
 

 
 

平成２６年度事業報告 
 
１．総括 
平成２６年度の我が国経済は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投

資を喚起する成長戦略」の三本の矢の一体的推進により、緩やかな回復基調が続いて

いるものの、個人消費等の弱さが見られ、前年同様、中小企業や地方経済などにはま

だまだ深刻な問題が残されています。 
 さて、観光産業においては、平成２５年６月に観光立国推進閣僚会議で「観光立国

実現に向けたアクションプログラム」が決定され、平成２７年１月には観光立国推進

協議会から観光庁長官に「世界に冠たる観光立国実現」を願い、「観光立国実現に向

けた提言書」が渡されました。平成２６年の訪日外国人旅行者数は１，３４１万人と

なり、平成２７年２月の訪日外国人旅行者数は１３８万７千人と単月での過去最高を

記録しています。 
 一般社団法人壱岐市観光連盟が発足し２年目を迎える平成２６年度は、６月の定時

総会で承認された平成２６年度事業計画の基本方針のもと、壱岐市観光振興計画の実

現に向けた観光産業の市場の拡大と創出、交流人口の拡大を図り、地域経済活性化に

役立つことを念頭に事業運営を実践してきました。 
２年目を迎える中で、法人としての目指すべき理念や目標を着実に実践していくため

に、役員会・理事会において法人運営の協議をしながら、より効果的な事業成果を上

げるべく取り組んできました。 
特に重点目標として８項目を掲げていましたが、 
１．壱岐市観光振興計画の実現に向けた推進体制組織の強化については、４月から副

会長を本部長とする営業推進本部を設置し、営業に力点を注ぐべく、九州・山口一円

の営業活動を展開し、誘客推進を図ってきました。 
２．壱岐島ごっとり市場プロジェクトの完成と次年度以降への戦略展開については、

長崎県・壱岐市・壱岐観光連盟の三位一体での取り組みを進め、体験メニューの中に

は、夏の期間中ほぼ毎日予約が入るメニューもできました。 
３．「おもてなしの心」の醸成など観光従事者の資質向上については、おもてなし講

習会を開催し、観光従事者の資質向上を図りました。 
４．ホームページ等を活用した迅速な情報発信とメディア活用による情報発信につい

ては、以前のホームページとは様変わりし、フェイスブック等との連携や外国語（英

語・韓国語・中国語（簡体字・繁体字））対応もできるようになりました。 
５．壱岐ならではの観光企画及び着地型旅行商品造成については、壱岐市観光連盟と

して平成２６年４月１４日に地域限定旅行業を取得し、年間を通じていろいろな旅行

商品を造成し、観光客誘致に取り組んできました。 
６．外国人観光客誘致（インバウンド）のための戦略展開については、壱岐市におい

ても、平成２６年度を「インバウンド元年」と銘打ち、東アジアをターゲットに、特



 

 
 

に台湾・韓国等での誘致活動を展開してきました。誘客を推進すべく外国人観光客の

方に対し、１人３，０００円の助成も展開してきました。 
７．観光圏を活用した近隣市町村との連携による観光客誘致については、特に福岡市

との連携を強化し、国内のみならず、海外からの誘客推進を図ってきました。 
８．各都府県の「長崎県人会」及び各都市の「壱岐の会」との連携強化については、

各地での観光物産展等での事業連携を図り、壱岐への誘客拡大に向けて、各「壱岐の

会」との連携強化に努めてきました。 
 その他、各事業の取り組み状況の詳細については、以下に記載しました。  
 
２．事項別報告 
（１）組織 平成２６年度末会員数   正会員 １３６名 小口会員  ６７名 
      年度内における新規加入会員数     ２名        
      年度末 資格喪失会員         ０名  
      年度末 脱退会員           ５名 小口会員   ５名 
 
（２）規則・規程等 
   一般社団法人壱岐市観光連盟就業規則 
   一般社団法人壱岐市観光連盟臨時職員就業規則 
   一般社団法人壱岐市観光連盟職員給与支給規則 
   一般社団法人壱岐市観光連盟育児・介護休業等に関する規則 
   一般社団法人壱岐市観光連盟退職金規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟出張旅費規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟会計処理規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟事務規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟役員会規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟部長会規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟部設置規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟役員報酬規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟会費規程 

一般社団法人壱岐市観光連盟画像データ貸出利用規程（平成２６年度制定） 
一般社団法人壱岐市観光連盟コンプライアンス管理規程（平成２６年度制定） 
一般社団法人壱岐市観光連盟情報公開規程（平成２６年度制定） 

 
（３）監事の選任 
   平成２６年６月１１日定時総会において、人事異動に伴う欠員監事の選任。 
   新監事 親和銀行壱岐中央支店長 吉原雅弘氏を選任。 
 



 

