
 

 

平成２９年度 事業報告 

１．総括 

 平成２９年４月に島民待望の「有人国境離島法」が施行され、航路航空路のJR並運賃

が実現し、これまでの運賃に比べて半額に近い金額で船や飛行機を利用することができ

るようになりました。あわせて、滞在型観光の促進に対し支援が創設とされたことによ

り、交付金を活用した滞在型旅行商品の販売と「しまとく通貨」のタイアップ商品の販売も順調

に推移した。 

長崎県観光動向調査では、平成２９年３～４月期は九州ふっこう割の反動減は見受けられた

ものの、年間では県全体の宿泊動向は前年比２．９％増であったが、本市は対前年比５．１％

増となっております。 

特に、教育旅行等については来島校数が１２月まで３５校 ５１７９名で７年ぶりに５千名を超

えたことは、交流民泊の取り組み及び関西、長崎県内の学校への営業活動の成果があらわれ

たものと思われます。また、島内への訪日外国人についても年々増加しており、宿泊客延べ滞

在数は２，１００名（前年比１２４％）となっております。 

自主事業として取り組んでいる旅行業も着地型旅行商品を中心に取扱人員５，４７７名（前年

比１４５％）、取扱額８８，３０１，６６１円（前年比１２８％）の取扱いが出来ました。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。 

イベント事業については、「壱岐の島新春マラソン」、「壱岐サイクルフェスティバル」、「壱岐ウ

ルトラマラソン」ほか、「ジュニアサッカーボール大会」、「バレーボール大会」等が開催されてお

り、年間約 ５，３００名の方が来島され、島内産業の活性化と交流人口の拡大につながってお

ります。   

 情報発信事業については、２９年度はメディアから取材も多く、テレビ、ラジオ、WEB、新聞、雑

誌などを通じて、国内４７社、海外３社、合計５０社のメディア取材があり、魅力的な島情報が発



 

信できたものと思われ、壱岐島の知名度向上に繋がったと言えます。今後もホームページ、フ

ェイスブック等のSNSを活用しながら、情報発信事業の強化を図りたいと考えております。 

２９年５月に、全国の島の魅力を活かした旅行者誘客や地域振興を目的として発足した、「島の

宝観光連盟」の幹事会を１１月６日に壱岐市で開催致しました。 

当日は、佐渡市、天草四郎、天草宝島、五島市、隠岐観光協会、熊本県、長崎県観光連盟の

６団体２１名来島いただき、今後の事業計画と会員加入促進を図ることを確認し、全国の島と島

との連携し、島々が自慢の宝（観光資源）を全国にアピールして交流人口拡大に、今後も引き

続き、壱岐市はもとより、長崎県、東京・大阪事務所、県観光連盟、東京・東海・関西・福岡の各

壱岐の会との連携・支援により、あらゆる機会を利用し島の魅力を発信してまいります。 

 

２．組織・管理・会議関係 

（１） 組織 平成２９年度末会員数    正会員   １３６名  小口会員  ５１名 

        年度内における新規加入会員数     １０名        

        年度末 資格喪失会員   正会員     １名   小口会員  ０名   

        退会会員           正会員     ３名   小口会員  ２名  

       平成３０年度会員数      正会員   １４２名   小口会員 ４９名 

（２）規則・規程等 

   一般社団法人壱岐市観光連盟 部会設置規程    （一部改正）  

   一般社団法人壱岐市観光連盟 旅費規程       （一部改正） 

     

（３）理事・監事の選任 

   平成２９年６月２０日定時総会において、理事、監事が任期満了に伴い、理事２０名、監事

２名を選任する。 

    

（４） 会議 

  １）総会 

開催日時  平成２９年６月２０日（木） 午後１時３０分～ 

開催場所  壱岐の島ホール 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２８年度事業報告について 

       ・承認第２号  平成２８年度決算報告について（監査報告） 



 

       ・承認第３号  平成２９年度事業計画（案）について 

・承認第４号  平成２９年度収支予算（案）について 

議案審議 

       ・議題１     監事の選任について 

       ・議題２     理事の選任について 

         

  ２）理事会 

   ・第１回理事会 

開催日時 平成２９年５月２３日（火） 午後１時３０分～ 

開催場所 壱岐の島ホール １０２号室 

出席者数 ２２名（委任状含む） 

協議事項 

第１号議案 新規加入会員の承認について 

第２号議案 理事・監事候補者の選任につて 

第３号議案 平成２８年度事業報告について 

   第４号議案 平成２８年度決算報告について 

第５号議案 平成２９年度事業計画（案）について 

第６号議案 平成２９年度収支予算（案）について 

第７号議案 島の宝観光連盟の入会について 

 

・第２回理事会 

開催日時 平成２９年６月２０日（火）  

開催場所 壱岐の島ホール １０２会議室 

出席者数 １９名 

協議事項  

   第１号議案 役員選任について 

      

