
 

 

平成２８年度 事業報告 

一般社団法人壱岐市観光連盟 

１．総括 

 平成２８年度は大きな被害をもたらした熊本地震の影響で、九州全体で７０万件を超える宿泊

のキャンセルが出ました。壱岐も５月からの修学旅行のキャンセルや目的地の変更、旅行会社

の募集ツアーのキャンセルなど風評被害による大きな打撃を受けました。政府は、九州観光復

興に向けての総合支援プログラムを発表し、九州はひとつの名のもとに「九州ふっこう割」を導

入して格安で九州へ旅行ができる九州全域の観光振興策を昨年の７月から実施しました。そ

の効果もあり、壱岐での観光客は長崎県内の８ブロックの中では、前年比からの減少はあるも

のの健闘をすることが出来ました。 

 昨年１０月から３か月間、全国のＪＲグループと旅行会社が「旅さきは、ながさき。」と銘打った

国内最大規模のデスティネーションキャンペーンが展開されました。壱岐では１０月に初めての

開催になった島を一周する「壱岐ウルトラマラソン」や第２９回全国健康福祉祭ながさき大会「ね

んりんピック長崎」のウォークラリーが開催されるなど大型のイベントが実施され、交流人口の拡

大に繋がっております。また、夏場は好天に恵まれたこともあり島内１０か所の海水浴場利用者

数も昨年は 72,157名と過去６年間では最高値を記録しました。 

マスメディアからの取材も多く、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２５回を数えています。ホームページを活用した情報の発信は、フェイスブック

やインスタグラムなどのＳＮＳを活用しながらタイムリーな観光情報の提供に努め、ページビュー

は１１３万回を超えました。また、３年目を迎えた旅行業の取り組みも着地型旅行商品を中心に

取扱人員３，７７３名（前年比２４１％）、取扱額６９，３５０，０５８円（前年比２２５％）の取扱いが出

来き、収益事業の大きな柱として着実に成果を残すことができました。また、訪日外国人の宿泊

客延べ滞在数は１，６９２名（前年１，３８２名）で前年から１２２％増加しています。 

一昨年４月に文化庁から認定された日本遺産「国境の島、壱岐・対馬・五島～古代からの架

け橋～」を地域活性化と観光振興につなげるべく、島内外の方々へモニターツアーの実施や



 

 

情報発信を行うとともに、観光資産パワーアッププロジェクトで多くの島の方々と共に作り上げ

た観光コンセプト「実りの島、壱岐」を観光振興に役立てるべくポスターやパンフレットの作成を

行いました。 

 一般社団法人壱岐市観光連盟が発足し４年目を迎えた平成２８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。また、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。 

 

２．組織・管理・会議関係 

（１） 組織 平成２８年度末会員数    正会員   １３８名  小口会員  ５１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   正会員     ０名  小口会員   ２名   

        退会会員           正会員     ４名  小口会員   ４名  

 

（２） 定款 

   一般社団法人壱岐市観光連盟 定款          （一部改正）  

    

（３）規則・規程等 

   一般社団法人壱岐市観光連盟 役員選任規定    （制定）  

   一般社団法人壱岐市観光連盟 給与支給規則    （一部改正） 

   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 臨時職員就業規則 （一部改正） 

     

（４）理事・監事の選任 

   平成２８年６月１６日定時総会において、辞任に伴って空席となっていた理事１名    

（天の川酒造株式会社 代表取締役 西川幸男氏＝壱岐酒造協同組合推薦）を選任し

た。また、退職や転勤で９月３０日付で小園富弘理事、浜部智理事、吉原正弘監事が退

任された。 

 

（５） 会議 



 

 

  １）総会 

開催日時  平成２８年６月１６日（木） 午後１時３０分～ 

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２７年度事業報告について 

    ・承認第２号  平成２７年度決算報告について（監査報告） 

    ・承認第３号  平成２８年度事業計画（案）について 

・承認第４号  平成２８年度収支予算（案）について 

議案審議 

    ・議題１     理事の選任について 

    ・議題２     役員選任規定の制定について 

    ・議題３     定款の一部変更について 

     

  ２）理事会 

   第１回理事会 

開催日時 平成２８年５月２７日（金） 午後１時３０分～ 

開催場所 一支国博物館 ３階講座室 

出席者数 １９名（委任状含む） 

協議事項 ・定時総会招集について 

       ・平成２７年度事業報告書について 

       ・平成２７年度決算報告書について 

・平成２８年度事業計画（案）について 

・平成２８年度決収支予算（案）について 

・定款の一部変更及び役員選任規定（案）について 

・新規加入会委員の承認について 

 

第２回理事会 

開催日時 平成２８年６月２９日（水） 午後１時～ 

開催場所  一支国博物館 ３階講座室 

出席者数 １７名 

協議事項 ・新規加入会員の承認について 

      

第３回理事会 

開催日時 平成２８年９月２７日（火） 午前１０時～ 

開催場所 壱岐の島ホール２０１号室 

   出席者数 １９名 



 

 

協議事項 ・新規受託事業並びに予算補正について 

 

