
 
平成２９年度事業報告書 

                              （平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで） 

 

１ 事業の状況 

    平成２９年度の事業計画の事業活動方針に基づき、次のとおり事業を執行しました。 

 

 （１）観光振興事業（公益事業） 

 

①   第２４回 佐倉城址のさくら（旧市民さくらまつり 市受託事業）   
         期  間    平成２９年４月１日（金）～４月６日（木） 
         開催場所     佐倉城址公園                 

来場人数    約１８,０００人 

「佐倉フラワーフェスタ２０１７」の一環の事業として開催された。 
 

②   第２９回 佐倉チューリップフェスタ（佐倉市・観光協会） 
          期  間    平成２９年４月１日（土）～４月２３日（日） 
          開催場所     佐倉ふるさと広場とその周辺  

来場人数    約９８,０００人 
「佐倉フラワーフェスタ２０１７」の一環の事業として開催された。また従来の事業に

加え、佐倉日蘭協会と連携し、「風車まつり」として、風車の装飾や風車内に日蘭関

係のパネル展示などを行った。 
 

③  「風車のひまわりガーデン」（市受託事業） 
     期  間    平成２９年７月８日（土）～７月２３日（日） 

  場  所    佐倉ふるさと広場 

  来場人数    約４０,０００人 
「佐倉フラワーフェスタ２０１７」の一環の事業として開催された。 

 
④  第５７回 佐倉市民花火大会（実行委員会） 

     開催期日    平成２９年８月５日（土） 
     開催場所    印旛沼湖畔佐倉ふるさと広場    

     観覧人数    約１６５,０００人  
「佐倉フラワーフェスタ２０１７」の一環の事業として開催された。 

 
⑤  佐倉コスモスフェスタ（主催協会 市協力） 

          期  間    平成２９年１０月７日（土）～１０月２２日（日） 
          開催場所     佐倉ふるさと広場 

  来場人数    約８，０００人 

「佐倉フラワーフェスタ２０１７」の一環の事業として開催し、コスモスの摘み取りな 

どを行った。 

 

⑥  佐倉の秋祭り（佐倉・城下町４００年記念 後援） 
          期  間    平成２９年１０月１３日（金）～１０月１５日（日） 
          開催場所     旧佐倉城下町周辺         

参加・観覧人数 約１９０,０００人 
     観光協会として、佐倉市立美術館前の駐車場に無料休憩所を設置し、来場者に提供した。 
 

⑦  第１９回佐倉“江戸”時代まつり（佐倉・城下町４００年記念 実行委員会） 
          期  日    平成２９年１１月１１日（土） 



          

開催場所     佐倉新町通り周辺  

参加・観覧人数 約５５,０００人 
     江戸時代の「城下町佐倉」を再現し、「江戸風情と賑わいの一日」をテーマに開催した。 

     観光協会として、メイン会場の入り口に「いなり」「甘酒茶屋」と「手裏剣道場」「忍

者衣装の貸出」を行った。 

 

⑧  ＪＲ駅からハイキング・佐倉（協力） 
     期  間    平成３０年１月５日（金）～３月２５日（日） 
     テ ー マ    城下町・佐倉さんぽ～日本遺産と坂めぐり～ 

参加人数    １,５５８人（ゴールした人） 

 
 （２）観光資源開発事業（公益事業） 

 
   ① 観光資源の調査、研究、保存・管理、創出、普及促進 
    ・佐倉ふるさと広場周辺の観光活用など 
     チューリップ、桜、菜の花、ヒマワリなどの植物栽培・管理を行った。特に印旛沼周 

囲の桜については、消毒、剪定、下草刈りなど適正管理に努めた。 
 
   ② 観光案内・宣伝及び紹介・斡旋 

    ・観光案内業務の充実強化 

      京成事務所・ＪＲ佐倉駅前観光情報センター・佐倉ふるさと広場管理棟などにおいて、 
      観光案内業務の円滑化と充実強化に努めた。 

           来館者数・電話対応数 

京成事務所観光案内所年間利用者数      １２，３８３人 

ＪＲ観光情報センター年間利用者数      １３，３７３人 

京成事務所電話観光案内件数          ７，９７１件 

ＪＲ観光情報センター電話観光案内件数     １，２３４件 

 

