
3 

 

平成２７年度 事業報告 

１．総括 

 平成２７年度の国内経済を取り巻く環境は、社会情勢の変化や少子高齢・人口減少を背景と

して厳しい状況が続く中、昨年は流行語にもなった“爆買い”に代表される訪日外国人旅行者

数が 1,974万人と（前年比 47.1％増）大きく伸びました。これは、東南アジアを中心とする近隣

諸国の経済発展と円高や観光ビザの発給要件が緩和されたことなどが大きな要因とされていま

す。旅行消費額も 3兆 4771億円で前年比 72%増と推計されています。また、日本人の国内旅

行も含めた宿泊旅行統計調査では延べ宿泊者数が 5億 545万人泊で初めて 5億人泊を超

えてきました。 

 さて、長崎県観光振興課が発表している「長崎県観光動向調査」によると４月以降の壱岐の

宿泊動向は台風が襲来した７月を除いてすべての月で前年を上回っています。海水浴場利用

者数も昨年は 59,839名と過去５年間では最高値を記録しました。昨年度の特徴としてマスメデ

ィアの取材が 28件、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、ＷＥＢなどを通じた魅力的な観光情報の発

信は 30回を数えています。２年目を迎えた旅行業も着地型旅行商品を中心に 1,620名、

31,000千円（前年比 237％）の取扱いが出来ました。また、壱岐市内へ宿泊したインバウンドも

延べ 1,382名（壱岐市観光商工課）で前年から倍増しています。これらは、３年間継続的に取り

組んできた長崎県の「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）を中心とした成果と考えられます。 

 一般社団法人壱岐市観光連盟が発足し３年目を迎えた平成２７年度は、６月の定時総会で

承認された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

実践して参りました。 

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

て法人運営についての協議をしながら、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。 
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重点目標 

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 

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 

３．「おもてなしの心」の醸成など観光従事者の資質向上 

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 

５．壱岐ならではの観光企画及び着地型旅行商品造成 

６．外国人観光客誘致（インバウンド）のための戦略展開 

７．福岡市との連携による観光客誘致 

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 

 

※重点目標の詳細は下記のとおりです。 

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月から営業に力

点を注ぐべく、九州・山口一円の営業活動をはじめ、首都圏、関西地区、中四国地区へ展

開し、誘客推進を図ってきました。また、壱岐観光資産パワーアッププロジェクトでは、島内

のあらゆる階層からワークショップメンバーになっていただき、「実りをもたらす島 壱岐」が新

たな観光ブランドのコンセプトとして策定されました。今後の壱岐の観光ＰＲとパンフレットや

ポスターなどに活用を目指します。 

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、それなりの成果が出てきました。教育

旅行に特化した「交流民宿」の取組みに関係事業者や行政関係者を巻き込んだ「壱岐教育

旅行受入プロジェクト」の組織を立ち上げ、今後関係者が一体となった受入体制の礎をきづ

くことが出来ました。 

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、70名のご参加を頂き、観光従事者の資質向上を図りました。 
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４．メディア活用による情報発信に関しては、新聞、雑誌、ラジオ、テレビなど 28社から取材を

頂き、魅力的な壱岐の観光情報の発信は 30回を数えています。また、ホームページ等を活

用した迅速な情報発信ついては、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地

域限定旅行業を取得して 2年目を迎え、年間を通じて魅力的な旅行商品を造成し、観光客

誘致に取り組んできました。取扱人員は 1,620名、取扱高 31,000千円（前年比 237％）の

扱いになりました。 

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、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海外の拠点がある富士ゼロックス九

州とともに、連携しながら展開してきました。また、日本語、英語、中国語、韓国語の４か国語

対応の「観光情報音声ガイドアプリサービス」を整備しました。登録している島内 50か所の

観光地で無料のアプリをダウンロードすれば、地元バスガイドが監修した観光情報をはじめ

盛りだくさんの情報を提供しています。外国人宿泊観光客の方に対し、１人 3,000円の助成

も展開してきました。 

７．福岡市との連携による観光客誘致については、これまで以上に連携を強化し、国内のみな

らず、海外からの誘客推進を図ってきました。世界最大規模で東京で開催されたツーリズム

EXPOジャパンにも福岡市と連携して参加しました。また、修学旅行の誘致活動にも連携し

て参画しました。 

 

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、各地域の「壱岐の会」との

連携強化に努めてきました。 

 

その他、組織・管理・会議関係と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。  
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２．組織・管理・会議関係 

（１） 組織 平成２７年度末会員数    正会員   １４０名  小口会員  ５６名 

        年度内における新規加入会員数      ３名        

        年度末 資格喪失会員   小口会員   ５名   

        退会会員           正会員     ２名   小口会員  ６名  

 

（２） 規則・規程等 

   一般社団法人壱岐市観光連盟就業規則    （一部改正）  

   一般社団法人壱岐市観光連盟事務決裁規程 （一部改正） 

   一般社団法人壱岐市観光連盟役員会規程   （一部改正） 

   一般社団法人壱岐市観光連盟部会設置規程 （一部改正） 

     

（３） 理事・監事の選任 

   平成２７年５月２９日定時総会において、理事２４名と監事２名を選任。 

   同日の理事会で、会長 長嶋立身氏、副会長 品川洋毅氏、末永勝也氏 

堺常道氏、専務理事 左野健治氏、監事 吉原雅弘氏、田丸敦史氏を選任。 

任期は２年間。 

 

（４） 会議 

  １）総会 

開催日時  平成２７年５月２９日（金）午後２時～ 

開催場所  壱岐文化ホール中ホール 

   報告事項 

    ・報告第１号  新規加入会員について  

承認事項 

    ・承認第１号  平成２６年度事業報告について 

    ・承認第２号  平成２６年度決算報告について（監査報告） 

    ・承認第３号  平成２７年度事業計画（案）について 

・承認第４号  平成２７年度収支予算（案）について 

議案審議 

    ・議題１    定款の一部変更について 

    ・議題２    監事の選任について 

    ・議題３    理事の選任について 

     