   第４回理事会 

開催日時 平成２９年３月２４日（金） 午後 1時３０分～ 

開催場所 壱岐の島ホール ２階大会議室 

   出席者数 18名 

協議事項 ・新規受託事業並びに予算補正について 

       ・規則の一部改正について 

       ・新規加入会員の承認について 

       ・借入金限度額の承認について 

       ・平成２９年度定時総会の招集について 

       ・役員改選の手続きについて 

 

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２８年５月２５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 ・定時総会開催日時、場所について 

         ・定時総会資料について 

         ・定款の一部変更について 

         ・役員選任規定（案）について 

 

第２回役員会 

  開催日時 平成２８年８月３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 ・会員の退会について 

 

第３回役員会 

     開催日時 平成２８年９月１３日（火） 午後３時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 

     協議事項 ・新規の受託事業について 

            ・理事会の開催について 

            ・観光連盟事務局体制について 

 

第４回役員会 

     開催日時 平成２８年１１月２４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 ・平成２８年度新規受託事業及び予算補正について 



 

 

            ・給与規定の一部改定について  

 

 第５回役員会 

     開催日時 平成２９年１月２７日（金） 午後１時３０分～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 

     報告事項 事業報告と検証、今後の事業取組について 

協議事項 ・平成２８年度新規受託事業及び予算補正について 

            ・就業規則及び臨時職員就業規則の一部改正について 

            ・新規加入会員について 

     

  第６回役員会 

     開催日時 平成２９年３月１５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 ・新規加入会員について 

・他団体からの後援、協力依頼について 

・観光連盟事務局運営体制について 

            ・役員改選手続きについて 

             

３．事 業 

１．観光宣伝・誘客促進事業（委託事業） 

   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２８年５月３日 壱岐市どんたく隊参加者 １２０名 観光パンフレット１,000部配布。  

 

（２）観光情報誌等への掲載 

   福岡ウォーカーなどの雑誌へ壱岐の観光情報を掲載。台湾、香港の旅行雑誌 

（TO GO、美好九州、スカイパブリッシング）へ資料提供と掲載を実施。     

 

 （３）メディア関係取材と情報発信 

    新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、WEB関係など２５社から取材を頂き、受入れのアテンドとサ

ポートを実施。魅力的な壱岐の観光情報の発信を行った。 



 

 

（テレビ関係=８社、ラジオ関係=２社、新聞=７社、雑誌、週刊誌=５社、WEB関係=３社） 

（４）モニターツアーの開催（国内外） 

  日本遺産関連のモニターツアーを実施。１２月に旅行会社向け、１月に島内向けにモニタ

ーツアーを実施。歴史好きな女性、歴女がブームになっている関係もあり、九州国立博物館

の「きゅーはく考古女子部」の 19名のモニターの受入れを１２月に実施。壱岐の日本遺産の

評価や活用に関して提案を頂いた。また、長崎県観光連盟、福岡市との連携で台湾、韓

国、香港の旅行会社、マスコミ関係の受入れも実施した。 

 

 （５）物産・観光キャンペーン 

壱岐の魅力（自然・歴史・食）を効果的に情報発信し、大都市を中心に壱岐の知名度アッ

プと誘客を行った。 

・壱岐の島フェアｉｎ博多駅        平成２８年５月２３日～２４日 （博多駅イベントスペース） 

・壱岐観光物産展ｉｎゆめタウン広島 平成２８年９月２８日～２日   （ゆめタウン広島） 

・壱岐の島フェアｉｎ日本橋長崎館   平成２８年１０月２１日～２２日 （日本橋長崎館） 

・東京壱岐雪州会            平成２８年１０月２３日      （東海大学校友会館） 

・アイランダー２０１６           平成２８年１１月２６日～２７日 （池袋サンシャインシティ） 

・長崎夢彩都物産展 三島フェア   平成２８年４月２５日～１日   （長崎夢彩都） 

・長崎夢彩都物産展 三島フェア   平成２８年９月１日～９日    （長崎夢彩都） 

・長崎夢彩都物産展 三島フェア   平成２８年１０月２５日～３１日 （長崎夢彩都） 

・道の駅観光産展ｉｎ童話の里くす  平成２８年１１月１８日～２０日 （道の駅玖珠） 

 

 （６）壱岐夜神楽「文化遺産の舞」公演事業 

     国指定重要無形民俗文化財の壱岐神楽を旅行会社の企画する旅行プランの中への

組み込みとして実施したほか、修学旅行などの教育旅行の一環で壱岐の誇る歴史・文化

を観光客や学生に提供し遺産の伝承と歴史・文化の認知度の向上に努めた。  

平成２８年度は２４回公演で４９９名が鑑賞。 

 



 

 

 （７）壱岐行き観光サポーター事業、一支國国民証発行事業 

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、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。

新規登録者 １，８１８名（国民証とセット） ９名（サポーター）の加入。 

「壱岐の島スキ・スキ応援隊」は、高校を卒業する島内２校の３年生を対象に、進学や就

職で転出した街で壱岐の魅力と観光ＰＲ、誘客への協力支援を目的に観光応援隊として

任命している。 ３月に、２校で合計２１名を任命。 

 