 
 

（４）会議 
  １）総会 ６月２１日（金）午後２時～ 壱岐文化ホール中ホール 
    議案審議 
    ・議案第１号  平成２５年度事業報告について 
    ・議案第２号  平成２５年度決算報告について（監査報告） 
    ・議案第３号  定款の一部変更について 

・議案第４号  欠員監事に伴う新監事の選任について 
報告事項 

    ・報告第１号  新規加入会員について 
    ・報告第２号  平成２６年度事業計画について 
    ・報告第３号  平成２６年度収支予算について 
 
  ２）理事会 
    第１回理事会 

開催日時 平成２６年４月２２日（火） 午後１時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 ２５名（委任状含む） 
     協議事項 ・平成２６年度新規会員の承認について 

・定時総会日程について 

・平成２６年度壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
・会費未納会員の処理について 
・平成２６年度離島活性化交付金事業について 

・一般社団法人壱岐市観光連盟部会規程の一部改正について 
・一般社団法人壱岐市観光連盟役員会規程の一部改正について 
・一般社団法人壱岐市観光連盟部会長会規程の一部改正について 

・一般社団法人壱岐市観光連盟役員報酬規程の一部改正について 
 

第２回理事会 
開催日時 平成２６年５月３０日（金） 午後１時３０分～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 ２０名（委任状含む） 
     協議事項 ・平成２６年度新規会員の承認について 
          ・平成２６年度事業計画（案）について 
          ・平成２６年度収支予算（案）について 
          ・定時総会資料について 

第３回理事会 
開催日時 平成２６年７月３０日（水） 午後１時３０分～ 



 

 
 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 １９名（委任状含む） 
     協議事項 ・平成２６年度新規会員の承認について 
            ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
          ・インバウンド事業について 
          ・旅行商品造成・営業について 

第４回理事会 
開催日時 平成２６年１０月１６日（木） 午後３時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 ２１名（委任状含む） 
     協議事項 ・臨時総会開催要求について 
          ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
          ・インバウンド事業について 
          ・会費未納の処理について 

第５回理事会 
開催日時 平成２６年１１月２７日（木） 午後３時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 ２１名（委任状含む） 
     協議事項 ・臨時総会の件について 
          ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
          ・会費未納の処理について 

第６回理事会 
開催日時 平成２６年１２月１１日（木） 午後２時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 ２１名（委任状含む） 
     協議事項 ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
          ・事務局体制について 

第７回理事会 
開催日時 平成２７年２月２０日（金） 午後２時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 ２０名（委任状含む） 
     協議事項 ・新規会員の承認について 
          ・来年度以降の連盟運営について 
          ・借入金の限度額について 
          ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
          ・理事の取引の制限についての取り扱いについて 
          ・海開きについて 



 

 
 

          ・一般社団法人壱岐市観光連盟画像データ貸出利用規程について  
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟コンプライアンス管理規定につ

いて 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟情報公開規程（案）について 

第８回理事会 
開催日時 平成２７年３月３０日（月） 午後２時３０分～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 ２２名（委任状含む） 
     協議事項 ・理事の選任方法について 
          ・平成２７年度収支予算（暫定案）について 
          ・一支國国民証事業について 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟役員報酬規程の一部改正について 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟職員給与支給規則の一部改正に

ついて 
・一般社団法人壱岐市観光連盟臨時職員就業規則の一部改正に

ついて 
 

３）役員会（会長・副会長・専務理事・部会長） 
    第１回役員会 
     開催日時 平成２６年４月１日（火） 午後１時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・平成２６年度事務局体制（人事）について 
          ・平成２６年度事業推進部旅行企画について 
          ・平成２６年度営業推進本部営業方針について 
          ・平成２６年度「がんばらんば事業」計画（案）について 

第２回役員会 
     開催日時 平成２６年４月１５日（火） 午後４時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・第１回理事会議案について 
          ・インバウンド料金提示について 
          ・ＪＲ四国・赤い風船西日本事業部の件について 
          ・九州郵船料金提示に係る除外期間の設定と１１月ｻｰﾁｬｰｼﾞに

ついて 
          ・旅行業取得について 

第３回役員会 
     開催日時 平成２６年５月２９日（木） 午後１時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 



 

 
 

     協議事項 ・第２回理事会議案について 
          ・インバウンドについて 

第４回役員会 
     開催日時 平成２６年７月８日（木） 午後４時～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
          ・インバウンド事業について 
          ・旅行商品造成・営業について 

第５回役員会 
     開催日時 平成２６年９月４日（木） 午後４時～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 