  ２）理事会 

   第１回理事会 
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開催日時 平成２７年５月１日（金） 午後２時～ 

開催場所 壱岐市観光連盟会議室 

出席者数 23名（委任状含む） 

協議事項 ・理事の選任について 

第２回理事会 

開催日時 平成２７年５月８日（金） 午後２時～ 

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年度事業報告書について 

       ・平成２６年度決算報告書について 

・平成２７年度事業計画（案）について 

・平成２７年度決収支予算（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２７年５月２９日（金） 午後４時～ 

開催場所 壱岐文化ホール中ホール 

   出席者数 17名 

協議事項 ・役員選任について 

   第４回理事会 

開催日時 平成２７年６月１９日（木） 午後２時～ 

開催場所 壱岐文化ホール １０６会議室 

出席者数 22名（委任状含む） 

協議事項 ・新規会員の承認について 

            ・平成２７年度役員体制について 

            ・一般社団法人壱岐市観光連盟部会設置規定の一部変更について 

            ・一般社団法人壱岐市観光連盟役員会規定の一部変更について 

            ・一般社団法人壱岐市観光連盟事務決済規定（案）について 

第５回理事会 

開催日時 平成２７年９月１５日（火） 午後１時３０分～ 

開催場所 壱岐文化ホール ２０１会議室 

出席者数 18名 

協議事項 ・新規加入会員について 

            ・理事選任方法について 

   第６回理事会 

開催日時 平成２７年１２月１１日（木） 午後１時３０分～ 

開催場所 壱岐文化ホール １０２会議室 

出席者数 21名（委任状含む） 

協議事項 ・新規加入会員の承認について 
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       ・役員の定数に関する定款の一部改正について 

第７回理事会 

開催日時 平成２８年３月１４日（月）  午後１時３０分～ 

    開催場所 壱岐文化ホール ２０１会議室 

    出席者数 24名（委任状含む） 

    協議事項 ・一般社団法人壱岐市観光連盟就業規則の一部改正について 

           ・借入金の限度額について 

 

３） 役員会（会長・副会長・専務理事） 

第１回役員会 

  開催日時 平成２７年４月２４日（金） 午後２時～ 

   開催場所 壱岐市観光連盟会議室 

  協議事項 ・理事の選任状況について 

第２回役員会 

  開催日時 平成２７年５月１日（金） 午後１時～ 

  開催場所 壱岐市観光連盟会議室 

  協議事項 ・理事の選任状況について 

第３回役員会 

     開催日時 平成２７年５月７日（木） 午後２時～ 

     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 

第４回役員会 

     開催日時 平成２７年５月２５日（月） 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２７年度通常総会運営について 

第５回役員会 

     開催日時 平成２７年５月２７日（水） 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２７年度通常総会運営について 

第６回役員会 

     開催日時 平成２７年６月１５日（月） 午後２時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 

     協議事項 ・第４回理事会議案について 

            ・平成２７年度組織体制について 

            ・平成２７年度役員体制について 

第７回役員会 

     開催日時 平成２７年８月１１日（火） 午後１時３０分～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
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     協議事項 ・会費の対応について 

            ・理事選任規定の整備について 

            ・各種部会について 

第８回役員会 

     開催日時 平成２７年１１月３０日（木） 午後２時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 

     協議事項 ・決算見通しと次年度予算（案）について 

            ・理事の変更について 

            ・連盟会費の対応について 

第９回役員会 

     開催日時 平成２８年２月２６日（金） 午後２時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 

     協議事項 ・連盟会員の対応について 

            ・短期借入金限度額の承認について 

            ・観光案内所職員の体制について 

 

３．事 業 

（１） 観光宣伝・誘客促進事業 

   壱岐市と連携した観光宣伝隊の派遣や観光物産展の開催、メディアを活用した情報発

信、また魅力ある体験型観光商品の創出、壱岐夜神楽公演等の展開により、壱岐の知名度

アップと交流人口拡大を図った。 

  １） 博多どんたく港まつり参加宣伝事業  

     平成２７年５月３日 壱岐市どんたく隊参加者 171名 パンフレット 2,000部配布  

  ２） 観光案内所設置事業 

     設置期間：平成２７年４月１日～平成２８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 

 マスコミ等を通じての広報活動及びパンフレット等の情報発信ツールの作成を行った。

特に、メディア関係の取材は NHK等 28社、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、ＷＥＢなどを

通じて魅力的な壱岐の観光情報の発信は 30回を数えています。 

     新聞掲載  東京新聞社等６社 

     雑誌     旅の手帳等４社 

     ＷＥＢ    集英社、朝日新聞、ａｎａｎ総研、ゆるキャラＧＰ、県観連ＨＰ等掲載 

     ラジオ    ＫＢＣラジオひまわり号等 

     テレビ    ＮＨＫ、ＫＴＶ「にじいろジーン」等７社 
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     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 