    ・観光客誘致事業 

           旅行企画会社などへのＰＲ活動については、パンフレット等により情報提供を行っ 

た。県等が行う各観光キャンペーン等への参加についても、積極的に情報提供を行う 

とともに、マスコミ・地域ミニコミ誌などへのＰＲ活動を行った。 

 

    ・第５９回観光佐倉写真コンクールの実施 

      佐倉市内で思い出に残る「イベント」、「風景」を被写体にした作品で「佐倉をＰＲ

できるもの」を募集して、写真コンクールを実施した。 

     今年度の募集作品テーマは、『江戸風情を感じる佐倉』 

        応募人数    ５４名 

        作品数     ９２作品 

        審査日     平成３０年１月２３日（火） 

        表彰式     平成３０年２月２０日（火） 

        入賞作品の展示は３月から市内公共施設などで順次展示している。 

 

    ・ インターネットによる情報発信ホームページ運用 

インターネットによる観光情報の発信を充実するため、ホームページの更新を図った。 

 

・ SNSによる情報発信 

インターネット上での情報発信を強化するため、佐倉市観光協会公式のインスタグラム

を開設して、若年層への情報発信を図った。 

 

   ③ 観光宣伝印刷物の刊行 

・ 宣伝用ポスターの作成 

佐倉市と共同して佐倉フラワーフェスタ２０１７やチューリップフェスタのポスタ 



ーを作成しＰＲに努めた。 

・ 観光イベントパンフ等の作成等 

「佐倉チューリップフェスタガイドブック」    ５０,０００部 

「観光佐倉写真コンクール」応募チラシ       ２,０００部 

「観光佐倉写真コンクール」応募ポスター       ２，００部 

「佐倉散歩」                   ４０,０００部 

      その他コピー印刷など 

 

   ④ 印旛沼周辺地域の舟運事業（市受託事業） 

     佐倉市が購入した小型船舶２艇を無償で提供を受け、ふるさと広場の船着き場を拠点に 

印旛沼での運航事業を実施した。 

 乗船料は市役所回収 

 出航日数 出航回数 乗船人数 乗船料 

乗合船 17日 136回 1,175人 1,120,500円 

渡し運航 21日 100回 171人 72,750円 

貸切船 10日 53回 469人 650,000円 

合計 48日 289回 1,815人 1,843,250円 

 

 

   ⑤ その他の事業 

・ チューリップフェスタ開催時の花販売 

・ チューリップフェスタ開催時の有料駐車場運営 

・ サムライ体験モニターツアー 

 

 （３）収益事業 

 
①  レンタサイクル事業の運営 

管理台数        ７５台 うち電動自転車２０台 

      貸出場所        ４カ所 

年間利用台数    ４７７７台 うち電動自転車 ６５４台 

 

 

②  佐倉ふるさと広場の「佐蘭花」内売店等の運営 

      佐倉ふるさと広場の佐蘭花内売店において来場者等のサービス向上を図るため、市内

特産品やオランダグッズなどの土産品等の販売を行うとともに、イベント時には地元新

鮮野菜を中心とした「観光協会ふるさと市」を開催し、観光佐倉のＰＲと収益事業の充

実に努めた。平成２９年１１月２２日から平成３０年３月３０日まで、管理棟改修工事

のため一時閉店しました。 

平成３０年３月３１日にリニューアルオープンセレモニーを開催した。 

      一方、引き続きＪＲ佐倉駅前観光情報センターにおいては、オランダグッズなどの佐

倉の土産品の販売を行った。 

 

 （４）佐倉市からの受託事業 

     ・佐倉城址のさくら開催業務委託事業 

     ・京成佐倉駅前観光案内所観光案内業務委託事業 

     ・ＪＲ佐倉駅前観光情報センター観光案内業務委託事業 

     ・佐倉ふるさと広場管理棟管理委託事業 

     ・佐倉ふるさと広場管理業務委託事業 

     ・佐倉チューリップフェスタ開催業務委託事業 

     ・佐倉ふるさと広場球根植付け準備作業・管理業務委託事業 

     ・「佐倉ふるさと広場・風車のひまわりガーデン」ひまわり植栽・育成業務委託事業 

     ・チューリップ球根植付け管理等委託事業 

     ・バラ剪定業務委託事業 

     ・印旛沼周辺地域の舟運等委託事業 



     ・サムライ体験プログラム造成等業務委託 

     ・佐蘭花リニューアルオープン記念イベント業務委託 

 