 
第６回役員会 

     開催日時 平成２６年１０月９日（木） 午後３時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・臨時総会について 
          ・第４回理事会について 
          ・会費の件について 
          ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 

第７回役員会 
     開催日時 平成２６年１１月６日（木） 午後３時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・臨時総会の開催要求について 
 

第８回役員会 
     開催日時 平成２６年１１月２０日（木） 午後１時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・臨時総会の件について 
 

第９回役員会 
     開催日時 平成２６年１１月２５日（火） 午後２時～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・臨時総会の件について 
 

第１０回役員会 
     開催日時 平成２６年１２月４日（木） 午後２時～ 



 

 
 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
 

第１１回役員会 
     開催日時 平成２７年２月１２日（木） 午後２時～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・理事会について 
          ・来年度以降の連盟運営について 
          ・借入金の限度額について 
          ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトについて 
          ・理事の取引の制限についての取り扱いについて 
          ・海開きについて 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟画像データ貸出利用規程について  
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟コンプライアンス管理規程につ

いて 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟情報公開規程について 

第１２回役員会 
     開催日時 平成２７年３月２０日（金） 午後２時～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     協議事項 ・理事の選任方法について 
          ・理事会について 
３．事 業 
（１）長崎県及び壱岐市の補助及び交付金事業 
  １）がんばらんば長崎地域づくり支援事業 
   【壱岐島ごっとり市場プロジェクト】 
    壱岐の強み（食、歴史、文化、自然等）を最大限に活かしたこだわりのコン

テンツを島民総ぐるみで作り上げ、エリア毎・ターゲット毎・季節毎の旅行商

品を徹底的に売り込むことにより、観光客あふれる「壱岐島」を実現する。 
①壱岐に感動し楽しむ！こだわり交流体験プロジェクト 
島のライフスタイルを体感・体験できるメニューの提供 

    体験メニュー構築に合わせてインストラクターの育成 
②壱岐を食す！こだわりグルメプロジェクト 
自然の恵み豊かな食材を活用した商品の提供及び宿泊施設との連携 

    グルメコンテスト開催 
③壱岐は快適！おもてなしプロジェクト 
多様な人材を活用した受入体制の構築 

    おもてなし研修会及びリスクマネジメント講習会の開催による質の向上 



 

 
 

④壱岐を売り込む！誘致戦略プロジェクト 
キャンペーンの展開による誘客促進、エリア毎の誘致戦略活動 

    情報発信ツールによるＰＲ 
 

２）食と観光融合事業 
    壱岐の旬の食材を使った各店自慢のグルメ料理などを展開し、スタンプラリ      
   ー形式で壱岐の旬のグルメを楽しんでもらい、抽選で豪華賞品をプレゼント。 
   実施期間：平成２６年１２月１日～平成２７年３月１５日 
   

３）壱岐市内イベント事業 
    ・ジュニアバレーボール大会 ７月５日～６日 
    ・壱岐大大神楽公演     ８月２日     
    ・壱岐オープンテニス大会  ５月２４日～２５日 
    ・壱岐アイランドカップ大会 ２月２１日～２２日 
   
（２）長崎県・壱岐市委託事業 
  １）博多どんたく港まつり参加宣伝事業 
    平成２６年５月３日 
    壱岐市どんたく隊参加者    １４６名 
    壱岐観光パンフレット配布 ２，０００部 
 
  ２）観光案内所設置事業 
    設置期間：平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
    設置場所：郷ノ浦港・芦辺港・印通寺港のターミナル 
 
  ３）石田地区海水浴場開設業務 
    筒城浜・大浜・錦浜にブイ設置～管理～撤去 
 
  ４）情報発信強化事業 
    マスコミ等タイアップ企画、広報活動 
    人材育成及び情報発信の展開 
    パンフレット等の情報発信ツール作成 
 
  ５）壱岐夜神楽「文化遺産の舞」公演事業 
    旅行社向けの商品として対応 

（ただし、催行日で開催決定した日は一般観覧可能） 
    平成２６年度観覧者数 ６８７人 



 

 
 

     
  ６）グリーンツーリズムマーケティング強化支援事業 
    グリーンツーリズムにおいて、マーケティングを強化することにより、地域

の交流人口の増加による地域活性化を図る。 
    ・消費者ニーズに対応した提供商品の見直しや新規開発 
    ・提供価格や申込み方法の改善 
    ・ＷＥＢを活用した情報発信等消費者を呼び込むためのプロモーション活動 
   