・第３回理事会 

開催日時 平成２９年７月１３日（木） 午後３時～ 

開催場所 壱岐ステラコート太安閣 

   出席者数 １８名 

協議事項 

第１号議案 部会設置規程の改正について 

第２号議案 新役員体制について 

   ・第４回理事会 

開催日時 平成２９年１０月１３日（金） 午後２時００分～ 

開催場所 一支国博物館 講座室 

   出席者数 １５名 



 

協議事項  

第１号議案 平成２９年度補正予算（案）について 

   第２号議案 旅費規程の一部改正について 

   第３号議案 新規加入会員の承認について 

    

・第５回理事会 

開催日時 平成３０年２月２日（金） 午後３時００分～ 

   開催場所 壱岐の島ホール １０２会議室 

   出席者数 １６名 

   協議事項 

第１号議案 平成２９年度補正予算（案）について 

      第２号議案 顧問の委嘱（案）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２９年５月２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 

・新規加入会員について 

・役員改選について 

          

・第２回役員会 

  開催日時 平成２９年５月１８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 1回理事会及び定時総会について 

    ・理事・監事候補者の選任について 

    ・島の宝観光連盟の活動について 

    ・博多―壱岐ヨットレースについて 

 

・第３回役員会 

     開催日時 平成２９年６月３０日（金） 午後１時～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟 会議室 

     協議事項  

・第 3回理事会の開催について 

         ・部会設置規程の改正と部会長の選任について 

 

・第４回役員会 



 

     開催日時 平成２９年９月２０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 

・第 4回理事会の開催、提出議案について 

・平成２９年度補正予算（案）について 

・旅費規程の一部改正について 

・新規加入会員及び退会会員について 

・連盟作成のパンフレットの無償化について 

・筒城浜ふれあい広場ビーチハウスの運用について 

 

 ・第５回役員会 

     開催日時 平成２９年１１月２４日（金） 午前１０時００分～ 

     開催場所 壱岐市観光連盟 会議室 

     協議事項  

・第５回理事会の開催、提出議案について 

・平成２９年度補正予算（案）について 

・顧問の選任委嘱について 

・役員報酬について 

・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 

     

３．事 業 

ア） 戦略的情報発信強化事業（委託事業） 

   ① 雑誌・新聞等メディアを活用した情報発信事業 

     ・月刊「九州王国」６月号への掲載 発行部数 ５万部 

     ・九州・山口旅の本「リーク」７・８月号（隔月発行）への掲載 発行部数 ４８，０００部 

     ・旅情報誌「遊人」初夏号への掲載 発行部数 ３万部 

     ・近畿地区修学旅行研究大会 大会冊子への掲載 

     ・郷ノ浦祇園山笠２８０年 PR事業として、山笠及び観光 PR動画制作し、RKB毎日放送

で放映（10本） 

     ・シティリビング（福岡県内 35万部）、リビング福岡（7万部）への広告掲載 

     ・京都放送「こちらヒラタ屋～すべらない春の旅行案内」に出演しラジオにて壱岐市のＰ

Ｒを実施 

 

   ② プロモーション動画制作事業 

      壱岐の魅力を発信するプロモーション動画を作成。（３分版及び９０秒ダイジェスト版

を作成）また、ユーチューブ等に掲載し、インターネットを活用した情報発信も実施 



 

 

  ③ 映像素材撮影事業 

      壱岐の魅力を発信するため、TV等メディアからの動画素材提供依頼に対し、提供で

きる観光素材の動画集を作成。（３３素材撮影） 

 

④ 国内 AGT（エージェント）向けセールスツール作成事業 

    旅行会社が壱岐市を訪れる旅行商品を造成するうえで、必要な情報を掲載した

壱岐観光素材カタログを制作。（１，０００部） 

 

⑤ 国内旅行商品造成支援事業 

   ・壱岐への旅行商品を造成する旅行社に対し、旅行商品の PR を目的とし、広告

支援を実施。（旅行社 ４社） 

   ・「トラベルニュース」壱岐特集号を作成し、全国の旅行社に配布（３万部） 

   ・本連盟旅行商品の造成（フリープラン、うにプラン、ビジネスプラン、合宿プ

ラン、しま旅マル得プラン） 

   ・神社巡り商品等造成ツールとして、壱岐市オリジナル御朱印帳を作成 

 

⑥ 国内 AGT現地視察事業 

    壱岐への旅行商品を造成することを目的とし、旅行社の商品企画担当及び販売

窓口担当等を対象に壱岐の観光施設や宿泊施設等の視察を実施。 

旅行社２社 １４人 

 

⑦ カリスマコスプレイヤー招聘事業 

    国内における訴求力の高いコスプレイヤーを招聘し、壱岐での観光資源を活か

した撮影を実施。招聘したコスプレイヤーの Twitter等の SNSを通じた情報発

信を実施。招聘者 ５名 

 