 （５）その他の事業 

   ① 千葉県観光物産大会（成田市）への参加及び北総観光連盟の事業協力 

   ② 市内諸行事への参加・協力 

 

  

 

 



２ 会議・委員会等の開催及び参加事業など主な出来事 

 

 【平成２９年度】 

 

  ４月 １日～ ６日    第２４回佐倉城址のさくら（旧市民さくらまつり） 

     １日～２３日    第２９回 佐倉チューリップフェスタ開催 

    １５日～１６日    「佐倉風車まつり」佐倉日蘭協会と共催 風車装飾など 

    １８日        佐倉市シルバー人材センター理事会（第１回） 

 

５月 ９日～２８日    第５８回写真コンクール入賞作品展示 佐倉市立美術館 

１７日        第１回総務委員会 

２３日        第１回通常理事会 

２０日～２１日    佐倉市産業まつり モノづくりフェスタ２０１７ 

１５日        佐倉市暴力団排除対策協議会総会 

９日        ２８年度分 決算監査 

２８日        佐倉の秋祭り定期総会 

２３日        千葉県観光物産協会総務委員会 

２５日        佐倉市シルバー人材センター臨時総会 

２９日        佐倉朝日健康マラソン大会第３回実行委員会 

    ３１日～６月２３日  第５８回写真コンクール入賞作品展示 臼井ショッピングセンター 

 

６月 １日        千葉県観光物産協会理事会（第１回） 

   ４日        長嶋茂雄岩名球場改修記念式典 

   ７日        定時総会 

   ７日        臨時理事会 

２０日        北総観光連盟通常総会 

２７日        千葉県観光物産協会総会 

２９日        佐倉商工会議所総会 

２２日        第５７回 佐倉市民花火大会安全対策会議 

 

７月８日～２３日    第５８回写真コンクール入賞作品展示（ふるさと広場風車内） 

１３日        第５７回佐倉市民花火大会全体会議 

  １２日        臨時総務委員会 

２０日        第２回総務委員会 

  ２０日        第２回通常理事会 

 

８月 ５日        佐倉市民花火大会実行委員会・安全祈願祭・第５７回佐倉市民花

火大会 

   ７日        第１回チューリップ委員会 

  １１日        第４回佐倉新町ダンス＆ミュージックフェスタ 

  １９日        臼井ふるさとにぎわい祭り 

３０日        佐倉の秋祭り実行委員会全体会議 

 

９月 ５日～２４日    第５８回写真コンクール入賞作品展示（佐倉市立美術館内） 

  １６日        第７回千葉県観光物産大会（成田） 

１９日        第３回総務委員会 

１９日        第３回通常理事会 

２７日        第３７回佐倉朝日健康マラソン大会第１回実行委員会議 

２５日        財政援助団体監査 

 

１０月 ７日～２２日    佐倉コスモスフェスタ 

１３日        麻賀多神社例大祭 

１３日～１５日    佐倉の秋祭り開催 無料休憩所設置   

１４日        佐倉の秋祭り開会式 



１７日        平成２９年度第１回水と地域のネットワークワーキング 

２３日        第３回印旛沼周辺施設連絡協議会 

２５日        第１回 第１９回佐倉“江戸”時代まつり実行委員会 

２８日        佐倉アグリフォーラム２０１７andユニバーサル農業フェスタ 

２８日        佐倉市印旛沼浄化推進運動（ふるさと広場風車脇三角広場） 

２９日        第２２回ユーカリフェスタ２０１７ 

 

１１月 ４日        第４回長嶋茂雄少年野球教室 

１１日        第１９回時代まつり開催 売店等の設置 

１８日        平成２９年度佐倉市議会意見交換会 

２０日        佐藤優香選手 日本選手権優勝祝賀会 

２１日        佐倉市戦没者追悼式 

２２日        佐蘭花改修工事のため閉店 

２４日        千葉県観光物産協会第２回理事会 

 

１２月 ２日        新町暮らシックCarまちなか博物館開会式 

３日        佐倉の秋祭りの反省会 

８日～１７日    第５８回写真コンクール入賞作品展示（西志津ふれあいセンター） 

１５日        第４回総務委員会 

１５日        第４回通常理事会 

２２日        佐倉市暴力団排除対策協議会連絡会 

 