 （８）パンフレット、ポスター作成と活用 

    これまでの「壱岐日記」に代わる情報発信ツールとして「実りの島、壱岐」のブックレットと

会員情報を掲載した「壱岐島観光ガイドマップ」の作成を行い、新たな観光情報発信ツー

ルとして活用を行った。 

港の観光案内所をはじめ福岡事務所や県の東京、大阪事務所などへの配布や物産

展、イベント、旅行会社への営業ツールとしての利用や来島者への壱岐日記に代わる観

光情報発信ツールとして活用。また、実りの島をコンセプトにしたポスターの作成も行い観

光案内所等に掲示した。 

・壱岐日記（パンフレット）30,000部 ・壱岐日記（マップ）20,000 部  

・飲食店情報  20,000 部   ・原の辻・古墳散策マップ 20,000 部       

・勝本観光絵図  5,000部   ・観光情報マップ（新規） 50,000 部       

・実りの島、壱岐（パンフレット） 80,000部   ・ ポスター（実りの島） 300部  

・その他旅行業関係パンフレット 10,000部 

 

 （９）一般・教育旅行・インバウンド営業・誘致活動 

     長崎、福岡、北九州、筑後、山口、関西、名古屋地域へ旅行会社を中心とする営業活

動を７回実施。教育旅行の学校訪問も含めて壱岐への誘客活動を行った。また、長崎



 

 

県、九州観光推進機構の誘致活動と連携しながら関西地区のマスコミ、旅行会社への営

業活動も実施した。 

〇一般旅行分野・営業 PR誘致活動 

   ・北部九州旅行社訪問（福岡市内、筑後地区、北九州・山口地区） 

     福岡地区 １７社、筑後地区 １７社、北九州・山口 １７社 

   ・関西・中部旅行社訪問  大阪 １６社 名古屋 ７社 

   ・長崎デスティネーションキャンペーン大阪キャラバン 

     旅行社 ２社、新聞社 ２社訪問、大阪市内でのイベントを実施 

   ・福岡クリナップでの PR活動（女性部） 

   〇教育旅行分野・営業 PR誘致活動 

   ・京阪神地区旅行社及び学校訪問  旅行社 １１社、中学校 １校 

   ・長崎県内旅行社及び学校訪問   旅行社 ３社、小中学校 ３校 

   ・長崎市小学校校長会で教育旅行誘致を要請  

   ・京阪神地区旅行社訪問      旅行社 １２社    

・岡山、広島地区旅行社訪問    旅行社 ９社 

   ・長崎県内旅行社及び学校訪問   旅行社 ３社、小中学校 ３校 

   〇インバウンド分野・営業 PR誘致活動 

・台湾における九州商談会への参加  参加現地旅行社  73社 

・現地旅行社訪問  韓国 6社、台湾 7社、香港 2社 

・現地旅行社ファムツアーの実施  韓国 5社、台湾 7社、香港 5社 

・在福岡市ランドオペレーター社訪問  8社 

・外国人宿泊観光客に対する助成  298名 （宿泊者一人当たり 3,000円） 

 

 ２．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

に繋がるような取り組みを行った。 

（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） 

年中無休で、来島されるお客様への観光案内やしまとく通貨等の販売。 

 

（２）筒城浜海水浴場管理・海の家設置事業  

  筒城浜・大浜・錦浜にブイ設置～管理～撤去と筒城浜海の家３棟貸出し。 

 

（３）観光団歓迎事業   

修学旅行歓迎セレモニーを実施 実績 28校 2,957名（平成 27年度 30校 3,888名） 

大型客船受入実行委員会で大型客船ぱしふぃっくびいなす（平成２９年３月２９日入港） 

歓送迎セレモニーと観光案内、物産、おもてなしを実施。 

 

（４）着地型企画旅行商品の造成と体験プログラムの整備  

旅行商品で定番化している「ＩＫＩ壱岐フリープラン」や「むらさきウニプラン」に加え、壱

岐商業高校情報メディア部のアイデアをベースに連携、協働して「いきいき合宿プラン」を

新たに企画・造成し販売した。夏休みを中心に２６団体、６１６名の利用があった。 

ながさきデスティネーションキャンペーンに合わせて「焼酎蔵めぐりタクシー」や「壱岐島

四十二社巡り」などの着地型の商品の造成を行い、体験プログラムでは新たに内海湾に

シーカヤックの体験事業者が増えるなど観光客へ提供する内容が充実してきた。 

 

（５）壱岐ちゃりレンタル事業（島内に 50台の電動アシスト付き自転車を配備） 

貸出場所及び配置台数は、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台を配備して二次交通の課

題を解消する一助として努めた。 

 

３．壱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、各種イベントやスポーツ大会などの広報宣伝活動や運営に

協力した。 

（１）第２８回壱岐サイクルフェスティバル  平成２８年６月５日（日） エントリー６９４名 



 

 