イ） 観光強化対策事業 

  ① 一般旅行誘致活動 

〇 九州観光推進機構主催観光素材説明会・相談会へ参加。旅行社訪問 

（下期相談会） 

・東京  旅行社 10社、訪問旅行社 5社 

・名古屋 旅行社  39社、訪問旅行社 6社 

・大阪  旅行社 31社、訪問旅行社 4社 

・広島  旅行社 19社、訪問旅行社 8社 

・福岡  旅行社 30社、訪問旅行社 4社 

（上期相談会） 



 

・東京  旅行社 38社、訪問旅行社 3社 

・名古屋 旅行社 33社、訪問旅行社 4社 

・大阪  旅行社 39社、訪問旅行社 7社 

・福岡  旅行社  2社 

 

〇 北部九州旅行社訪問の実施。 

    ・福岡 20社、筑後 9社、北九州 11社、山口 13社 

〇 中南部九州旅行社訪問の実施 

    ・熊本・鹿児島 26社、大分・宮崎 20社 

〇 中国地区旅行社訪問の実施 

・山口 16社、広島 11社、岡山 6社 

〇 大村市で開催された長崎県観光情報説明会への参加 

・参加旅行社 19社 

〇 合宿誘致セールスの実施 

・福岡県内のスイミングスクールを訪問。23校 

 

② 教育旅行誘致活動 

   〇 長崎県観光連盟主催修学旅行誘致訪問への参加し訪問活動を実施 

・兵庫地区修学旅行誘致学校訪問（10班編成 訪問校 184校） 

本連盟訪問 20中学校 

・中国地区中学校修学旅行誘致学校訪問（9班編成 訪問校 157校） 

訪問地区：広島、福山、倉敷、岡山、香川   本連盟訪問 20校 

・関西地区中学校修学旅行誘致学校訪問（9班編成 訪問校 157校） 

訪問地区：大阪、京都   本連盟訪問 20校 

〇 福岡観光プロモーション協議会主催の修学旅行誘致参加、誘致活動を実施 

・四国方面（香川、徳島）修学旅行誘致学校訪問（4班編成） 

     本連盟訪問 7中学校、2教育委員会 

〇 長崎県内旅行社及び学校訪問の実施 

・旅行社 ３社、小中学校 ３社 

   〇 関西・中国地区旅行社学校訪問 

 

ウ）情報発信資料作成事業 

〇「42 社めぐり」パンフレット     ２０，０００部 

〇「壱岐島案内」パンフレット     ５０，０００部 

〇 グルメガイド           ２０，０００部 

〇 観光ポスター（4 種）         各１００部 

〇 歓迎用横断幕                ５部 



 

〇 ノベルティ（マスキングテープ 2 種）   各５００部 

   〇 日本遺産ＰＲペナント設置         ６ヶ所 

エ）インバウンド促進対策事業 

   ① 情報発信事業 

   〇 韓国での情報発信事業 

     壱岐のハイシーズンである７月末～８月初旬に韓国のパワーブロガー２名

を招聘し、ブログ、インスタグラム等の SNS での情報発信を実施 

   〇 タイ王国での情報発信事業 

     長崎国際テレビ及び県内市町（長崎市、五島市、南島原市、波佐見町）と共

同で、タイ王国の女性タレントが県内を巡る旅番組を制作。（３０分番組の

４話放送）バンコク伊勢丹にある日本食フードコート「８８食堂にっぽん」

で、県内の食材を持ち寄り、長崎フェアを開催し、長崎の食及び観光情報の

PR を実施 

   〇 台湾での情報発信事業 

     福岡空港への直行便の就航が決定した台湾（高雄）の旅行社の招聘事業を福

岡市との連携により実施 

招聘した旅行社にツアー商品を造成してもらい、高雄市冬季国際旅展に出展。 

台湾の情報誌「SPREAD JAPAN」への掲載も行い知名度向上を図った。 

     

② 営業・誘致活動事業 

   〇 ハナツアー旅行博覧会出展 

     韓国（高陽市）で開催されたハナツアー旅行博覧会に長崎県観光連盟と連携

し長崎県ブースを出展。壱岐市の他、島原市、雲仙市、平戸市等も出展。   

来場者に対し、パンフレット等を配布し PR を実施。来場者数は４日間で約

１０万人  現地旅行社訪問も実施。１３社 

 

〇 台湾における九州観光説明会・商談会への参加 

    ・台湾（台北市）で開催された九州観光推進機構主催の九州商談会に参加し、

現地旅行社との商談会を実施。現地旅行社５０社が参加 

・台湾トップセールスの実施 

現地旅行社３社訪問。また台北市内の１２区長との意見交換会も実施 

 

〇 韓国における九州観光説明会・商談会への参加 

     韓国（ソウル特別市）で開催された九州観光推進機構主催の九州商談会に参

加し、現地旅行社との商談会を実施。現地旅行社３６社、ランドオペレータ

ー社２６社が参加 

    



 