    旅行社向けの企画として対応  平成２７年度観覧者数 29回 463人 

６） 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。  

「壱岐の島スキ・スキ応援隊」は、島内２校の卒業生を壱岐市の観光応援隊として任

命し、進学や就職で転出した都市で壱岐の魅力を若い目線で観光のＰＲをして頂き、

誘客活動に協力を頂いています。 各校 10名、合計 20名を任命。 

  ７） 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 

① 海外インバウンド商談会（韓国） ２月１７日～１９日 

② 海外インバウンド商談会（台湾） ２月２２日～２４日 

③ 外国人観光客受け入れのためのグレードアップ、戦略的な情報発信の強化 

④ 青少年スポーツ交流事業    ２月２６日～２８日 

（春一番スプリングカップ中学生バレーボール大会に新北市立鶯歌中学校男子チームを招聘） 

  ８） インバウンドスタートアップ事業 

      積極的に訪日外国人観光客の誘客を促進。宿泊を伴う外国人観光客に対し、一人

3,000円の旅費助成を実施した。また、外国人観光客受入ためのおもてなしセミナーも

実施。 

①  訪日外国人来島旅費の一部助成  418名 前年比 178％増（平成２６年度 235名） 

②  外国人おもてなしセミナーの実施 ３月１５日 20名参加  

③ インバウンド用ノベルティ制作 販促グッツとしてトートバックを 1,400個作製。 

  ９）多言語音声ガイドサービスアプリケーション開発業務 

  壱岐島内の観光地、約 50か所で４ヶ国語（日本語、英語、中国語、韓国語）で案内

するアプリケーションの開発業務を行い、４月より利用が可能になった。開発には、壱岐

交通のバスガイドや外国人スタッフの協力、支援もあり、現地踏査を実施して、翻訳を行

った。個人客や訪日外国人を想定した活用を目指しており、レンタカーや壱岐ちゃり、

徒歩などで散策中にガイドを視聴できる。旅行者のスマートフォンに無料でダウンロード

して利用する。 

 １０） 福岡市との観光連携事業 

    福岡市と連携して国内・海外からの誘客のためのプロモーション実施。 

① 台湾、中国、韓国等旅行博覧会への出展と情報発信 

 台湾国際観光博覧会ＴＴＥへの出展  ５月２１日～２５日 

② 台湾企業講座説明と旅行会社連携。  ６月２０日～２４日 台湾大手旅行会社のラ

イオントラベルと連携してインターテックでの壱岐島の誘客説明会を開催。 
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③ 世界最大規模の旅行博覧会「ツーリズム EXPO ジャパン２０１５」出展 ９月２４日～２７日  

④ 上海 外灘画報取材・掲載 （中国人俳優 陸毅ファミリー） 

⑤ 香港撮影会社・旅行会社を対象とした現地説明会参加  １月１７日～２０日 

  香港エキスプレス、ＥＧＬツアーズ訪問し、撮影会社、旅行会社を対象とした説明会

を福岡市、武雄市、壱岐市でプレゼンを行った。 

⑥ 福岡コンベンションビューロー主催の教育旅行誘致活動参画 

・修学旅行誘致宣伝隊  ７月８日～１０日 岡山県（岡山市・倉敷市） 

・修学旅行誘致宣伝隊 １２月２日～ ４日 愛知県、岐阜県（名古屋市・豊橋市・岐阜市） 

１１） 子ども農山漁村交流プロジェクト事業 

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実施しました。また、渡良小学校の子どもたちも楢葉町を訪問。 

１２） 観光資産パワーアッププロジェクト 

   市民参加のワークショップを通じて、観光資産を洗い出し壱岐らしさの定義づけと地

域価値の抽出を行いました。壱岐の特徴は「歴史」「自然」「神仏」「人」に大別でき、壱

岐の観光コンセプトとして“「実り」をもたらす島・壱岐” が誕生しました。また、壱岐の

観光関係者のインナースローガンとして「心で迎える壱岐観光」が提案された。今後の

壱岐の観光コンセプトとしてパンフレットやポスター、誘客や市場開拓等新たな事業展

開に向けて活用をしてまいります。 

１３） 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

ップと誘客を図った。 

博多駅観光物産展      ５月２１日～２３日 （博多駅） 

広島観光物産展       ９月 ３日～ ６日 （ゆめタウン広島） 

東京観光物産展       １０月 ５日～ ７日 （新宿駅） 

道の駅観光物産展     １０月２３日～２５日 （道の駅大和） 

道の駅観光物産展     １１月１３日～１５日 （道の駅うきは） 

 １４） 壱岐産品活用商品開発事業 

東京で壱岐をＰＲする「壱岐島ウィーク」を開催。島の特産の柚子を加工した商品

のデザイン、パッケージを都会のニーズに合わせて提案。マルシェで販売し、お客様

の反応を調査。また、都内の飲食店「東京オープン」とコラボして柚子加工品を使っ

たメニュー開発を行い、ランチやディナーで提供して新しい利用方法などの提案を行

い、同時に、商談会やマスコミの招聘を行って、柚子加工品のコンセプトやレシピの

提案など情報の発信も行い、販路の開拓を行った。 

 

（２）がんばらんば長崎地域づくり支援事業 

    平成２５年度から取り組んでいる『壱岐島ごっとり市場プロジェクト』で壱岐の強み（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に磨きをかけ、将来への布石

となる事業展開を行った。 
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１） 壱岐を楽しむ！こだわり交流体験プロジェクト 