 （２）壱岐大大神楽公演  平成２８年８月６日（土） 筒城浜ふれあい広場 

 （３）壱岐ビーチフェスティバルｉｎツインズビーチ 平成２８年８月２１日（日） エントリー２２チーム  

 （４）第１回壱岐ウルトラマラソン 平成２８年１０月２日（日） エントリー ６３１名 

 （５）ねんりんピック長崎２０１６ウォークラリー 平成２８年１０月１６日（日）  

 （６）第３１回壱岐の島新春マラソン大会 平成２９年１月８日（日） エントリー２，２９９名 

 （７）壱岐壱岐綱引き大会  

 （８）各種スポーツ大会 

 

４．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図った。 

（１）長崎デスティネーションキャンペーンの協力・支援・誘客と来島客へのおもてなし  

１０月１日～１２月３１日の期間に全国のＪＲ６社と旅行会社が長崎県を目的地としてキャン

ペーンを実施。DC事務局と連携しながら誘客活動と来島者へのおもてなしを行った。島内

の観光施設へ幟の掲揚とポスターの掲示を行い歓迎ムードの演出を行い、期間中には DC

特別企画スタンプラリーを実施し、島内外から約１００名の参加があった。 

また、長崎県主催の長崎県観光情報説明会・相談会が１０月２０日、２１日に壱岐市で開

催。旅行会社のツアー造成担当者や海外のオペレーターなど３８名と県内の観光担当者６６

名を招聘し、壱岐市並びに長崎県の観光情報発信と旅行商品の企画造成を要請した。 

 

（２）長崎県おもてなし運動への参加 

「あふれる笑顔で旅のおてつだい」のバッチを配布し、おもてなし運動を支援、協力し

た。増えつつある訪日外国人のおもてなしに対応するために「チャレンジ英会話教室」を開

催。    また、学芸員と巡る日本遺産モニターバスツアーを市民向けに開催して、郷土

の魅力を再認識して頂くとともに来島されるお客様へのおもてなしの心の醸成に努めた。 

 

５．福岡市との連携強化による観光客誘致 

壱岐市が事務局となっている「福岡市・九州離島広域連携協議会」、通称「Ｒｅ島プロジェ

クト」でのメディアやＳＮＳを活用した広報活動は島のイメージの構築と個人のお客様を中心



 

 

に誘客効果を発揮している。博多駅前での観光物産展の開催や福岡市で開催されたロー

タリークラブの世界大会や各種のイベントで情報発信と誘客活動を実施。   

福岡壱岐の会や壱岐市福岡事務所、福岡市内の旅行会社や企業と連携しながら、国内

のみならず、海外からの誘客と情報の発信を行った。 

６．各都市の「壱岐の会」、「長崎県人会」との連携強化 

各地で開催される総会やイベントなどでの事業連携を図り、壱岐への誘客拡大へ向けて

各地域の「壱岐の会」との連携強化に努めました。また、東京、関西からは「日本遺産壱岐を

訪ねる旅」と題して団体ツアーの催行を行い、受入れとおもてなしを行った。 

 

７．会員広報活動事業 

「観光連盟だより」を定期的に発行し、会員の皆様へ連盟が実施している活動の状況やイ

ベントなどの情報と今後のスケジュールなどの観光関連情報をＦＡＸとＷＥＢを使って配信を

行った。 

 

８．青年部・女性部事業 

女性部は、９月１５日に福岡市内で郷土料理教室と観光ＰＲ活動を実施。一支国博物館

の駐車場にプランター８基を寄贈し、花を植栽、来場者へのおもてなしを行った。また、青年

部と共にサイクルフェスタやウルトラマラソンなどのイベントに協力と支援を行った。 

 

９．経営基盤の確立と盤石な組織体制を目指す 

安定的な経営と雇用の確保のために収益事業の基盤整備を行った。特に３年目を迎えた

旅行業は、着地型のプランを中心に企画、造成、販売を行い、取扱人員、取扱額とも年々、

倍増している。電動アシスト付き自転車の貸出し業務は二次交通の課題を解消する一助と

して、利用は１，２８３名（前年比１２３％）、１，９５６，０００円（前年比１０９％）の取扱が出来

た。 

 

 壱岐市観光連盟の自主事業の実績は下記の通り 

□旅行業 取扱実績                             



 

 

商品名 フリープラン ウニプラン ふっこう割 インバウンド 合宿プラン その他 合 計 

人員（人） 1,965 197 206 303 616 486 3,773 

取扱高 32,381 6,052 5,309 8,259 10,845 6,504 69,350 

前年比（人） ２７０％ １３７％  ６４％  ２１８％ ２４１％ 

前年比（額） ２４９％ １８５％  ９８％  １０７％ ２２５％ 

□電動アシスト付き自転車（壱岐ちゃり）レンタル事業 取扱実績 

貸出場所 郷ノ浦港 芦辺港 印通寺港 勝本地区 合 計 

人員（人） ６３２ ３４７ １４８ １５６ 1,283 

取扱高 1,012 ５９８ ２５３ ９３ 1,956 

前年比（人） １０５％ １３８％ ８６％ ７０９％ １２３％ 

前年比（額） ９８％ １３７％ ９０％ １６２％ １０９％ 

 