〇 上海における観光説明会及び商談会への参加 

     福岡市、太宰府市、鹿島市等と連携し、上海のキーオピニオンリーダーの視

察を実施し、現地で各市の説明会・商談会を実施。現地旅行社９社と商談会

を実施 

    

〇 釜山での長崎県・壱岐・対馬観光説明会への参加 

長崎県、対馬市とともに釜山で観光説明会を実施。現地旅行社２５社が参加 

説明会にあわせ、前日に現地旅行社訪問も実施 （３社） 

 

オ）観光物産展キャンペーン事業 

 〇 壱岐の島フェアｉｎ博多駅     平成２９年５月３０～３１日 （博多駅イベントスペース） 

〇 壱岐観光物産展ｉｎゆめタウン広島 平成２９年８月２４～２７日  （ゆめタウン広島） 

〇 東京壱岐雪州会          平成２９年１０月２９日      （ハイアット東京） 

〇 地域のちからコレクション     平成２９年１０月２４日～２６日 （新宿西口広場） 

〇 ナガサキ離島フェア inふくぎん 平成２９年１１月２日～３日   （福銀） 

〇 アイランダ―２０１７         平成２９年１１月１８日～１９日（池袋サンシャイン） 

    〇 その他（博多マルイ、秩父市、長崎夢彩都、東京都下北沢、玖珠町） 

 

カ）壱岐夜神楽「文化遺産の舞」公演事業 

     〇 平成２９年度は２７回公演で１，８６０名が鑑賞 

 

キ）壱岐行き観光サポーター事業、一支國国民証発行事業 

〇 国民証とセット： 新規 ８９５名（全体４，３８３名）、新規 １１名（サポーター）の加入 

〇 「壱岐の島スキ・スキ応援隊」の任命。高校を卒業する島内２校の３年生を対象に壱

岐の魅力と観光ＰＲ隊として２０名を任命 

  

ク）受入体制の整備・強化 

〇 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） 

〇 筒城浜ふれあい広場管理業務 



 

〇 海水浴場海の家設置事業 （海の家３棟貸出し） 

 

ケ）壱岐市内の各種イベントスポーツ大会協力事業 

    〇 第２９回壱岐サイクルフェスティバル  平成２９年６月４日（日） ７０３名 

    〇 壱岐大大神楽公演  平成２９年８月５日（土） 筒城浜ふれあい広場 

    〇 壱岐ビーチフェスティバルｉｎツインズビーチ 平成２９年８月２０日（日） １６チーム  

    〇 第２回壱岐ウルトラマラソン 平成２９年１０月２１日（日） 

    〇 第３２回壱岐の島新春マラソン大会 平成３０年１月１４日（日） １，９９９名 

    〇 第３１回壱岐壱岐綱引き大会  

    〇 各種スポーツ大会 

 

コ）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。 

 

サ）青年部・女性部事業 

青年部は１０月６～9日に福岡市天神中央公園でうまいもの大食堂へ参加観光 PR事業

を実施、クリーンキャンペーンとして筒城浜、天ヶ原海水浴場清掃実施。女性部におい

ては、郷ノ浦港周辺の花を植栽、除草作業実施。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。 

 

シ）旅行業事業（自主事業） 

① 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」 「むらさきウニプラン」 「いきいき

合宿プラン」を造成し販売した。 

② 壱岐ちゃりレンタル事業 

島内観光の 2次交通対策として、電動アシスト自転車を活用した観光コースの設定に

より、安全で利便性が人気を呼んでおり、利用者は徐々に増加している。29年度に市



 

の支援を受け６０台を新規に購入し、島内の協力事業所に配置して運営している。貸

出場所及び配置台数は、郷ノ浦港３７台、芦辺港 ２０台、印通寺港 5台、 湯ノ本 

（壱岐島荘） 5台、勝本（大幸物産） 2台、マリンパル壱岐 ６台、玄海交通 ２台を配

備している。 

 

□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） 1,146 ２66 廃止 ４１１ 2,985 ６６９ 5,477 

取扱高 24,854 7,939 ― 7,890 40,629 6,990 88,302 

前年比（人） ５８％ ６６％ ― １３５％ ４８４％ １３７％ １４５％ 

前年比（額） ７６％ ６４％ ― ９９％ ４１４％ １１７％ １２８％ 

□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） ８５２ ４１７ １４４ １１８ 1,531 

取扱高 1,415 ７２３ ２７１ ８２ 2,491 

前年比（人） １３４％ １２０％ ９７％ ７５％ １１９％ 

前年比（額） １４０％ １２１％ １０７％ ８９％ １２７％ 

□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） 4,344 2,603 ８６ 7,033 

取扱高 4,349 4,838 ７１ 9,258 

前年比（人） １５５％ １７９％ ２２０% １６４％ 

前年比（額） １４７％ ２６１％ １１４％ １９０％ 

（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事業 ○参＝連盟役職員が参加又は参画している事業 

 