体験モニターツアーの実施受入: 当該団体向け及び個人向け体験モニターを実施

し、参加者案ケートによる体験プログラムの検証とブラッシュアップを行った。 

 （受入人数延べ１１９名） 

①  元気日本語学校・・・・・・・ ５月５～６日：在日外国人団体 33名：しめ縄作り 他 

②  平安 女学院・・・・・・・・・・ ８月２４～２６日：学生団体 22名：シーカヤック他 

③  女子旅モニター・・・・・・・ １０月３～４日：一般募集 20名（応募人数 230名） 

④  壱岐島体験モニター・・・ １１月２７～２９日：一般募集 7名：星空観測 他 

⑤  日帰りモニターツアー・・・・ １月２３日：一般募集 19名：元寇史跡散策 

⑥  １泊２日モニターツアー・・・ １月３０～３１日：一般募集 18名（応募人数 36名） 

２） 壱岐は快適！おもてなしプロジェクト 

体験インストラクター講習会の開催： 島内体験インストラクター向けの講習会を開催し

指導者としてのスキルアップを図った。また、島外への視察研修会などを実施した。 

①  体験インストラクター研修会 ５月１５日開催 参加者 12名 

②  体験事業者及び宿泊施設リスクマネジメント研修会 ５月１６日開催 参加者 17名  

③  南島原交流民宿視察研修 １２月９～１０日 参加者 15名 

④  救命救急研修会  １月１７日 参加者 24名 講師：壱岐市消防本部救急救命士 

⑤  食物アレルギー講習会（宿泊施設及び体験事業者） １月２２日 参加者 86名 

⑥  体験 インストラクター答志島視察研修  ２月５～７日 参加者 10名 

⑦  壱岐のツーリズム地域づくり指導者養成研修会 ３月１９～２０日 参加者 22名 

３） 壱岐を売り込む！誘致戦略プロジェクト 

① 宿泊予約システム導入：当初計画していた壱岐市観光連盟オリジナルの宿泊予約シ

ステムを見直し、宿泊施設が提携しているネットエージェントの宿泊プランを検索でき

るサービス「旅くら」を、壱岐市観光連盟ホームページに導入した。 

② 壱岐のお宝１００選印刷製本 1,000部印刷した。各港の観光案内所で販売し、より

詳細な情報も求められる旅行客に対して充実したコンテンツの情報提供が出来るよう

になった。 

③  壱岐ちゃりサイクリング・ウォーキングイラストマップ増刷 1,500部増刷し、壱岐ちゃ 

  りレンタルサービスの内容充実を図った。 

④ 交流民宿パンフレット改版増刷：平成３０年度の修学旅行誘致に向け、改定版を

5,500部増刷し、教育旅行営業ツールとして学校、旅行会社へ配布した。 

⑤ 体験パンフレット印刷 ：一般向けの体験メニューの内容を再整理し、４８種類の体験

メニューを掲載したパンフレットを 1,000部作成した。 壱岐観光の誘客のツー 

       ルとして活用する。また、島内の観光館内所にも設置し、島民や来島後のお客様に

も情報提供を行う。 

⑥  販促ツール作成 ： エコバッグ・・・・ 2,000 部 クリアファイル・・ 5,000部  

ごっとり手提げ袋・・・・・ 2,000部  ごっとりシール・・・・・・2,600枚 
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   制作したグッズは、旅行商品のお客様ノベルティーや旅行者向けの営業活動での

販売促進ツールとして活用し誘客拡大につなげる。 

⑦  送客・体験メニュー利用支援：送客支援による旅行商品と体験プログラムの利用促 

進を図った。 旅行商品利用分（計 26,600 円：38 名） 体験商品利用分（計 93,600 円：312 名） 

 

（３）受入体制の整備・強化 

    壱岐を訪れていただいたお客様に、おもてなしの心をもって快適な時間や空間を提供

するとともに魅力ある旅行商品の企画及び体験メニューを提供することにより、リピーター

につなげていく。 

 １）観光案内所設置事業（郷ノ浦港・芦辺港・印通寺港ターミナル案内所） 

 ２）筒城浜海水浴場管理・海の家設置事業  海の家３棟設置 

 ３）観光団歓迎事業  大型観光団歓迎事業（修学旅行歓迎セレモニーを実施） 

    修学旅行来島実績 30校、3,888名  （平成２６年度は 31校、2,286名） 

 ４）着地型企画旅行商品の企画・造成・販売と体験プログラムの整備  

 ５）豪華客船受入実行委員会 ７月１１日 豪華客船ぱしふっくびーなすの受入歓送迎 

行事。 神戸港から㈱農協観光チャーター456名の来島。船内で壱岐神楽の奉納。 

 ６）おもてなし講習会の開催 「おもてなしの心」の醸成など観光従事者の資質向上に向け

て講習会を開催し、70名のご参加を頂き、観光従事者の資質向上を図った。 

 

（４） 壱岐市内の各種イベントスポーツ大会協力事業  

    交流人口の拡大を図るため、各イベントやスポーツ大会の広報宣伝や運営協力を行っ

た。 

 １）壱岐サイクルフェスティバル 

 ２）壱岐大大神楽公演 

 ３）ツインズビーチフェスティバル 

 ４）玄界灘ビルフィッシュトーナメント 

 ５）長崎県民体育大会サッカー競技 

 ６）壱岐の島新春マラソン大会 

 ７）壱岐壱岐綱引き大会 

 ８）一支国ウォーク 

 ９）各種スポーツ大会 

 

 

 

（５） 長崎県観光振興課・長崎県観光連盟事業参画 

  長崎県観光振興課並びに長崎県観光連盟が実施する各事業への参画により、壱岐の知名

度向上と誘客促進を行った。 

 １） 長崎県観光情報説明会に参加   ６月１７日  島原温泉 南風楼 
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 ２） 長崎県観光連盟と共同で教育旅行の誘致活動を実施   

  ① ７月２２日～２４日 岡山市、倉敷市、香川県内の中学校営業 

  ② ９月 ９日～１１日 関西地区中学校営業  

３） 長崎ディスティネーションキャンペーン推進協議会事務局と連携して企画、誘致活動を

行った。また、１１月１８日～１９日に長崎市内で全国宣伝販売促進会議と翌日、壱岐・

対馬コースでエクスカーションを実施した。 

４） 長崎県おもてなし運動への参加   

５） 長崎県クルーズ振興協議会（クルーズながさき）事業への協力 

６） 「旅する長崎学」事業への協力 

     

（６） 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２８年３月末現在 1,802枚発行  （平成２７年度） 

  ２）壱岐ちゃりレンタル事業 （島内に 50台配備） 

    貸出場所及び配置台数  郷ノ浦港 17 台、芦辺港 16台、印通寺港 5台、 

    湯ノ本（壱岐島荘）5台、湯ノ本（湯がっぱ）5台、勝本（大幸物産）2台 

平成２７年度の利用は、1,033台利用 1,798,300円売上（前年比 136％） 

  ３）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２７年度実績 3棟 

  ４）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 

    ・壱岐大大神楽の奉納 

 