□体験事業 取扱実績 

体験者 一般 教育旅行 モニター 合 計 

人員（人） 2,785 1,448 39 4,273 

取扱高 4,976 1,854 62 6,892 

前年比（人） 116％ 7８％ 13% 94％ 

（単位＝人、千円） 

 

４．活動概要 

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

 

４月 １日  辞令交付式  ○主 

４月 ５日  日本の「しま」交流支援事業実行委員会 ○主 

４月 ８日  長崎県デスティネーションキャンペーン推進協議会 総会 ○参 

４月１１日  長崎・福岡観光関係機関新年度挨拶回り（～１２日）     ○主 

４月１１日  福岡コンベンションビューロー ライオンズクラブ世界大会説明会 ○参 

４月１２日  一支国博物館企画展「平戸松浦家と対馬宗家の家宝展」開会式 ○参  

４月１９日  長崎ＤＣ 福岡地区旅行会社営業活動（～２０日）  ○参 

４月１９日  香港ＥＧＬ３０周年祝賀会、インバウンド営業（～２１日）  ○参 

４月２０日  国境離島新法成立  

４月２１日  長崎県観光関係主管課長・実務担当者会議（～２２日）○参  

４月２６日  第１回壱岐ウルトラマラソン 第２回実行委員会   ○参 

４月２６日  第 53回壱岐料飲業生活衛生同業組合通常総会     ○参 

第 43回壱岐料飲業防犯協会総会  ○参 



 

 

４月２７日  第 26回壱岐民宿組合通常総会   ○参 

５月 １日  うに屋のあまごころリニュアールオープン ○参 

５月 ３日  博多どんたく港まつり  ○参  

        元気日本語学校受入れ  ○主  

５月 ９日  長崎県グリーン・ツーリズム総会 in壱岐市 ○主   

５月１０日  在福岡アメリカ領事館 首席領事来島、来訪 ○主 

        関西壱岐の会企画「日本遺産の島壱岐を訪ねる旅」来島（～１２日）  ○主 

５月１２日  サイクルフェスティバル管理部会   

５月１５日  東海壱岐の会 総会   ○参  

５月１６日  第 1回ウルトラマラソン 募集開始  

５月１７日  福岡観光プロモーション協議会 総会 ○参 

国境離島新法会議    ○参  

５月１８日  観光連盟監査  ○主 

日本遺産「国境の島」推進協議会 壱岐市部会 ○参 

  国境離島新法プロジェクト会議  ○参 

５月１９日  交流民宿運営委員会  ○主 

熊本利平関係者来島（大石氏、森本氏）（～２１日）○主  

５月２０日  教育旅行受入れプロジェクト会議 ○主 

５月２３日  博多駅観光物産展（～２４日）  ○主  

５月２３日  法政第二中学校 下見（～２４日）○主  

５月２５日  第１回役員会  ○主 

５月２７日  第１回理事会  ○主 

        ウルトラマラソン実行委員会 おもてなしグループ会議 ○参  

５月２７日  京都市立安祥寺中学校 修学旅行来島（～２９日）   ○参 

５月２９日  神戸市立原田中学校 修学旅行来島（～３０日） 

５月２９日  国境離島新法成立祝賀会・感謝の集い   ○参 

５月３０日  ねんりんピック長崎実行委員会第２回総会 ○参 

        長崎ＤＣ推進協議会商品開発・まちづくり・販売宣伝促進会議 ○参 

５月３１日  長崎県観光連盟理事会  ○参 

６月 １日  石田事業所観光地点検  ○主  

６月 ３日  長崎市小学校校長会 修学旅行誘致活動 ○参 

６月 ５日  第２８回壱岐サイクルフェスティバル  ○主 

６月 ７日  女性部監査・役員会 ○主 

  広報部会      ○主 

  壱岐教育旅行受入プロジェクト ○主 

６月 ７日  川西市立明峰中学校 修学旅体験受入   ○主 

６月 ９日  福岡ボート「壱岐ウルトラマラソン杯」表彰式 ○参 

６月１０日  長崎県観光連盟定時総会  ○参 



 

 