４月 ３日  辞令交付式 ○主 

本町バス停待合所完成式 ○参 

４月 ７日  国境離島新法 創業・事業拡大支援説明会 ○参 

４月１０日  熟年あっぱれ壱岐グルメ旅 撮影隊来島  ○参 

４月１１日  福岡市内関係団体、旅行会社営業     ○主 

４月１５日  ＲＫＢラジオ 博多熱風塾 in壱岐 公開録音 ○参 



 

４月１６日  日韓トンネル壱岐フォーラム   ○参 

４月１７日  壱岐市地域交通活性化推進協議会 ○参 

４月１９日  青年部総会  ○主 

        エヌツアー中部統轄事業部 ぱしふぃっくびいなす下見  ○主 

４月２０日  壱岐料飲業生活衛生同業組合総会 ○参  

４月２４日  ２１世紀の朝鮮通信使友情ウォークの会 来島 （～２５日）○参 

        長崎県内市町村観光関係主管課長・実 務 担 当 者 合 同 会 議 （～２５日）○参 

        救急救命講習会 体験、教育旅行受入   ○主 

４月２７日  九州観光推進機構（東京）説明会・相談会 ○参 

        テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」アテンド  ○主 

４月２８日  交流民宿運営委員会  ○主 

５月 １日  体験事業者会議    ○主 

５月 ２日  第１回役員会     ○主 

５月 ４日  元気日本語文化学校来島 （～５日） ○主 

        青山ツアー来島           ○主  

５月 ７日  島の宝観光連盟事業 打合せ会議、記者発表 ○参 

５月 ９日  神戸市立舞子中学校 修学旅行（～１１日） ○主 

５月１１日  ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟九州北部支部総会 太安閣 ○参  

５月１３日  おすすめふるさとマルシェ（～１４日）○参 

５月１４日  東海壱岐の会総会 ○参 

５月１５日  壱岐島夏休み感動体験、壱岐市青少年体験交流事業打合せ会議 ○主 

        読売テレビ「遠くへ行きたい」ロケ（～１６日） ○参 

        福岡市内ランドオペレーター訪問  ○主 

５月１６日  広島市立三入中学校 修学旅行（～１８日） ○主 

日刊ゲンダイ取材 （～１７日） ○参 

        映像素材審査会 ○主 

５月１７日  九州観光推進機構（名古屋）観光素材説明会・相談会 ○参 

壱岐酒造組合総会  ○参 

５月１８日  第２回役員会    ○主 

長崎夢彩都三島フェアー （～２３日） ○主 

九州観光推進機構（大阪）観光素材説明会・相談会 ○参 

５月１９日  壱岐市観光連盟 監査 ○主  

５月２２日  壱岐市商工会総会  

女性部監査 ○主 

九州観光推進機構（広島）観光素材説明会・相談会 ○参 

地方創生（パソナ）取材、視察アテンド ○主 

５月２３日  第 1回理事会 ○主  

壱岐民宿協同組合総会 ○参 



 

５月２４日  十八銀行、鹿児島銀行女子陸上部、キヤノン大分壱岐合宿 ○参 

５月２５日  神戸市立西代中学校 修学旅行（～２６日） ○主 

５月２６日  にっぽん丸入港 歓迎行事   ○主 

５月２９日  日本観光振興協会九州支部総会 ○参 

        壱岐の自然を守る会総会    ○参 

５月３０日  長崎県観光連盟理事会     ○参 

博多駅観光物産展（～３１日） ○主 

九州観光推進機構（福岡）観光素材説明会・相談会 ○参  

６月 ４日  第２９回壱岐サイクルフェスティバル  ○主 

６月 ５日  筒城浜海水浴場「海の家」開設に伴う説明会 ○主 

６月 ７日  長崎県スポーツコミッション総会  ○参 

６月 ８日  長崎県観光連盟総会   ○参 

ハナツアー旅行博覧会 in韓国高陽市（～１１日） ○参 

６月 ９日  女性部役員会      ○参 

６月１０日  第３５回九州小学生ソフトボール長崎県予選会（～１１日） ○参 

６月１２日  ソウル旅行会社訪問（～１３日）   ○主 

  第１回航路対策協議会  ○参 

６月１３日  筒城浜海開き      ○参 

６月１４日  壱岐郷ノ浦祇園山笠通常総会    ○参 

長崎県「しま旅滞在促進」着地型旅行商品造成・販売説明会  ○参 

６月１５日  長崎県旅行業協会総会  ○参 

６月１８日  福岡壱岐の会総会    ○参   

６月２０日  平成２９年度定時総会  第２回理事会 ○主 

６月２２日  女性部総会  ○主  

県観光連盟主催 兵庫県の修学旅行誘致活動（～２３日） ○参 

雑誌Ｈａｎａｋｏ取材アテンド（～２３日） ○主 

６月２５日  関西壱岐の会総会    ○参 

６月２６日  女性部郷ノ浦港一帯環境美化活動  ○主 

６月２７日  インバウンドセミナー  ○参 

６月２８日  青年部大浜清掃活動  ○主 

福島県楢葉町立南北小学校受入 （～２９日） ○主     

６月２９日  プロモーションビデオ審査会   ○主 

６月３０日  第３回役員会      ○主 

壱岐市まち・ひと・しごと創生会議  ○参  

７月 １日  壱岐焼酎の日       ○参 

日本遺産サミット in京都  ○参 

ＪＡ福岡市東部役員視察受入（～２日） ○主 

７月 ２日  ＴＵＢＥ壱岐ライブ○参 



 