７）壱岐行き観光サポーター事業 
市民の観光振興策に対する参画を促し、観光客の誘致による地域経済の発展

と市民のホスピタリティ向上を図ることを目的として壱岐行き観光サポータ

ー制度を設け、宿泊を伴う観光客の誘致、市内外で開催されるイベント等への

協力、観光の島・壱岐の地域づくりへの協力を展開。 
 
  ８）壱岐島交流促進事業 
    外国語パンフレット等情報発信ツール整備 
    ・マスコミ広告（台湾マスコミ・旅行社招請） 
    ・外国語プロモーションビデオ作成（平成２５・２６年度、２ヶ年事業） 

・外国語ポスター作成・ノベルティ作成 
外国人観光客受け入れのためのグレードアップ 
・韓国語に堪能な職員の雇用 

    戦略的な情報発信の強化 
    ・青少年スポーツ交流事業 

（春一番スプリングカップ中学生バレーボール大会に台南中学生男女各

１チームを招聘） 
    ・誘客促進 
     （韓国 BIKI 掲載、台湾インバウンド業務委託） 
     
  ９）インバウンドスタートアップ事業 
    平成２６年度を「インバウンド元年」と銘打ち、積極的に外国人観光客の誘

客を促進。外国人観光客に対し、１人３，０００円の旅費助成を実施し、２３

５人の実績。外国人観光客受入ためのおもてなしセミナー実施。台湾ブロガー

招請。英語・韓国語・中国語会話教室の開催。香港・広州セールス。 
 
 １０）福岡市との観光連携事業 
   福岡市と連携して海外からの誘客のためのプロモーション実施。台湾へのト

ップセールス実施、ＩＴＦへの出展。 



 

 
 

 
１１）緊急雇用創出事業 

    長崎県内における離島地域の交流人口拡大と域内での消費拡大を目的とし

て実施されている２０％のプレミアム付商品券「しまとく通貨」を活用して壱

岐市への誘客促進を図る事業の実施に併せて、観光産業に携わるための人材を

育成するため、ビジネスの基本的マナーやパソコン等事務処理の基礎及び営業、

旅行商品に関する知識等の習得のための実務研修を実施。 
 
 １２）島民おもてなし体制整備事業 
    サポーター制度の充実とポイント管理システムの構築、おもてなし講習会の

開催。 
 
 １３）子ども農山漁村交流プロジェクト事業 

「子ども農山漁村プロジェクト」は、農林水産省、文部科学省、総務省が連

携して、子どもたちの学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、

力強い成長を支える教育活動として、小学校における農山漁村での長期宿泊体

験活動を推進するものです。本事業では、福島県楢葉町立南・北小学校の子ど

もたちが壱岐を訪問し、渡良小学校の子どもたちとの交流や体験を楽しみまし

た。また、渡良小学校の子どもたちも楢葉町を訪問しました。 

 
 １４）壱岐食ブランド推進事業 
    新鮮で美味しい農産物・海産物の宝庫である壱岐、しかしながら、壱岐産食

材が美味しい理由等その魅力が十分に伝わっていない現状があり、そのための

壱岐の食のブランディング、販路拡大を目指すため、今回、壱岐の食に関する

イメージを視覚的に分かりやすく表現した資料をアドバイザーの意見をいた

だきながら作成。 
 
 １５）観光物産展業務 
    壱岐の魅力（自然・歴史・食）を効果的に情報発信し、大都市での壱岐の知

名度アップと誘客を図りました。 
   東京都庁観光物産展    ６月１１日～１７日 
   大阪駅観光物産展     ６月２７日～２８日 
   ゆめタウン広島観光物産展 ９月 ３日～ ７日 

博多駅観光物産展     ９月２１日～２３日 
    
（３）長崎県観光振興課・（一社）長崎県観光連盟の事業 
  １）長崎県観光情報説明会に参加 



 

 
 

    下期： ７月 ３日  雲仙メモリアルホール 
    上期：１２月 ３日  九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス 
 
  ２）長崎県総おもてなし運動推進大会参加 
 
（４）連盟事業 
  １）一支國国民証事業 
    国民証カード登録募集 ５ヶ年事業（有効期間２０１６年３月３１日まで） 
    平成２７年３月末現在 ３６４枚発行 
 
  ２）壱岐ちゃりレンタル事業（平成２５年度に３０台追加購入） 
    貸出場所及び配置台数      
    郷ノ浦港１３台、芦辺港２０台、印通寺港５台、 
    湯ノ本（壱岐島荘・海の駅湯がっぱ）各５台、勝本（大幸物産）２台 
 