（７）会員広報活動事業 

  「観光連盟だより」を毎月発行し、会員の皆様への月々のイベント情報の提供と今後のスケ

ジュールをＦＡＸ又はＷＥＢにて配信を行った。 

 

（８）青年部・女性部事業 

 １）各種イベントへの協力 

 ２）観光地清掃活動の実施 

 ３）花いっぱい活動の展開 

 

４．活動概要 

※ ○主＝壱岐市観光連盟の主催又は主体的な事業 ○参＝連盟役職員が参加又は参画している事業 

 

４月 １日  辞令交付式 ○主  
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４月 初旬～業種別会員の理事推薦会議 ○主   

４月 ２日  インバウンド香港からのハネムーンツアー桜の植樹（～３日）○参 

        インバウンド台湾からの通訳 来島（～３日）○参 

４月 ９日  女性部役員会 ○主 

新任挨拶回り長崎市、福岡市関係団体、旅行会社訪問（～１１日）○主 

４月１０日  長崎ディスティネーションキャンペーン推進会議 長崎市 ○参 

４月１５日  体験型観光グループリーダー会議 連盟会議室 ○主 

 ４月１６日  モンゴルテレビ番組制作壱岐撮影隊 １２名来島（～２０）○参 

長崎県地域づくり推進班 来島（～１７日）○参 

 ４月１９日  モンゴル大使 来島、歓迎セレモニー ○参 

 ４月２０日  壱岐民宿協同組合 総会・懇親会 ○参 

         旅行会社への営業活動 広島、山口、北九州方面（～２３）○主  

 ４月２１日  長崎県各市町村観光関係主幹課長・実務担当者会議（～２２日）○参 

         宿泊関係理事推薦会議 連盟会議室 ○主 

 ４月２２日  業種別会員の連盟理事推薦期限 ○主  

長崎県グリーン・ツーリズム推進協議会総会 波佐見町（～２３日）○参 

 ４月２３日  壱岐料飲業生活衛生同業組合 総会 アイランド壱岐 ○参 

 ４月２４日  朝鮮通信使ウォーク ４３名来島 [内韓国人１２名] （～２５日）○参 

         第 1回 役員会 ○主   

         阪急交通社ツアー広告用のテレビ撮影隊 来島 ○参 

日本遺産に《国境の島 壱岐・対馬 ～古代からの架け橋》認定 

 ４月２５日  壱岐市国境離島新法制定発足会 ○参  

 ４月２６日  上海中信国際旅行社 羅総経理、県観光連盟 来島（～２７日）○参 

 ４月２７日  一支国博物館 特別展「壱岐名勝図誌展」開会式 ○参 

         教育旅行営業 広島市内 （～２８日）○主  

         サイクルフェスティバル２０１５ 警備部会会議 文化ホール ○参 

         がんばらんば事業 監査 連盟会議室 （～２８） ○主 

 ４月２８日  一支国博物館 企画展開会式 ○参 

 ４月３０日  平成２６年度 観光連盟決算監査 ○主 

第１回 新春マラソン運営委員会 ○参 

５月 １日  第２回 役員会  ○主 

第１回 理事会  ○主  

 

５月 １日  日本の宝「しま」交流支援事業 壱岐の島実行委員会 ○参 

５月 ３日  博多どんたく港まつり  壱岐市どんたく隊参加 壱岐から１５２名参加 ○主  

５月 ５日  がんばらんば事業 体験モニター（外国人）受入れ４ ０名（～6日）○主 

５月 ７日  第３回 役員会 ○主 

５月 ８日  第２回 理事会 ○主 
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５月 ９日  国境離島新法制定期成会 文化ホール ○参 

５月１０日  関西地区旅行会社営業 （～１３日）○主 

５月１５日  がんばらんば事業 宿泊施設リスクマネジメント講習会 ○主 

５月１６日  がんばらんば事業 インストラクターリスクマネジメント研修会 ○主  

 韓国・雷ツアー来島 ○主  

５月１７日  平成２７年下期長崎県観光情報説明会 ○参 

５月２０日  広島市立三入中学校受入（～２２日）○主 

５月２１日  博多駅物産展 （～２３日）○主 

５月２６日  広島市立城山北中学校受入（～２８日） ○主 

５月２７日  長崎市夢彩都 三島フェアー物産展（～６月１日）○主 

           法政大学第二中学校 下見 ○主 

５月２８日  長崎県観光連盟理事会 ○参 

５月２９日  壱岐市観光連盟 定時総会 ○主 

５月３１日  東海壱岐の会総会 ○参 

６月 ３日  女性部監査・役員会 ○主 

６月 ６日  上海中信旅游 壱岐サイクルフェスタ視察（～８日） ○主 

６月 ６日  壱岐市サイクルフェスティバル（～７日）  ○主 

６月 ８日  大型客船受入実行委員会  ○主 

まちひとしごと創生会議打ち合わせ ○参 

６月１０日  壱岐・対馬プレスツアー 東京、大阪のメディア招聘 （～１１日）○主  

        NHK「はっけん TV」生出演 ○主 

        女性部総会 ○主 

        まちひとしごと創生会議 ○参 

日本遺産「国境の島」推進協議会壱岐市部会 ○参 

６月１１日  長崎県観光連盟通常総会 ○参 

６月１２日  長崎県旅行業協会総会  ○参 

        壱岐の自然を守る会   ○参 

６月１４日  壱岐の島泥んこバレー大会 ○参 

６月１５日  第６回 役員会 ○主 

長崎県観光振興計画策定意見交換会 ○参 

        ウルトラマラソン打ち合わせ ○参 

６月１６日  交流民宿運営委員会 ○主 

社会保険事務説明会 ○参 

６月１７日  長崎県下期観光情報説明会・相談会 島原市 （～１８日）○参 

６月１９日  第４回 理事会 ○主 

        観光資産パワーアッププロジェクト事業説明会 ○主 

６月２１日  福岡壱岐の会総会 ○参 

６月２３日  第１回壱岐市航路対策協議会 ○参 
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６月２４日  体験型観光リーダー定例会 ○主 