７月 ３日  北部九州地区旅行会社誘致営業活動（～６日）  ○主 

７月 ６日  関西マスコミプレスツアー（～７日）  ○主 

７月 ７日  公共交通活性化推進協議会       ○参 

７月１１日  ぱしふぃっくびいなす入港 歓迎行事  ○主 

長崎県立諫早高等学校附属中学校下見受入○主 

７月１３日  第 3回理事会  ○主 

７月１５日  壱岐サッカーフェスティバル 高校生（～１７日） ○参 

バスケットサマーリーグ 高校生（～１７日   ）○参  

玄海酒造ゴールデンキャンプミニバスケット 小学生（～１７日）○参 

７月１６日  壱岐－博多ヨットレース（～１７日） ○参 

        関西大阪長崎県人会総会 ○参 

７月１８日  壱岐市国境離島新法協議会総会 

島の宝観光連盟幹事会  ○参 

７月１９日  教育旅行受入プロジェクト委員会 ○主 

修学旅行誘致学校訪問 長 崎 県 観 連  広 島 ・ 福 山 ・ 倉 敷 ・ 香 川（～２１日）○参 

長崎県「描いてみんね‼長崎」事業 漫 画 「 ス ピ 散 歩 」 取 材（～２０日）○参  

７月２２日  KoKoKe Hula in 壱岐    ○参 

郷ノ浦祇園山笠 （～２３日） ○参 

７月２５日  九州観光説明会 in台湾 （～２７日）  ○参  

７月２６日  壱岐市まち・ひと・しごと創生会議  ○参  

壱岐の島新春マラソン大会実行委員会 ○主  

長崎県立諫早高等学校附属中学校 受入（～２８日）○主 

大野城市「サマーチャレンジプロジェクト」受入（～２８日）○主 

７月３０日  辰ノ島フェスティバル２０１７  

７月３１日  しまごと大学実行委員会部会  ○参 

        韓国パワーブロガー招へい（～２日） ○主   

８月 １日  富士ゼロックス台湾 歓迎レセプション ○参 

８月 ３日  壱岐イノベーション・サマープログラム２０１７審査会 ○参 

８月 ３日  ＪＲ西日本本社壱岐島誘致活動 ○参  

        池田孝昭氏旭日双光章受章祝賀会 ○参 

８月 ４日  「夏休み感動体験 in壱岐」受入 子どもﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（～６日）○主 

８月 ５日  壱岐大大神楽公演 in筒城浜ふれあい広場     ○主 

        台湾旅行会社 壱岐視察（～６日） ○参 

８月 ６日  うきは市「壱岐島夏休み感動体験」受入（～９日）○主 台風５号の接近で中止 

８月 ８日  第５回イキイキお結び大作戦実行委員会 ○参 

８月１０日  壱岐市国境離島新法制定民間会議 総会  

８月１７日  長崎県日本の宝「しま」交流支援事業受入（～２０日）○主 

８月２０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  近畿地区公立中学校修学旅行委員会（ 校 長 会 ）壱岐研修（～２２日）○主 