  ３）しまとく通貨販売事業 
    郷ノ浦港、芦辺フェリーターミナル、芦辺ジェットフォイル待合所、印通寺

港で販売  手数料収入 2,708,220 円 
 
  ４）物産事業 
    壱岐物産の販売促進と壱岐の認知度向上 
    平成２６年度開催実績 ６回 
 
  ５）大型観光団歓迎事業（歓迎セレモニーを実施） 
    修学旅行来島実績 ３１校、２，２８６名 
 
  ６）海の家事業 
    海水浴シーズンに筒城浜に海の家を設置 
    平成２６年度実績 ３棟 
 
  ７）壱岐市内の各種イベント協力 
    壱岐サイクルフェスティバル 
    辰ノ島フェスタ 
    ツインズビーチフェスティバル 
    勝本港まつり 
    壱岐大大神楽 
    壱岐の島新春マラソン大会 



 

 
 

    壱岐・壱岐綱引き大会 
    壱岐焼酎七蔵めぐり 
    壱岐市長旗争奪玄界灘親善少年軟式野球大会 
    壱岐市長旗中学生軟式野球大会 
    春一番スプリングカップ中学生バレーボール大会 
     
   

８）青年部・女性部事業 
    ・各種イベントの協力 
    ・花いっぱい活動の展開 
    ・おもてなし研修 
 
  ９）石田事業所事業 
    ・観光案内サービス事業 
    ・スポーツイベントの実施 
    ・筒城浜売店、シャワー室管理 
 
その他（行動概要） 
 ４月 １日  第１回役員会 
        うに祭り営業打ち合わせ 
４月 ２日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト平成２６年度計画振興局との打

ち合わせ 
        平成２６年度一時借入６００万円（～７／４） 
４月 ３日  うに祭り営業（福岡市）（～４日）（吉田副会長・塚本局長・竹富主

任） 
４月 ４日  長崎県観光連盟総会下見 
４月 ７日  うに祭り営業（熊本・大分）（舩川理事・白川次長）（～９日） 

        うに祭り営業（福岡・佐賀・山口）（吉田副会長・竹富主任）（～９

日） 
４月 ９日  うに祭り営業（鹿児島・宮崎）（土谷部長・山内主任） 

        福岡壱岐の会懇話会 
４月１０日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト（山本県議・松尾振興局長との会

議） 
４月１１日  中国湖北省青少年交流団（仮称）壱岐来島打ち合わせ（県国際課） 
４月１４日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト会議（長崎市）（県地域づくり推

進課・観光振興課、長崎県観光連盟） 
４月１５日  第２回役員会 



 

 
 

４月１８日  壱岐の島フェア in 広島（ゆめタウン広島）（～２０日） 
４月１９日  壱岐島経済活性化協議会 
４月２２日  第１回理事会 
       壱岐民宿組合総会 
４月２３日  旅行業務研修会 
       県観光振興課・観光連盟来所（インバウンド） 
４月２４日  平成２５年度壱岐島ごっとり市場プロジェクト実績検査 
       壱岐料飲業組合総会 
４月２４日  うに祭り営業（長崎県内）（橋本）（～２５日） 
４月２５日  平成２６年度壱岐島ごっとり市場プロジェクトヒアリング 
４月２６日  夢彩都物産展（～５月１日） 
４月２８日  うに祭り営業（福岡市内）（竹富主任・橋本） 
５月 ３日  博多どんたく 
５月 ６日  体験型観光に係る講演会（講師：藤澤安良先生） 
５月 ７日  うに祭り営業（福岡県内）（竹富主任・橋本）（～９日） 
５月 ８日  佐世保玉屋（物産出展依頼）（～１３日） 
５月１０日  看護の日 in 壱岐（物産出展・観光ＰＲ） 
５月１１日  東海壱岐の会総会 
５月１３日  市役所国体推進課より国体手配関係依頼 

  佐世保玉屋（物産出展）（～２０日） 
       うに祭り営業（福岡）（竹富主任）（～１４日） 
       ＫＢＣラジオ壱岐×壱岐スクランブル 
５月１５日  うに祭り営業（鹿児島）（山内主任） 
       ＮＣＣうに祭り取材（～１６日） 
５月１６日  うに祭り営業（福岡・大分）（橋本） 
５月１９日  うに祭り営業（福岡・大分）（橋本） 
５月１８日  十八・肥後・鹿児島銀行陸上部合宿（～２４日） 
５月２０日  広島市立城山北中学校受入（～２２日） 
       うに祭り営業（福岡）（竹富主任） 
       ＫＢＣラジオ壱岐×壱岐スクランブル 
５月２１日  広島市立三入中学校受入（～２３日） 
５月２３日  旅行業務取扱管理者講習（竹富主任・山内主任）（～２５日） 
５月２６日  うに祭り営業（福岡）（竹富主任）（～２７日） 
       うに祭り営業（福岡・佐賀）（橋本）（～２７日） 
５月２７日  長崎県観光連盟理事会 
       日本テレビ取材（笑神様は突然に・・・） 
５月２８日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト月例会議 



 

 
 