６月１２日  十八銀行、肥後銀行女子駅伝部合宿   ○参 

６月１３日  長崎県旅行業協会定時総会 ○参 

６月１３日  第１回航路対策協議会   ○参 

６月１４日  海開き行事 筒城浜     ○参 

６月１５日  平成２８年度壱岐郷ノ浦祇園山笠振興会 総会 ○参 

６月１６日  平成２８年度壱岐市観光連盟定時総会      ○主 

６月１７日  「九州観光支援旅行券」創設にかかわる連絡会議  ○参 

６月１９日  福岡壱岐の会 総会 ○参 

６月２０日  しまとく通貨説明会 販売事業者・加盟店向け   ○参 

６月２２日  営業推進部会    ○主  

６月２３日  壱岐教育旅行プロジェクト委員会  ○主  

６月２４日  女性部総会      ○主 

６月２４日  ライオンズマーケット 2016 in福岡 （～２７日） ○参 

６月２６日  関西壱岐の会 総会 ○参 

６月２７日  「九州観光支援旅行券」にかかわる説明会    ○参 

６月２８日  神戸市立原田中学校修学旅行 交流民宿で初受入れ（～２９日）○主  

６月２９日  第２回理事会      ○主 

７月 １日  九州ふっこう割スタート  ○参 

「7月 1日は麦焼酎の日」乾杯イベント ○参 

日本遺産サミットｉｎ岐阜   

オリエンタルエアブリッジ 小澤新社長、山村取締役企画部長来訪  

７月 ５日  北部九州旅行会社へ営業活動 福岡地区、筑後地区２班（～７日） ○主 

７月 ６日  長崎県辻本企画振興部長来訪  ○主 

７月 ７日  川棚町立川棚中学校 修学旅行体験受入   ○主 

７月 ９日  第４回壱岐市御柱祭   ○参  

７月１１日  山口・北九州旅行会社へ営業活動（～１３日） ○主 

７月１２日  壱岐商業高校スポーツ合宿「いきいき合宿プラン」記者発表 ○参  

７月１２日  一支国ウォーク実行委員会          ○主 

７月１２日  神戸、広島教育旅行誘致活動 （～１５）  ○主 

７月１５日  うきは市民大学子ども未来学部保護者説明会  ○参  

        一支国博物館企画展「いきものがたり」開幕     ○参  

７月１６日  九州郵船竹永社長 藍綬褒章受章記念祝賀会 ○参 

７月１９日  シーバード壱岐開所式        ○参 

        九州ふっこう割 連盟造成商品販売開始     ○主 

７月１９日  教育旅行受入プロジェクト委員会  ○主  

九州運輸局 竹田浩三局長 壱岐観光意見交換会 ○参 

７月２１日  壱岐観光マップ作成審査会      ○主 

        県観光連盟-武田専務、掃守部長、長崎県営バス観光-辻社長、来訪  



 

 

７月２２日  神戸市立西代中学校 下見（～２３日） ○主 

７月２３日  郷ノ浦祇園山笠 （～２４日）   

７月２５日  日本の宝「しま」交流支援事業受入 （～２８日） ○主 

７月２５日  修学旅行誘致活動 長崎県観連 福山、岡山、香川、姫路方面（～２７日）○参 

７月２８日  長崎ＤＣおもてなしセミナー   

７月２９日  壱岐市まち・ひと・しごと創生会議   ○参 

７月３０日  フジサンケイビジネスアイ取材 アテンド（～３１日） ○参 

        夕焼けコンサート in猿岩   

７月３１日  辰の島フェスティバル   

        夏☆夢☆祭     

８月 ２日  九州観光商談会 in台湾 （～３日）    ○参 

８月 ２日  第 2回役員会  ○主  

８月 ３日  長崎ＤＣ大阪キャラバン （～６日）     ○参 

８月 ６日  壱岐大大神楽公演（筒城ふれあい広場） ○参 

８月 ７日  うきは市夏休み感動体験 （～１０日）    ○主  

８月１０日  長崎県立大学 ポスター完成披露会    ○参 

８月１３日  壱岐の島夜空の祭典（勝本港）  

８月１４日  石田納涼夏祭（印通寺港）  

８月１５日  芦辺港花火大会（芦辺港）  

        郷ノ浦 精霊-灯籠流し  

８月１７日  ねんりんピック実行委員会  ○参 

８月２０日  Kokoke Hula 筒城浜     

８月２１日  壱岐ビーチフェスティバル inツインズビーチ  ○参 

８月２１日  夏休みサマースクールｉｎ壱岐 子ども農山漁村交流プロジェクト （～２３日）○主  

８月２５日  壱岐地区沿岸警備協力会 役員会・総会    ○参 

８月２７日  壱岐島レゲエ祭 2016   ○参 

８月２７日  うきは市子ども議会    ○参 

８月２９日  長崎県移住相談会 福岡    ○参 

８月３０日  第 3回ウルトラマラソン実行委員会      ○参 

教育旅行 京阪神地区営業 （～9月１日） ○主 

８月３１日  第 2回ウルトラマラソン大会委員会      ○参 

第２回航路対策協議会     ○参 

壱岐市国境離島新法協議会設立総会    ○参 

壱岐島ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟｳｫｰｷﾝｸﾞ（日通旅行名古屋支店 ～９／３） ○参 

９月 ３日  劇団未来座・壱岐 第二回公演「ココヤシの唄」          ○参 

９月 ５日  法政大学第二中学校（川崎市）修学旅行受入 （～８日）    ○主 

９月 ６日  陸上養殖とらふぐ試食懇談会  ○参 

９月 ９日  第２０回玄界灘ビルフィッシュトーナメント（～１１日）       ○参 



 

 