        壱岐市地域公共交通活性化推進協議会 事業者選定審査会 ○参 

８月２２日  壱岐ロータリークラブ例会 ○参 

８月２３日  国境離島滞在型観光促進事業に関わる意見交換会 振興局 ○参 

８月２４日  壱岐観光物産展 inゆめタウン広島（～２７日） ○主 

８月２５日  朝日放送取材（～２７日） ○主 

８月２７日  劇団未来座・壱岐 第４回定期公演「石猿」  

８月２９日  九州観光推進機構 東京会場九州観光素材説明会 ○参 

８月３１日  ＪＲ西日本本社営業本部ご来島 ○主 

長崎めぐり旅ビューロー総会 ○参 

９月 １日  営業推進部会 ○主 

壱岐市航路対策協議会 ○参 

９月 ２日  快汗！猫の手援農隊交流会 ○参 

９月 ５日  営業推進部会 大分・熊本・宮崎・鹿児島セールス（～７日）○主 

法政大学第二中学校 壱岐研修来島（～８日）○主 

壱岐地区沿岸警備協力会総会 ○参 

９月 ８日  第２１回玄界灘ビルフィッシュトーナメント（～１０日）○参 

トラベルニュース壱岐取材アテンド（～１０日）○主 

９月１１日  大阪地区旅行会社営業活動 ○参 

        青年部会 ○主 

９月１２日  九州観光推進機構 大阪会場九州観光素材説明会 ○参 

９月１３日  九州観光推進機構 名古屋会場九州観光素材説明会 ○参 

９月１４日  名古屋地区旅行会社営業活動 ○参 

９月１５日  長崎県コンベンションセミナー ○参 

９月２０日  第４回役員会 ○主 

９月２１日  ツーリズム EXPOジャパン（～２４日） ○参 

９月２３日  国境離島法施行感謝の集い ○参 

          第１０回よみがえる神話の世界 in那珂川町 壱岐神楽公演  

９月２３日  壱岐島ふるさとマルシェ in博多マルイ （～１日） 

９月２６日  しまごと芸術祭２０１７開会式 ○参 

第３回壱岐市地域公共交通活性化推進協議会 ○参 

事業部会、イベント部会  ○主  

女性部役員会 ○主 

９月２７日  九州観光推進機構 福岡会場九州観光素材説明会 ○参 

９月２９日  壱岐テレワークセンターオープニングセレモニー ○参 

１０月 ２日  ＪＲ西日本本社訪問  ○参 

１０月 ３日  壱岐ウルトラマラソン実行委員会  ○参 

         壱岐交流民宿 亀岡高校受入打合せ ○主   



 

１０月 ６日  九州うまいもの大食堂 in天神中央公園（青年部 ～９日）  ○参 

         博多ヨット倶楽部視察  ○参 

         中華民国１０６年国慶節祝賀会 ○参   

１０月 ９日  京都府立亀岡高校 受入（～１１日）○主 

１０月１３日  第４回理事会 ○主 

１０月１５日  第５１回勝本港まつり祝賀会  ○参  

１０月１６日  長崎県観光情報説明会 in大村市（～１７日）  ○参 

壱岐市歴史文化基本構想策定委員会  ○参 

１０月１７日  女性部花いっぱい活動（郷ノ浦港）  ○主 

１０月１８日  青年部クリーンキャンペーン（天ヶ原、塩津浜） ○主 ○参 

壱岐交流民宿会議 ○主 

１０月１９日  壱岐教育旅行受入プロジェクト委員会 ○主 

１０月２１日  壱岐ウルトラマラソン  ○参 

台湾高雄市旅行公会国際旅展  ○参    

１０月２３日  壱岐市戦没者慰霊奉賛会  ○参 

１０月２４日  長崎めぐり旅ビューロー 壱岐ブロック部会 ○参 

１０月２４日  地域のちからコレクション in新宿（島の宝 ～２６日） ○参 

１０月２５日  観光庁 改正旅行業法説明会 ○参 

長崎大学教育学部付属小学校受入 交流民宿（～２７日）○主 

１０月２７日  長崎県観光連盟理事会 ○参 

１０月２９日  東京壱岐雪州会 １００周年記念総会 ○参 

１０月３０日  ＪＲ西日本実務担当者打合せ会議＆関西地区旅行会社営業（～１日）○主 

日本の宝しま交流支援事業 壱岐の島実行委員会  

１１月 ２日  ナガサキ離島フェア inふくぎん本店広場（～３日） ○参 

１１月 ６日  島の宝観光連盟 幹事会 in壱岐 ○主 

１１月 ８日  関西地区修学旅行誘致活動 長崎県観連（～１０日） ○参 

１１月１１日  ＪＴＢロイヤルロード銀座店 壱岐視察（～１２日） ○参 

  ミライカレッジ壱岐（～１２日） ○参        

１１月１３日  観光連盟営業推進部会 ○主 

長崎県内教育旅行誘致活動（～１４日）○主  

１１月１５日  長崎県議会観光振興対策等特別委員会 ○参 

１１月１７日  カリスマコスプレイヤー招聘（～１８日） ○主 

１１月１８日  アイランダー２０１７（～１９日）○参  

１１月１８日  第１４回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１９日  ＫＢＣ秋の壱岐を丸ごと満喫！壱岐×壱岐体験スクランブル日帰りツアー ○参 

１１月２１日  日本旅行おもしろ旅企画ヒラタ屋 壱岐視察（～２２日） ○参 

１１月２３日  広島市立三入中学校視察（～２４日） ○主 

長崎県立大学ＣＯＣ事業総括シンポジュウム ○参 



 