５月２９日  第３回役員会 
５月３０日  第２回理事会 
       インバウンド受入施設会議 

  農協観光受入（～６月２日） 
６月 ３日  長崎県観光連盟総会 
６月 ４日  壱岐市商工会海開き 
       ＢＳ－ＴＢＳロケハン（～６日） 
６月 ６日  ＮＨＫラジオ福岡電話出演（うに祭り・山川） 
       台湾インバウンド打ち合わせ（～７日） 
６月 ８日  サイクルフェスタ 
６月１１日  壱岐市観光連盟総会 

  東京都庁物産展（～１７日） 
６月１２日  交流観光アドバイザー伊原来島（～１３日） 
６月１３日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト記者発表 
６月１５日  福岡壱岐の会総会 
６月１７日  長崎県旅行業協会定時総会 
       ＢＳ－ＴＢＳ湯のまち放浪記撮影（～１８日） 
       ＮＢＣあっ！ぷる取材（～１８日） 
６月２０日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト月例会議 
       しまとく通貨魅力発信企画審査会（塚本局長） 
       壱岐市航路対策協議会（長嶋会長） 
６月２２日  壱岐高東京同窓会総会 
６月２３日  国体壱岐市実行委員会総会 
６月２３日  クラブツーリズム下見（～２４日） 
６月２４日  夏の壱岐 天神キャンペーン、旅行商品及び壱岐の魅力説明会 
６月２６日  旅行商品造成会議 
       壱岐焼酎蔵めぐり実行委員会 
６月２７日  大阪駅物産展（～２８日） 
       ＫＴＮミッションながさき取材 
６月２８日  韓国光ツアー１９名来島（～２９日） 
６月２９日  関西壱岐の会総会 
６月３０日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト推進会議 

（壱岐振興局主催のこぎ出せミーティングとして開催） 
７月 １日  旅行商品造成会議 
７月 ２日  サンフラワートラベル（香港日帰りグルメツアー２５名来島） 
       iki-vision ようこそ市長室へ収録（長嶋会長） 
７月 ３日  平成２６年度下半期長崎県観光情報説明会（～４日） 



 

 
 

       観光物産展イオン大塔店（佐世保）（～４日） 
７月 ５日  第５回文月杯壱岐親睦小学生バレーボール大会（～６日） 
７月 ６日  ＮＢＣラジオ電話出演（サマーキャンペーン・中西） 
７月 ８日  旅行商品造成会議 
       第４回役員会 
 
７月１１日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト月例会議 
       壱岐市経済活性化協議会 
７月１２日  ＫＢＣラジオゆうゆうサタデー電話出演 
       （サマーキャンペーン・中西） 
       ＢＳ１２花鳥風月取材（～１３日） 
７月１３日  大栄国際旅行社来島（～１４日） 
７月１４日  オリジナルフレーム切手『粋な島 壱岐』贈呈式（長嶋会長） 
７月１５日  中国雑誌ツアー１９名来島（～１６日） 
       雄獅旅遊（台湾ライオントラベル）視察６名来島（～１７日） 
７月１６日  台湾総領事来島（表敬訪問） 
       ＫＢＣラジオひまわり号取材 
７月１７日  壱岐島ごっとり市場キャンペーン記者会見（壱岐市観光連盟） 
７月１８日  壱岐島ごっとり市場キャンペーン記者会見（福岡市役所） 
７月１９日  Kokoke Hula in 壱岐（筒城屋外ステージ） 
７月２０日  関西大阪長崎県人会６０周年記念総会 
７月２１日  台湾トップセールス（市長・会長）（～２３日） 
７月２２日  大野城市体育協会受入（～２５日） 
７月２６日  上海錦江国際旅行社２９名来島（～２７日） 
７月２８日  長崎県しま体感受入（～３１日） 
８月 １日  壱岐地区沿岸警備協議会 
       筑後市少年の船受入（～４日） 
８月 ２日  壱岐大大神楽 
       ふくおか森の学校受入（大島～６日） 
８月 ５日  壱岐市景観計画策定委員会 
８月１２日  古賀市少年の船下見（～１３日） 
８月１７日  うきは市教育委員会受入（～２０日） 
８月１８日  広島市立三入中学校下見（～１９日） 
８月１９日  ＢＳ－ＴＢＳ撮影（～２１日） 
８月２０日  中国湖北省青少年交流団受入（～２１日） 
       壱岐島ガソリン流通懇談会 
８月２５日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト月例会議（～２６日） 



 

 
 