６月２５日  交流民宿会議 (伊原アドバイザー来島)（～２６日） ○主  

         雷ツアー ファムツアー ○主 

６月２８日  関西壱岐の会総会 ○参 

７月 １日  壱岐焼酎の日 ○参 

７月 ２日  長崎県 DC 会議 各地域合同ワーキンググループ ○参 

         ａｎａｎｗｅｂ取材 ○主 

７月  ３日  宿泊予約システム説明会 石田改善センター ○主 

ぐるなび食のプレゼン 会議室 ○参 

７月 ４日  海老館上神社銅像落成式 海の家湯がっぱ ○参  

        国境マラソン 対馬 田口・福高（～５日）○参 

        朝来市姉妹締結調印記念ツアー来島（～６日）○参  

７月 ６日  ごっとり市場 県との打ち合わせ及び進捗 ○主 

７月 ７日  日本旅行全国教育担当セールス研修 受入(～８日) ○主 

７月 ８日  福岡観光プロモーション 修学旅行営業 倉敷・岡山地区（～１０日）○参 

７月 ９日  NHK下見アテンド ○主 

７月１０日  観光資産パワーアッププロジェクト（～１４日） ○主 

７月１１日  豪華客船ぱしふぃっくびいなす来港セレモニー （農協観光チャーター）○主  

７月１２日  KBC取材アテンド ○主 

７月１３日  ひまわり号 取材アテンド ○主  

        フランスメディア 取材アテンド ○主 

７月１４日  東京 法政大学第二中学校訪問、○主 

日本旅行、農協観光本社営業 （～１６日）○主 

７月１５日  壱岐島 島ぐるみ循環型社会創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発表会 東京 松本楼（～１６日）○主  

        TVQ取材アテンド ○主 

７月１６日  うきは市保護者説明会（～１７日） ○主 

７月１９日  夕焼けコンサート in猿岩 ○参 

          KTV「にじいろジーン」プレ取材アテンド ○主  

７月２１日  壱岐焼酎蔵めぐり実行委員会 第１回ワーキング会議 ○参 

        KBC ラジオフェスタ打ち合わせ ○参 

７月２２日  長崎県観光連盟修学旅行営業 福岡・岡山倉敷・香川（～２４日）○主 

７月２３日   神戸新聞取材アテンド（～２４日）○主  

７月２４日  フジ TV「スーパーニュース」アテンド（～２６日） ○主 

７月２４日  ごっとり市場プロジェクト会議 ○主 

７月２５日 郷ノ浦祇園山笠（～２６日）  

７月２６日  夏★夢★祭 清石浜海水浴場 

７月２７日  日本の宝「しま」交流支援事業 IN壱岐（～３０日） ○主  

７月２８日  KBC「めんたいワイド」取材アテンド ○主  
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        KTV「にじいろジーン」取材アテンド ○主 

７月２９日  壱岐焼酎めぐり実行委員会 第２回ワーキング会議 ○参 

壱岐地区口蹄疫警戒連絡会議 ○参 

神戸市立原田中学校 修学旅行下見（~３０日） ○主 

７月３１日  壱岐市湾岸警備 ○参 

８月 １日  壱岐大大神楽 ○主 

８月 ２日  長崎県壱岐島夏休み感動体験〈うきは市〉（～５日） ○主  

８月 ２日  うきは市教育長、課長ご来島〈～３日〉  

        辰の島フェスタ  

８月 ６日  日本遺産「国境の島」推進協議会壱岐市部会 ○参 

８月 ７日  第 1 回第 2次壱岐市総合計画審議会 ○参 

ねんりんピック長崎 2016壱岐市実行委員会 第 1回運営委員会 ○参 

がんばらんば進捗状況打合せ 県来島 ○主 

８月１３日  壱岐の島夜空の祭典（花火大会）勝本 

８月１４日  石田町納涼祭り 

８月１５日  芦辺港花火大会 

        第３回精霊流し・灯籠流し 

８月１９日  第３回イキイキお結び大作戦実行委員会 第１回打ち合わせ会議 ○参 

８月２１日  広島市立三入中学校 下見（～２２日）○主  

８月２５日  観光資産パワーアッププロジェクト （～２７日） ○主 

８月２３日  ツインズビーチフェスティバル ○参 

８月２６日  教育旅行 関西地区旅行会社営業 （～２８日） ○主 

８月２８日  福岡壱岐の会 懇話会 ○参 

        長崎 DC ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ プレイベント in 博多駅 （～３０日） ○参 

８月２９日  壱岐島レゲエ祭 2015 

        うきは市こども議会 ○参 

８月３１日  九州インバウンドフォーラム 熊本○参  

９月 ２日  楢葉町立楢葉南・北小学校受入〈子プロ〉（～３日） ○主 

９月 ３日  壱岐観光物産展 inゆめタウン広島（～６日）  ○主  

９月 ４日  ながさき・おもてなしフォーラム２０１５ ○参 

９月 ５日  法政大学第二中学校 修学旅行受入（～８日） ○主  

９月 ９日  関西地区中学校修学旅行誘致活動 長崎県観連（～１１日）○主 

９月１０日  女性部役員会 ○主   

９月１０日  女子旅 EXPO イムズホール アバンティ主催 ○主 

９月１０日  長崎 DCエクスカーション リハーサル （～１１日） ○主 

９月１１日  第１９回玄海灘ビルフィッシュトーナメント ○参 

９月１４日  第２回第２次壱岐市総合計画審議会 ○参 

９月１５日  第５回 理事会 ○主 
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        長崎ディスティネーションキャンペーンＷＧ会議 ○参    