（平成３０年） 

１月 ５日～３月２５日  駅からハイキング 

１２日        佐倉商工会議所新春賀詞交歓会 

１６日        第５７回佐倉市民花火大会監査 

１８日        第２回チューリップ委員会 

２０日        高円宮家所蔵・根付展式典 

２２日        ユーカリが丘商店連合会・商店振興組合新春交流会 

２３日        第５９回観光佐倉写真コンクール審査会 

２７日        城下町佐倉の祭礼シンポジウム 

 

２月 １日        佐倉青年会議所新年会 

     ８日        放送番組審議会（広域高速ネット二九六） 

１９日        第５９回観光佐倉写真コンクール表彰式 

１６日        第３７回佐倉朝日健康マラソン第２回実行委員会 

 

３月 ５日        第３回チューリップ委員会 

１７日        城下町４００周年記念クロージングイベント 

１０日～２９日    第５９回写真コンクール入賞作品展示 ＪＲ佐倉駅市民ギャラリー 

１９日        第５回総務委員会 

１９日        第５回理事会 

    ２５日        第３７回佐倉朝日健康マラソン大会 

    ２８日        サムライ体験モニターツアー 

    ３１日        佐蘭花リニューアルオープンイベント 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 処務の概要 

 （１）役員に関する事項                       平成２９年度末現在 

役    職 氏     名 就 任 年 月 日 現     職 備考 

会  長  萩原  温 平成２９年６月７日 ﾄｰﾎｰｴｽﾃｰﾄ㈱ 代表取締役  

副 会 長 三橋 秀夫 〃  ㈲さくら植物園 代表取締役  

  〃 大川 靖男 〃    

専務理事  平川 雄幸 〃    

 理 事 半谷 光司 〃  ㈱コラム 代表取締役  

〃 志田 英己 〃 佐倉市農業士・指導農業士連絡協議会会長  

   〃  岡野  敦 〃  臼井郵便局 局長  

   〃 藤川卯之助 〃  ㈱藤川本店 代表取締役  

〃 小石川 孝 〃 ㈲日本電気商会 代表取締役  

〃 三橋 正幸 〃 ㈲三橋製材所 代表取締役  

   〃  斎籐 陽一 〃  佐倉西志津郵便局長  

   〃  佐藤 徳樹 〃  妙覚寺 代表役員  

   〃  並木のり子 〃  ボランティアチューリップの会 会長  

   〃  吉田 孝一 〃  ㈱吉田屋呉服店 代表取締役  

   〃  小川 勝寛 〃  ㈱小川園 代表取締役  

   〃   沖  博之 〃  印南興業㈱ 代表取締役  

   〃  栗原 文生 〃  さくら観光バス㈱ 代表取締役  

   〃  田中 孝一 〃  ㈱旭鶴 代表取締役  

〃  長谷川智之 〃  長谷川木材㈱ 代表取締役社長  

   〃  波多野 勲 〃  ㈲大津屋商店 代表取締役  

   〃  渡邉  久 〃  ㈲ ハンクコミュニケーション 代表  

監  事  岡本 美典 〃    

   〃  髙橋 義和 〃    

 （敬称略） 

 

 （２）職員に関する事項                     平成２９年度末現在 

補職名 氏  名 採 用 年 月 日 担 任 業 務 給 与 月 額 

次 長 
 齊藤 啓光 平成２２年３月 １日 

平成２９年７月３１日退職 

  事務全般 
２８０，８００円 

主 事 小野寺 崚 平成２９年１０月１日採用   事務全般 １７９，２００円 

 

（３）役員会などに関する事項 

 

   ① 理事会 
 

開催年月日 議   決   事   項 

開催当日 

における 

理事の 

現在数 

議決権 

を行使 

した 

理事数 

議事の結果 

 

第１回 

平成29年5月23日 

 

 

 

 

 

審議事項（定時総会の議案） 

・議案第１号 平成２９年度定時総会提案議題について 

 ア 平成２８年度 事業報告の承認について 

 イ 平成２８年度 各会計の収支決算の承認について 

  ・平成２８年度 公益事業会計収支決算 

  ・平成２８年度 収益事業会計収支決算 

  ・平成２８年度 法人会計収支決算 

 ウ 理事及び監事の選任について 

・議案第２号 入会者の承認について 

 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

原案のとお 

り承認 

 

 

 



・議案第３号 入会者の承認について 

 