       一支国ウォーク実行委員会 
８月２６日  ふくおか森の学校受入（串山～２８日） 
       ＫＢＣラジオ壱岐☓壱岐スクランブル電話出演（うに祭り・中西） 
８月２７日  楢葉南・北小学校受入（～２８日） 
       阪神地区トップセールス（～２８日） 
８月２９日  ＮＨＫ新日本風土記ロケ 
９月 ２日  香港旅行社・マスコミ招請事業（～３日） 
９月 ３日  ゆめタウン広島観光物産展（～７日） 

        第１回広報部会議 
９月 ４日  第５回役員会 

        阪神学校・ＡＧＴ訪問 
９月 ６日  法政第二中学校受入（～８日） 

 ９月１１日  体験型観光ワーキング 
 ９月１２日  長崎県立大しま体験教育プログラム（佐世保２）（～１４日） 
 ９月１３日  筑後青年会議所受入（～１４日） 
        玄界灘ビルフィッシュトーナメント（～１５日） 
        古賀市少年の船受入（～１５日） 
        長崎県立大しま体験教育プログラム（ｼｰﾎﾞﾙﾄ２） 
 ９月２１日  博多駅物産展（～２３日） 
 ９月２４日  体験型観光グループリーダー会議 
 ９月２５日  女子旅ファムツアー（～２６日） 
 ９月２６日  長崎県立大しま体験教育プログラム（シーボルト 1・3）（～２８日） 
        子どもプロジェクト・荒尾市説明会 
１０月 ３日  Food EXPO kyushu（～５日） 
        中国国際旅行社会インセンティブツアー（～４日） 
        長崎デスティネーションキャンペーン推進協議会設立総会（長崎市） 
        第２回広報部会議 
１０月 ４日  夢彩都物産展（～９日） 
１０月 ６日  上海職工旅行社親子ツアー（～７日） 
１０月 ７日  インバウンドおもてなし講習会（講師：袁文英） 
        中華民国（台湾）１０３年國慶節祝賀レセプション 
１０月 ８日  女性部役員会 
１０月 ９日  第６回役員会 
１０月１０日  長崎県立大しま体験教育プログラム（佐世保１）（～１２日） 
１０月１１日  ぱしふぃっくびいなす入港 
１０月１３日  長崎がんばらんば国体２０１４・自転車（ロード） 
１０月１４日  子どもプロジェクト受入（～１５日） 



 

 
 

１０月１６日  第４回理事会 
１０月１８日  長崎がんばらんば国体２０１４ソフトボール（成年女子） 

（～２０日） 
１０月２４日  唐津市との意見交換会 
１０月２５日  壱岐市活性化に関する意見交換会 
１０月２６日  東京壱岐雪州会定時総会 
１０月２７日  下期商品説明会（福岡市） 
１０月３０日  夢彩都物産展（～１１月３日） 
        長崎県観光連盟理事会 
        宿泊予約システムプロポーザル 
１０月３１日  ごっとり川柳審査会 
１１月 １日  ドリームベースボール大会（～２日） 
        ゆるキャラグランプリ（セントレア空港・～３日） 
        うきは祭り２０１４（～２日） 
１１月 ３日  壱岐学検定 
１１月 ４日  第５回九州横断長崎・熊本・大分観光振興議員連盟総会 
１１月 ５日  壱岐市フォトコンテスト審査会 
１１月 ６日  第７回役員会 
        上期商品造成会議 
１１月 ７日  壱岐バル（～８日） 
        台北国際旅行博（ＩＴＦ）（～１０日） 
１１月１０日  がんばらんば長崎地域づくり支援事業審査支援委員会（～１１日） 
１１月１５日  三木ＳＡ県産品ＰＲイベント（～１６日） 
        ＫＢＣラジオ長崎フェスタ 
１１月２０日  第８回役員会 
１１月２１日  道の駅玖珠物産展（～２３日） 
        壱岐市フォトコンテスト授賞式 
１１月２２日  アイランダー（～２３日） 
        第１１回壱岐市長旗争奪玄界灘親善少年軟式野球大会（～２４日） 
        広島市立城山北中学校下見（～２３日） 
１１月２５日  第９回役員会 
１１月２６日  壱岐市観光振興計画策定委員会 
        いき・湯がっぱ海の駅 落成記念 
１１月２７日  インバウンドおもてなし英会話教室（第１回） 
        第５回理事会 
１１月２８日  宿泊予約システム説明会 
１１月３０日  壱岐焼酎ひろば 



 

 
 