        クラブツーリズム企画造成下見アテンド （～１６日） ○主 

９月１６日  九州郵船９５周年祝賀会 ○参 

９月１８日  壱岐焼酎蔵めぐり実行委員会 ○参 

９月１９日  ＮＨＫ「鬼と呼ばれた男」松永安左エ門放映  

９月２４日  ツーリズム EXPOジャパン２０１５ 東京（～２７日） ○参 

１０月 １日  第３回第２次壱岐市総合計画審議会 ○参 

         交流民宿運営委員会 ○主  

１０月 ３日  女子旅モニターツアー（～４日）○主 

１０月 ５日  東京新宿西口物産展（～７日）  ○主 

１０月 ９日  中華民国１０４年国慶節祝賀会 ホテルオークラ福岡 ○参 

うまいもの大食堂 天神中央公園（～１２日）○主 

１０月１０日  福岡 CV連携事業 福岡ボートで壱岐観光ＰＲ（～１２日） ○参  

１０月１１日  ボランツーリズム in 壱岐 ○参 

１０月１５日  第４９回勝本港祭り 祝賀会 ○参 

１０月１６日  第４回 DC各地域合同ワーキング(長崎市)  ○参 

１０月１７日  ねんりんぴっく山口大会下見（～１８日） ○参 

１０月２１日  ANTA・JATA合同苦情対応セミナー ○参 

         ねんりんピックカウントダウン・運営委員会 ○参 

         しまとく通貨セット券販売終了 ○主 

１０月２２日  交流民宿ブラッシュアップに関する提言 伊原ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ○主  

         第１回教育旅行受入プロジェクト ○主 

長崎おもてなし強化月間・郷ノ浦港環境美化活動（女性部） ○主  

         県原子力安全連絡会 ○参 

１０月２３日  交流民宿ブラッシュアップに関する提言 伊原ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ○主  

壱岐物産展 in道の駅 佐賀大和（～２５日） ○主  

         壱岐市戦没者慰霊奉賛会 ○参 

１０月２４日  中国外灘画報取材ツアーアテンド （～２５日） ○主 

１０月２５日  東京雪州会総会 ○参 

１０月２６日  航路対策協議会 ○参 

１０月２７日  一支国ウォーク実行委員会 ○参 

１０月２８日  長崎県観光連盟理事会  ○参  

         ねんりんピックリハーサル大会スタッフ会議 ○参 

１０月３０日  海の家事業協議会 ○主 

１０月３１日  しまごと芸術祭 一支国博物館 ○参 

１１月 １日  ねんりんピック長崎 壱岐市ウォークラリーリハーサル大会 ○参 

１１月 ３日  壱岐学検定 ○参 

         大阪長崎県人会 ○参 
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         香港ウェディングフォトツアー アテンド ○主 

１１月 ３日  大阪汎愛高等学校来島 （～５日） ○参 

１１月 ５日  連盟係長会議  ○主  

１１月 ６日  新春マラソンＰＲ活動 福岡マラソン会場にて（～８日） ○参 

長崎ﾃﾞｨｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ合同ワーキング 長崎市 ○参 

１１月 ７日  ＪＡフェスタ （～８日） 

１１月 ９日  体験型プロジェクト委員会   ○主 

１１月１１日  福岡観光プロモーション協議会 実務者会議  ○参 

１１月１２日  壱岐弁プロジェクト ○参 

         うきは市物産展（～１３日） ○主  

１１月１４日  長崎県民体育サッカー大会（～１５日） ○参 

         第３回イキイキお結び大作戦（～１５日） ○参 

         一支国博物館 東アジア国際シンポジュウム ﾛｰﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｺｲﾝ○参 

１１月１７日  長崎県総合戦略説明会 ○参 

         ねんりんピック運営委員会 ○参 

１１月１８日  観光連盟連盟 教育研修部会  ○主   

長崎ディスティネーションキャンペーン全国宣伝販売促進会議 ○参  

１１月１９日  DC エクスカーション（～２０日）E コース壱岐対馬 ○主  

         壱岐焼酎の集い 福岡ソラリアホテル ○参 

１１月２０日  大分県 道の駅くす物産展 （～２４日） ○主 

１１月２１日  アイランダー（～２２日） ○参 

         壱岐市長旗争奪玄海灘親善少年軟式野球大会（～２３日）○参 

         ゆるキャラグランプリ（～２３日） ○主 

１１月２５日  駐日モンゴル公使＆ソソルバラム氏一行来島 ○参 

         「フビライハーンと神風」ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ本邦初の上映会、交流会 ○参 

         大分県国東市、観光協会 視察訪問受入  ○主 

１１月２６日  海女文化シンポジウム トークセッション ○参 

１１月２７日  体験モニターツアー(～２９日)   ○主 

１１月２８日  壱岐なみらい創りプロジェクト （～２９日）○参  

１１月３０日  第８回役員会  ○主 

         壱岐観光資産パワーアッププロジェクト 報告会  ○主 

         兵庫県市川町観光協会 視察訪問受入  ○主  

１２月 ２日  東海地区教育旅行営業活動 福岡ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ連携（～４日）○参 

         壱岐交通ラッピングバス 除幕式 ○参  

１２月 ３日  新春マラソン実行委員会  ○参 

１２月 ９日  交流民宿視察研修 南島原観光協会民泊取組み （～１０日） ○主  

１２月１１日  第６回 理事会 ○主  

         一支国博物館 第２８回特別企画展（～２月２４日）  
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１２月１５日  日本の宝「しま」交流支援事業実行委員会 ○参 