報告事項 

・第２４回「佐倉城址のさくら」の開催結果の概要について 

・第２９回佐倉チューリップフェスタの開催結果の概要について 

・予算の執行状況について 

 

 

臨時理事会 

平成29年6月7日 

 

審議事項 

・議案第１号 役員の選定について 

・議案第２号  専門委員会委員の選任について 

 

 

 

２１ 

 

 

１５ 

 

 

原案のとお

り承認 

 

第２回 

平成28年7月20日 

 

審議事項 

・議案第１号 入会者の承認について 

・議案第２号  入会者の承認について 

・議案第３号 入会者の承認について 

・議案第４号 顧問の選任について 

協議事項 

・第５７回佐倉市民花火大会の誘導看板の設置について 

 

報告事項 

・第５７回佐倉市民花火大会の開催概要について 

・予算の執行状況について 

 

 

 

２１ 

 

 

１４ 

 

 

原案のとお 

り承認 

 

第３回 

平成28年9月14日 

 

 

 

 

協議事項 

・秋祭り時の観光協会の対応について 

・チューリップの植え込みについて 

 

報告事項 

・予算の執行状況について 

・第５７回佐倉市民花火大会の開催状況について 

・佐倉コスモスフェスタの開催について 

・平成２９年度佐倉市議会意見交換会について 

・事務局一般職員の採用について 

 

 

 

 

２１ 

 

 

 

 

 

１７ 

 

 

 

 

 

原案のとお 

り承認 

 

 

 

第４回 

平成28年12月14日 

 

審議事項 

・議案第１号 固定資産の取得について 

 

報告事項 

・予算の執行状況について 

・チューリップの植付けについて 

・佐倉の秋祭り開催状況について 

・第１９回時代まつり開催状況について 

・佐倉市議会意見交換会について 

 

 

 

２１ 

 

 

１１ 

 

 

原案のとお 

り承認 



 

第５回 

平成30年3月19日 

 

審議事項 

・議案第１号 入会者の承認について 

・議案第２号 入会者の承認について 

・議案第３号 入会者の承認について 

・議案第４号 平成２９年度事業計画（案）の承認について 

・議案第５号 平成２９年度収支予算（案）の承認について 

 

協議事項 

・第３０回佐倉チューリップフェスタの開催概要について 

・協会役職員の職務分担などについて 

 

報告事項 

・予算の執行状況について 

・第５９回観光佐倉写真コンクール審査会と表彰について 

・第２５回佐倉城址のさくらの開催状況について 

・職員採用について 

・派遣職員の受け入れについて 

 

 

２１ 

 

 

１６ 

 

 

原案のとお 

り承認 

報告事項についても参考までに記載しました。 

 
 
 ② 総会 
 

開催年月日 議   決   事   項 

開催当日 

における 

会員の 

現在数 

議決権 

を行使 

した 

会員数 

議事の結果 

 

 

平成29年6月7日

（定時総会） 

 

 

議題 

・議案第１号 平成２８年度事業報告の承認について 

・議案第２号 平成２８年度 各会計の収支決算の承認について 

・議案第３号 理事及び監事の選任について 

報告事項 

・報告第１号 平成２９年度事業計画 

・報告第２号 平成２９年度収支予算書 

 

 

 

１９５ 

 

 

１４８ 

 

 

原案のとお 

り承認 

 

 

 

 

４ 会員移動状況報告 

平成３０年３月末現在 

会 員 

種 別 

平成28年度末現在 

会 員 数 

（A） 

平成29年度 

入会者数 

（B） 

平成29年度 

退会者数 

（C） 

平成29年度末現在 

会 員 数 

（D） 

増 減 

 

（D）－（A） 

会 員 １９５ ７ １１ １９１    △４ 

 



 

 
年度中の入会・退会者一覧表 

 

入  会 退  会 

 

 平川雄幸 

 茶琴神明 

 ボランティアチューリップの会 

 花の大和 

 倉田裕代 

 串清 

 フキジマーズ（株） 

以上7件 

  

 林農社臼井グリーンセンター 

 東歌工房 

 ㈱いせや 

 ㈱吉原商店 

 創造舎自遊 

第１企業（株） 

（有）希光 

松本クリーニング店 

インド料理JAMUNA 

（有）石川印刷所 

サクセス 

                以上１１件 

 

 

 