１１月２４日  第５回役員会 ○主 

１１月２６日  朝来市来島・壱岐市交流懇親会 ○参 

１１月２７日  女性部研修旅行（～２８日）  

１１月２８日  九州観光説明会・商談会 in ソウル ○参 

観光説明会・商談会 in上海 ○参 

西鉄旅行店頭販売職員向けモニターツアー（～２９日） ○主 

１１月２９日  長崎めぐり旅ビューロー第２回壱岐ブロック部会 ○参 

１１月３０日  首都圏メディア 壱岐・対馬プレスツアー（～１日） ○参 

壱岐なみらいトップ対話会 ○参 

１２月 ２日  エクスペリエンス オブ 長崎 inバンコク（～３日） ○参 

１２月 ５日  長崎県観光説明会 in釜山 ○参 

１２月 ９日  海の家事業者打合せ会議 ○主  

１２月１３日  山口・広島・岡山旅行会社誘致活動 営業推進部会（～１５日） ○主  

１２月１４日  第３回壱岐市航路対策協議会  ○参 

１２月１６日  「光と灯り、光福の街、長崎」大阪イベント（～１７日） ○参 

１２月１８日  壱岐市地域公共交通活性化推進協議会 ○参 

１２月１９日  壱岐市観光振興計画策定委員会 ○参 

１２月２０日  壱岐大大神楽奉納  

猫の手援農隊「壱岐島で牡蠣の殻洗い隊」（～２２日）○主  

１２月２１日  ウルトラマラソン実行委員会 ○参 

１２月２２日  新春マラソン運営委員会 ○参 

１２月２９日  仕事納め式 ○主 

１月 ４日  仕事始め式 ○主 

１月 ８日  長崎県観光連盟新春賀詞交歓会 ○参 

１月１１日  交流民宿運営委員会 ○主 

１月１２日  壱岐市商工会新年賀詞交歓会 ○参 

１月１３日  一支国博物館第３９回特別企画展「発掘された日本列島展 2017 展」（～2月 25日）  

１月１４日  第３２回新春マラソン大会 ○参   

１月１７日  観光人材育成セミナー「Re 島プロジェクトにおける観光の取組み」 ○参 

１月１８日  長崎めぐり旅ビューロー壱岐ブロック会 ○参 

１月１９日  福岡壱岐の会 新年賀詞交歓会 ○参 

１月２３日  湯本きばろう会新年会  ○参 

福岡コンベンションビューロー実務者会議 ○参 

１月２５日  壱岐なみらいトップ対話会  ○参 

１月２９日  壱岐市観光連盟おもてなし部会  ○主 

１月３０日  壱岐教育旅行プロジェクト委員会 ○主 

       壱岐市観光振興計画策定委員会  ○参 

２月 ２日  第５回理事会 ○主 



 

２月 ３日  神々が宿る島、壱岐 御朱印祭り in博多駅  ○参 

２月 ５日  インバウンド誘客トップセールス in台湾（～７日）○主   

２月 ９日  「天の川伝説」バスツアー（２３０名）（～１１日）○主 

２月１０日  新・古事記ミュージカル「天の川伝説」壱岐公演 ○参 

２月１３日  ＪＲ西日本キャンペーンセールス 大阪（～１５日） ○主 

２月１７日  アイランドカップサッカーＵ－１２（～１８日） ○参 

２月１８日  第 31回壱岐・壱岐綱引き大会 ○参 

２月２０日  壱岐市観光振興計画策定委員会 ○参 

女性部定例会 ○主 

中村法道長崎県知事来島 ○参 

２月２１日  クラブツーリズム ファムトリップ （～２２日） ○参 

長崎めぐり旅ビューロー壱岐ブロック会   ○参 

２月２２日  役員報酬検討委員会 ○主 

           一般社団法人壱岐みらい創りサイト理事会 ○参 

２月２３日  安全・安心まちづくり推進協議会 ○参 

２月２４日  第１２回壱岐市長旗中学生軟式野球大会（～２５日） ○参  

２月２７日  雑誌「ナイルスナイン」取材アテンド（～２８日）○主 

２月２８日  壱岐の島スキ・スキ応援隊 任命式（壱岐高校、壱岐商業高校） ○主 

３月 １日  長崎県総おもてなし運動・総会 ○参  

        壱岐ウルトラマラソン大会委員会 ○参    

３月 ２日  第４回長崎県観光連盟理事会 ○参  

３月 ３日  第９回春一番スプリングカップ中学生バレーボール大会（～４日） ○参 

３月 ５日  第３期壱岐市観光振興計画 市長へ答申 ○主 

 第２回壱岐市歴史文化基本構想策定委員会 ○参  

壱岐旅館組合総会  ○参   

関西地区教育旅行誘致合同セールス（～８日） ○主 

３月 ７日  女子旅 EXPO2018春 in福岡 ○参  

３月 ９日  壱岐焼酎七蔵ひろば２０１８ in博多駅 ○参  

３月 ９日  雑誌「ＳＩＮＲＡ」取材アテンド（～１０日） ○主 

３月１２日  ＷＡＣＫアイドルオーディション（～１７日） ○主 

３月１３日  女性部 郷ノ浦港花いっぱい活動 ○主 

３月１６日  壱岐市観光連盟おもてなし講習会 ○主 

３月２３日  雑誌「サライ」取材アテンド （～２４日） ○主 

３月２７日  博多ヨット倶楽部役員、事務局来島  ○主 

３月３０日  離任式 （松本局長外３名）○主                      

以 上 

 

 

 