９月１１日  壱岐空港開港５０周年イベント  

９月１３日  第３回役員会       ○主 

        交流民宿運営委員会  ○主 

しまとく通貨説明会   ○参 

９月１４日  福島県楢葉小学校修学旅行受入 子ども農山漁村交流プロジェクト（～１５日） ○主 

９月１５日  女性部 福岡クリナップショールームで誘致宣伝活動 ○主 

９月１７日  ＫＢＣ水と緑のキャンペーン     ○参 

９月１７日  女子旅モニターツアー （～１８日） ○主 

９月１７日  読売旅行ぱしふぃっくびーなす視察来島  ○参 

９月２３日  壱岐市国境離島新法民間会議 ○参 

９月２６日  長崎県原子力安全連絡会    ○参 

９月２７日  第３回理事会            ○主 

９月２７日  インバウンドの現状と情報発信勉強会（九州地方の魅力発信による消費拡大事業）  ○主 

９月２８日  広島観光物産展（～１０／２）   ○主 

１０月 １日  長崎デスティネーションキャンペーンスタート（～１２月）  ○参 

長崎駅、博多駅ＤＣオープニングイベント （～２日）    ○参 

しまとく通貨電子化スタート  

１０月 ２日  第１回壱岐ウルトラマラソン   ○参  

１０月 ６日  中華民国 105年国慶節 祝賀レセプション ○参 

１０月 ８日  春一番モニュメント除幕式   ○参 

１０月 ８日  サンクチュアリ壱岐 コスプレツアー来島 （～９日） ○参 

１０月１１日  営業推進部会          ○主 

１０月１２日  国境離島新法民間会議 観光・交通部会      ○参 

１０月１２日  長崎県国際文化観光部長 来訪   

１０月１３日  壱岐教育旅行受入れプロジェクト会議      ○主 

         韓国モードツアー旅行博 in ソウル （～１６日） ○参 

１０月１４日  交流民宿全体会議   ○主 

１０月１５日  ねんりんピック長崎 2016 ウォークラリー開催 （～１６日）  ○参  

１０月２０日  長崎県観光情報説明会・相談会 in壱岐市（～２１日 ）   ○主 

１０月２１日  東京観光物産展ｉｎ日本橋長崎館 （～２２日 ）        ○主 

１０月２３日  東京雪州会総会、観光物産展  ○参 

１０月２４日  連盟女性部環境美化活動一支国博物館でﾌﾟﾗﾝﾀｰ８基に花を植栽 ○主 

１０月２５日  国境離島新法 内閣官房総合海洋政策本部による現地調査     ○参 

モンゴル ビルグーンオンダラガ歌舞団公演 ○参 

１０月２６日  ウルトラマラソン実行委員会   ○参 

１０月２８日  長崎県観光連盟理事会      ○参 

１０月３１日  神社めぐりガイドブックにかかわるプロポーザル審査会 ○参 

１１月 １日  しまとく通貨 電子化セット券一般販売開始 （～３／３１） 



 

 

１１月 １日  一支国博物館第３２回特別企画展 ○参 

交流民宿運営委員会         ○主 

１１月 ３日  壱岐学検定   ○参 

１１月 ４日  ゆるキャラグランプリ in愛媛 （～６日）     ○参 

１１月 ５日  ミライカレッジ壱岐 （～６日）           ○参 

１１月 ８日  駐日外交団 壱岐視察（～９日）      ○参 

         長崎県総おもてなし運動・促進決起集会  ○参 

長崎県 DC事務局 来訪           ○主 

１１月 ９日  日本遺産九州４ブロック合同セミナー    ○参 

１１月１４日  関西・中部地区旅行会社誘客へ向けた営業活動（～１７日）  ○主 

１１月１５日  しまづくりキャラバン九州ビジネスウィーク 2016（～１７日）   ○参 

１１月１７日  在福岡海外ランドオペレーター訪問（～１８日）          ○主 

１１月１９日  壱岐市長旗争奪玄界灘親善少年軟式野球大会 （～２３日） ○参 

１１月２４日  第４回役員会 ○主 

日本遺産「国境の島」推進協議会 壱岐市部会    ○参 

１１月２６日  アイランダー２０１６ （～２７日）                ○参 

１１月２７日  インバウンドスターアップ事業 チャレンジ英会話教室  ○主 

１１月２８日  インバウンドセミナー 長崎県観光連盟主催       ○参 

１１月２９日  台湾旅行社モニターツアー （～３０日）           ○主 

１２月 １日  交流民宿運営会議   ○主 

１２月 ３日  きゅうはく考古学女子日本遺産モニターツアー （～４日） 

１２月 ７日  韓国旅行社モニターツアー （～８日）   ○主 

          教育旅行岡山、広島地区旅行会社誘致活動（～８日） 
１２月 ８日  新春マラソン実行委員会       ○主 

１２月１２日  壱岐サイクルフェスティバル会議  ○主 

１２月１３日  教育旅行受入プロジェクト会議   ○主 

１２月１５日  新春マラソン運営委員会       ○主 

         壱岐島・ＴＶメディア情報発信事業審査会         ○主   

１２月１６日  一支国博物館 第３３回特別企画展「北斎展」開会式  ○参 

１２月１７日  国境離島新法報告会               ○参 

１２月１９日  壱岐交通 実りの島ラッピングバスお披露目 ○参 

１２月２０日  住吉神社奉賛会「壱岐大大神楽」奉納    ○参 

         日本遺産旅行会社モニターツアー（関西・中部地区ＡＧＴ）（～２１日）○主 

１２月２６日  オリエンタアルエアブリッジ 小沢社長来訪  

１２月２７日  しまなびプログラム報告会     ○参 

１２月２９日  仕事納め式    ○主 

１月 ４日  仕事初め式    ○主 

１月 ６日  長崎県観光連盟２０１７賀詞交歓会 ○参  



 