１１月２９日  ごっとり川柳記者会見 
        体験事業者視察研修（～３０日） 
１２月 １日  交流民宿運営委員会 
１２月 ３日  一支国ウォーク実行委員会 
        平成２７年度上半期長崎県観光情報説明会（～４日） 
        大阪府立難波特別支援学校下見（～５日） 
１２月 ４日  インバウンドおもてなし英会話教室（第２回） 
        第１０回役員会 
１２月 ６日  道の駅大牟田物産展（～８日） 
        元寇殉難物故者慰霊祭壱岐博多合同一斉法会 
１２月 ７日  インバウンドおもてなし英会話教室（第３回） 
１２月１１日  インバウンドおもてなし英会話教室（第４回） 
        第６回理事会 
１２月１２日  交流民宿営業（神戸・奈良） 
１２月１４日  古賀市軽トラ市（鶏すき＆ひきとおし鍋 食べ比べ） 
１２月１５日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト月例会議 
１２月１７日  交流観光アドバイザー伊原来島（～１８日） 
        体験型観光グループリーダー会議 
１２月１９日  壱岐商業高校生との旅行商品造成会議 
１２月２４日  九州・山口・広島営業（～２５日、３班） 
１２月２５日  福島県楢葉北・南小学校と渡良小学校交流（～２７日、楢葉町） 
        駐福岡韓国総領事来島（～２６日） 
２０１５年（平成２７年） 
 １月 ６日  長崎県観光関係機関２０１５年新春賀詞交歓会 
 １月 ９日  旅行商品造成会議 
 １月１１日  壱岐の島新春マラソン大会 
 １月１４日  体験型観光グループリーダー会議 
 １月１５日  インバウンド韓国語教室（第１回平日） 
１月１７日  インバウンド韓国語教室（第１回土曜） 
１月１９日  全国旅行業協会九州支部新春の集い（熊本） 
１月２１日  旅行商品造成会議 
１月２２日  インバウンド韓国語教室（第２回平日） 
       子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事業にかかる事業報

告会 
１月２３日  壱岐商業高校生との旅行商品造成会議 
       福岡壱岐の会新年賀詞交歓会 
１月２４日  インバウンド韓国語教室（第２回土曜） 



 

 
 

１月２６日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト月例会議 
１月２７日  旅行商品宿泊施設説明会 
１月２８日  壱岐市観光振興計画策定委員会 
       香港ウェディング関係旅行社招請（～２９日、福岡市との連携） 
１月２９日  インバウンド韓国語教室（第３回平日） 
１月３０日  国内旅程管理主任者資格研修（～３１日） 
１月３１日  インバウンド韓国語教室（第３回土曜） 

 ２月 ４日  壱岐の島スキ・スキ応援隊候補生座談会（壱岐高） 
        一支国ウォーク実行委員会 
 ２月 ５日  壱岐の島スキ・スキ応援隊候補生座談会（壱岐商） 
        交流民宿営業（～６日、高松・新居浜） 
２月 ６日  インバウンド中国語教室（第１回） 

 ２月 ８日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト推進会議 
 ２月１２日  第１１回役員会 
        壱岐商業高校生との旅行商品造成会議 
 ２月１３日  インバウンド中国語教室（第２回） 
 ２月１５日  第２８回壱岐・壱岐綱引大会 
 ２月１６日  おもてなし講習会 
 ２月１７日  交流観光アドバイザー伊原来島（～１８日） 
 ２月１８日  長崎県グリーンツーリズム推進協議会 
 ２月２０日  第７回理事会 
２月２１日  壱岐市長旗中学生軟式野球大会（～２２日） 

        第２回壱岐ｱｲﾗﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ U12 ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（～２２日） 
２月２５日  物産販路拡大委員会（島内商談会） 
２月２６日  壱岐市観光振興計画策定委員会 
       イートラベル（韓国）３５名来島 
２月２７日  壱岐の島スキ・スキ応援隊任命式（壱岐商） 
       インバウンド中国語教室（第３回） 
２月２８日  スプリングカップ中学生バレーボール大会（～３月１日） 

        （台南中学生バレーボールチーム男女各１チーム招請） 
壱岐の島スキ・スキ応援隊任命式（壱岐高） 

３月 ２日  国体壱岐市実行委員会解散総会 
３月 ５日  「壱岐焼酎」試飲会 inＦＵＫＵＯＫＡ 
３月 ６日  壱岐旅館組合通常総会 
３月 ７日  一支国ウォーク（～８日） 
       壱岐焼酎七蔵めぐり（～８日） 
３月１３日  B’z コンサート 



 

 
 

３月１４日  長崎県島のフェア in 埼玉 
３月１５日  おもてなし講習会 
３月１６日  壱岐島！島内食材の商談会 
３月１７日  壱岐市観光振興計画の市長答申 
３月１８日  長崎県観光連盟理事会 
３月１９日  壱岐島ごっとり市場プロジェクト月例会議 
３月２０日  第１２回役員会 
３月２６日  香港・広州セールス（～２９日） 
３月３０日  第８回理事会 

 
 
 
 


