン引き 12/15

ローソン
事業内容 実施日 備考

消防設備点検 年2回(8/27、2/26) 原防災
店舗前の屋外用ゴミ箱を撤去 8/11
店内トイレの運用休止 2、３月 コロナ対策
イートインコーナーの運用休止 2、３月 コロナ対策

倉屋温泉
事業内容 実施日 備考

駐車場の自動車フェンス交換 8/1
駐車場のクルマ止め設置 7/15
地下排水設備、駐車場沈下部分舗装 4月 加地工務店
ラインポンプ分解整備 ７月 恵北ビル管理
ヒートポンプ圧縮機２基修理 ８月 ゼネラルヒートポンプ
ラインポンプ分解整備 １０月 恵北ビル管理
ラインポンプ分解整備 １１月 恵北ビル管理
ヒートポンプ圧縮機２基修理 ２月 ゼネラルヒートポンプ

施設の維持管理修繕 2・5・7・10・3月 加地工務店
ヒートポンプ保守点検 4・9月 ゼネラルヒートポンプ
温泉設備保守・化学洗浄 6・9・2月 恵北ビル管理
清掃・ワックス・エアコン清掃 ダイエイハービス
害虫駆除 4・7・12月 シンセン
レジオネラ菌・大腸菌の検査 6・12月 総合保健センター
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15周年感謝祭 5/25,26 入浴割引券発行
FC岐阜の応援うちわ 割引クーポン 12/25 岐阜フットボールクラブ
お正月の福袋 1月 1,500円×180袋
新聞折り込み広告 年間3回
おんぽいデー感謝デー実施 毎月 入浴割引券発行
恵峰ホームニュース 記事掲載
東日本大震災の被災孤児受け入れ 夏季・冬季 2012年からの継続事業 中津川市協賛

3 観光情報の発信
5/19    蛭川イベント販売       氷室駅⻑

5/25,26    温泉まつり開催

6/9      ⾦山駅  イベント販売     ⻲山専務
6/29〜2/29 道の駅 ひがしみの観光パスポート事業への参加 
7/13    伊那屋ゲリラコンサート （花街道駐車場）
7/31    公園ステージ 子ども木工教室  
8/3      花街道でソフトクリーム販売開始
9/8      ホンダドリーム バイクイベント
9/27            多治⾒総合庁舎 道の駅物産展 氷室駅⻑
２月     温泉：湯けむりまつり（ジョイセブン企画）  

観光客の誘致・集客イベント
道の駅 駅舎での道路・交通・観光等の案内 ← ㈱付知町観光協会
倉屋温泉：あらゆる機会に対応し入浴割引システムを提供
FC岐阜 応援のうちわ配布 (割引クーポン付き) ⇒ ３００本配布
倉屋温泉：「おんぽいデー」を毎月第４木曜日に定例開催
倉屋温泉：お正月の福袋販売
倉屋温泉：ジョイセブンの温泉まつりに協賛参加 ２/１〜２/２８
マスコットキャラクター「ナアちゃん」を利用した販促
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外部団体とのかかわり
名  称 実 施 日 開催場所 参加者

財団法人の運営講座 4月5日 岐阜市 タスクマネジ ⻲山専務
山開き祭 4月19日 不動滝駐車場 吉村理事⻑
森林の市 実行委員会 4月8日 北商工会 ⻲山専務
まちづくり協議会 総会 5月8日 公⺠館 ⻲山専務
防犯連絡協議会 5月14日 中津川警察署 ⻲山専務
恵北林道サイクリング大会会議 5月29日 公⺠館 ⻲山専務
東濃道の駅連合イベント販売 6月9日 JR⾦山駅コンコース ⻲山専務
花火大会 実行委員会 6月11日 北商工会 ⻲山専務
税務講座 6月12日 北商工会 ⻲山専務
電気保安協会 総会 6月14日 恵那文化会館 ⻲山専務
消防・救命訓練 6月18日 花街道・ローソン
農林商工部会 6月25日 ⻲山専務
恵北林道サイクリング大会 コース視察 6月29日 ⻲山専務
食品衛生責任者講習 7月3日 北商工会 早川多恵
夢まつりへの協賛 8月13日 温泉の入浴券を提供
恵北林道サイクリング大会会議 8月7日 公⺠館 ⻲山専務
花火大会の反省会 8月27日 公⺠館 ⻲山専務
恵北林道サイクリング大会会議 9月7日 コースの視察 ⻲山専務
酒類販売研修 10月10日 田口仁美
恵北林道サイクリング大会会議 10月11日 公⺠館 ⻲山専務
消防施設・器具の点検 10月12日 道の駅 館内全体
中学生の職場体験 10/24,25 花街道2名 ローソン3名
⻄尾市きらまつりイベント販売 11月9日 ⻄尾市 氷室駅⻑
防犯連絡会議 11月2日 中津川警察署 ⻲山専務
尾張旭市 農業祭 11月17日 尾張旭市 氷室駅⻑
恵北林道サイクリング反省会 11月23日 公⺠館 ⻲山専務
受動喫煙防止講座 11月25日 中津川ふれあいセンター ⻲山専務
食品衛生責任者講習 12月10日 恵那 総合庁舎 早川多恵
森林の市 会議 12月18日 北商工会 ⻲山専務
東濃連合道の駅イベント販売 12月19日 多治⾒ 総合庁舎 氷室駅⻑
東濃連合 道の駅駅⻑会議 1月11日 やまおかおばあちゃん市 氷室駅⻑
付知町新年会 1月24日 アートピア交芸プラザ 氷室駅⻑
付知町観光旅館組合懇親旅行 2月4日 下呂 吉村理事⻑
酒類販売管理者講習 2月12日 ちこり村 ⻲山専務
東濃道の駅連合イベント販売 2月14日 県庁 氷室駅⻑
農林商工部会 3月12日 北商工会 ⻲山専務
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4 雇用促進事業
  従業員数 令和２年６月２０日現在

花街道     倉屋温泉    ローソン  合計
職 員   ３       ０       １   ４名
パート      ９      ２5              １４  ４8 名

清掃・公園管理バイト   ４       ０       １   ５名
学生アルバイト   ０       ０       ０   ０

合   計  １６      ２5       １６  ５7 名

5 地域振興事業
  裏木曽花街道公園の管理

駅舎の管理 ⇒ ㈱付知町観光協会へ依頼
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