 

１月 ８日  第３１回新春マラソン大会       ○参 

１月１１日  壱岐市商工会 平成２９年新年賀詞交歓会  

        ＫＥＡモニターツアー受入（～１３日） ○主 

        農村インバウンド推進シンポジウム（農林水産省）in熊本市 ○参 

１月１２日   第４回教育旅行受入プロジェクト委員会 ○主 

１月１３日  交流民宿運営委員会 ○主 

１月１８日  壱岐交流民宿 新規参画施設勉強会   ○主 

１月２０日  福岡壱岐の会 新年賀詞交歓会      ○参 

１月２２日  「日本遺産モニターバスツアー」壱岐市民向け実施 ○主 

１月２３日  長崎デスティネーションキャンペーン事務局 来訪  

１月２５日  湯ノ本きばろう会新年会  ○参  

１月２７日  第５回 役員会        ○主 

１月２９日  未来座「次元の扉～河合曽良・行き生きて壱岐～」公演   ○参 

１月３１日  ねんりんピック長崎 2016壱岐市実行委員会 第 3回総会   ○参  

２月 ２日  スキスキ応援隊座談会 壱岐商業高校 ○主 

２月 ２日  平成２９年度連盟旅行商品説明会   ○主 

２月 ３日  壱岐交流民宿運営委員会         ○主 

２月 ８日  壱岐内海湾振興会 全体会議     ○参 

２月 ９日  壱岐ウルトラマラソン大会委員会     ○参 

２月１０日  長崎県ＤＭＯセミナーin壱岐       ○参 

        女性部定例会      ○主 

        長崎ＤＣ各地域合同ワーキンググループ会議   ○参 

        壱岐バスケット祭り （～１１日）  ○参 

        テレビメディア情報発信事業島内撮影（～１３日） 

２月１３日  国境離島新法法制度説明会       ○参 

長崎総おもてなし運動推進会議 総会  ○参  

２月１５日  フランス人アーティスト招聘 アテンド（～１７日）  ○参 

２月１６日  ＮＩＢテレビ「ひるじげドン」撮影アテンド      ○参 

２月１８日  アイランドカップ U-12サッカー大会（～１９日）  ○参  

２月１９日  壱岐・壱岐綱引き大会           ○参 

２月２０日  長崎県コンベンション事業担当者会議 ○参 

       サイクルフェスティバル監査        ○参 

２月２１日  日本の宝「しま」交流支援事業 壱岐の島実行委員会   ○主 

２月２２日  香港旅行会社 壱岐視察研修 （～２３日）         ○主 

２月２３日  国東市観光協会視察受入                   ○主 

２月２３日  教育旅行長崎県内営業活動（～２４日）           ○主 

２月２４日  講談社ＦＲａｕ Web取材アテンド（～２５日）         ○主 

２月２５日  第１１回壱岐市長旗中学生軟式野球大会 （～２６日）   ○参   



 

 

２月２７日  Re島プロジェクトセミナー      ○参 

２月２８日  第４期スキスキ応援隊任命式（壱岐商業高校、壱岐高校）  ○主 

ビックデータ リーサス運用説明会  ○主 

農協観光東北統括事業部館内ＣＡリーダー来島（～１日） ○参 

３月 ２日  働く女性のためのコーチング研修   ○参 

３月 ４日  第８回春一番スプリングカップ中学生バレーボール大会（～５日） ○参 

３月 ６日  壱岐旅館組合定期総会         ○参 

３月 ８日  サイクルフェスティバル実行委員会  ○参 

壱岐地域６次産業化地域交流会    ○参 

３月１１日  壱岐島四十二社巡りフリープラン催行（～１２日）    ○主 

３月１２日  日本遺産ＰＲイベント出展 in太宰府天満宮（～１３日） ○参 

３月１４日  壱岐交流民宿全体会議、勉強会 ○主 

３月１５日  第６回役員会             ○主 

３月１６日  第４回壱岐の島新春マラソン大会実行委員会        ○主 

３月１７日  長崎デスティネーションキャンペーン総会        ○参 

        うきは市交流事業打合せ     ○参   

３月１８日  壱岐島お試し移住モニターツアー（～１９日）      ○参  

３月２１日  第３回長崎県観光連盟 理事会 ○参 

中国旅行社、メディア招聘（～２２日）           ○主 

３月２２日  全国旅行業九州沖縄事業連合会 池田会長 来訪  ○主 

      ウルトラマラソン実行委員会          ○参 

３月２４日  第４回理事会                  ○主 

３月２７日  第３回壱岐市航路対策協議会       ○参 

３月２９日  大型客船ぱしふぃっくびいなす入港   ○参 

        博多ヨットクラブ 熊坂氏来島、壱岐レース打合せ   ○主 

３月３１日  第３４回一支国博物館企画展「深見隆展」開会式   ○参 

        離任式  ○主 

 

以上 

 