１２月１７日  広報部会 ○主   

         新春マラソン運営委員会 ○参 

１２月１８日  長崎 DC 壱岐地区WGの開催 ○参 

１２月２０日  住吉神社 大大神楽奉納 ○参 

１２月２４日  連盟ホームページに宿泊プラン検索エンジン「旅くら」導入 

１２月２９日  仕事納め式 ○主 

１２月３１日  猿岩カウントダウンイベント  ○参 

１月 ３日  中国 海洋観光ツアー来島（～４日） ○参 

１月 ４日  仕事始め式 ○主 

        ＲＫＢテレビ 共感ニュース猿岩取材アテンド ○参 

１月 ６日  長崎県観光関係機関「２０１６年新春賀詞交換会」 ○参 

１月 ８日  壱岐市商工会「新春賀詞交換会」 ○参 

１月１０日  第３０回 壱岐の島新春マラソン大会  ○参      

１月１３日  連盟旅行業 Ｈ28年上期商品造成会議   ○主  

        日本遺産「国境の島」推進協議会 第３回壱岐市部会   ○参 

１月１４日  教育旅行受入プロジェクト会議   ○主  

１月１５日  交流民宿全体会議   ○主  

１月１７日  がんばらんば事業 救急救命講習会（体験事業者） ○主    

        未来座壱岐旗揚げ公演（一支国博物館） ○参   

１月１８日  壱岐市航路対策協議会  ○参 

１月２０日  長崎県グリーン・ツーリズム 外国人誘致研修会  ○参 

１月２２日  がんばらんば事業 アレルギー対応講習会（受入事業者）○主  

        福岡壱岐の会 新年賀詞交換会  ○参 

１月２３日  がんばらんば事業 体験モニターツアー（日帰り）○主  

１月２６日  壱岐ウルトラマラソン大会委員会 設立総会  ○参 

１月２６日  日本版 DMOシンポジウム in福岡  ○参 

１月２７日  子どもプロジェクト 長崎県内営業活動  ○主  

１月２８日  新春マラソン 反省会  ○参 

        熊本県湯前町 視察受入れ（～２９日）  ○参 

１月２９日  “春一番”一支国ウォーク in壱岐実行委員会  ○参 

１月３０日  がんばらんば事業 体験モニターツアー（１泊２日）○主  

２月 １日  ＲＫＢテレビ すまいる大御殿取材アテンド ○参 

地域おこし協力隊スタートアップ支援事業  ○参 

２月 ５日  壱岐焼酎蔵めぐり実行委員会 ○参 

２月 ８日  壱岐ウルトラマラソン大会 実行委員会 設立総会  ○参 

長崎県グリーン・ツーリズム 農山村対策室との打合せ ○参 

２月 ９日  修学旅行受入関係 打合せ会議 ○参 
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２月１０日  長崎ＤＣ推進協議会 壱岐地区WG会議  ○参 

２月１２日  おもてなしセミナー ㈱さくらコミュニケーションズ  ○主  

２月１３日  高山市役所 観光＆物産商品リサーチ   ○参 

ＮＨＫスペシャル 司馬遼太郎「島国ニッポンの叡智」放映 

２月１５日  連盟女性部 定例会    ○主  

 “春一番”一支国ウォーク in壱岐 実行委員会  ○参 

２月１７日  壱岐民宿組合 料理講習会    ○参 

韓国観光商談会 in ソウル（～１９日）   ○主  

 ＲＫＢテレビ「すまいる大御殿」放送 

２月１８日  壱岐サイクルフェスタ監査  ○参 

２月１９日  教育旅行プロジェクト 食事・弁当部会  ○主  

２月２１日  壱岐・壱岐綱引き大会 ○参 

２月２２日  台湾観光商談会 in台北 （～２４日）   ○主  

教育旅行プロジェクト 運輸部会  ○主  

２月２４日  壱岐市安全安心まちづくり推進協議会  ○参 

２月２６日  第９回役員会   ○主  

２月２７日  第７回春一番スプリングカップ中学生バレーボール大会 （～２８日）○参 

台湾チーム（新北市立鶯歌國中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）参加、アテンド           

        イキイキお結び大作戦実行委員会  ○参 

２月２９日  スキ・スキ応援隊任命式 壱岐高校、壱岐商業高校   ○主  

３月 ３日  ねんりんピック実行委員会  ○参 

スポーツ合宿プラン造成会議  ○主  

３月 ４日  第５回壱岐市航路対策協議会  ○参 

３月 ５日  第１０回壱岐市長旗中学生軟式野球大会  (～６日)  ○参 

３月 ７日  壱岐旅館組合総会 弁天荘 ○参 

３月 ８日  日本の「しま」交流支援事業実行委員会 

３月１０日  長崎県観光連盟 理事会 ○参 

２０１６女子旅 EXPO in福岡 ○参 

３月１１日  壱岐の島ウィーク in東京 （～１８日）○主 

３月１２日  第７回一支国ウォーク～日本遺産認定第１号を歩く～（～１３日）○主 

３月１４日  第７回理事会   ○主  

３月１５日  講習会「海外観光客の最新動向と集客をあげる方法について」 ○主 

        日本遺産ガイド通訳育成研修会  ○参 

３月１７日  教育旅行受入プロジェクト会議  ○主  

日本遺産ガイド通訳育成研修会  ○参 

３月１８日  交流民宿運営委員会 ○主 

あまごころ壱場リニュアールオープン ○参 

３月１９日  がんばらんば事業 ツーリズム地域づくり指導者養成研修会（~２０日）○主  
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３月２４日  日本航空長崎支店長 ご来島（～２５日）  ○参 

安心まちづくり推進県民会議  ○参 

３月２７日  筒城ランニングコーステープカット  ○参 

３月３０日  辰の島遊覧 新観光船竣工披露式（勝本漁協）  ○参 

３月３０日  教育旅行プロジェクト・運輸関係会議  ○主 

３月３１日  離任式  ○主 

 

 

 


