平成 26 年度事業報告
１．観光客誘致拡大事業
【セールスプロモーション】
（1）実施日：平成 26 年 4 月 7 日（月）・4 月 8 日（火）
訪問者：平井次長
訪問先：福山市（ひろでん中国新聞旅行、読売旅行）
名古屋市（JTB 教育旅行、名鉄観光、阪急交通社、クラブツーリズム）
大阪市（日本旅行、近畿日本ツーリスト、JTB 西日本、山口県大阪事務所）
内 容：JR 美祢線利用促進、やきとり列車実施提案、体験型教育旅行・教職員研修旅行・
イカ釣り体験ツアーの誘致
（2）実施日：平成 26 年 4 月 25 日（金）・4 月 26 日（土）
訪問者：平井次長
訪問先：広島市（ひろでん中国新聞旅行、読売旅行、JTB るるぶトラベル）
姫路市（農協観光、日本旅行、JTB）
高松市（読売旅行、農協観光、あなぶきトラベル）
内 容：地産地消宿泊プラン・やきとり列車実施提案、スポーツ合宿・体験型教育旅行の
誘致、貸切バス助成宿泊助成を利用したツアー造成の提案
（3）実施日：平成 26 年 5 月 13 日（火）・5 月 14 日（日）
訪問者：青海島観光汽船金崎社長、平井次長
訪問先：熊本市（阪急交通社、九州産交、近畿日本ツーリスト）
久留米市（西鉄旅行、読売旅行、JTB 九州）
福岡市（読売旅行、阪急交通社、日本旅行、HMI、近畿日本ツーリスト）
内 容：貸切バス助成宿泊助成・JR 美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の提案、
やきとり列車実施提案、イカ釣り体験ツアーの誘致、スポーツ合宿・体験型教育
旅行の誘致
（4）実施日：平成 26 年 6 月 10 日（火）～6 月 12 日（木）
訪問者：平井次長
訪問先：名古屋市（JTB、クラブツーリズム、阪急交通社、名鉄観光、日本旅行）
大阪市（日本旅行、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、JTB 西日本）
岡山市（下電観光バス、読売旅行、阪急交通社）
内 容：体験型教育旅行・教職員研修旅行の誘致、JR 美祢線利用促進事業及び貸切バス
助成宿泊助成を利用したツアー造成の提案、イカ釣り体験ツアーの情報提供、
貸切列車企画造成の提案
（5）実施日：平成 26 年 7 月 3 日（水）・7 月 4 日（木）
訪問者：平井次長
訪問先：久留米市（西鉄旅行、読売旅行）
熊本市（近畿日本ツーリスト、阪急交通社、九州産交バス）
福岡市（クラブツーリズム、読売旅行、阪急交通社、近畿日本ツーリスト、HMI）
内 容：観光客誘致拡大事業宿泊助成・JR 美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の
提案、体験型教育旅行・スポーツ合宿の誘致、観光列車の企画造成提案
（6）実施日：平成 26 年 8 月 5 日（火）・8 月 6 日（水）
訪問者：平井次長
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訪問先：姫路市（日本旅行、トップツアー、名鉄観光サービス、農協観光、JTB）
岡山市（読売旅行、JTB、下電観光バス、農協観光）
高松市（読売旅行、農協観光、あなぶきトラベル、阪急交通社）
内 容：貸切バス助成宿泊助成を利用したツアー造成の提案と誘致、スポーツ合宿・体験
型教育旅行の誘致、JR 美祢線利用促進事業 9 月～12 月募集ツアー打ち合わせ
（7）実施日：平成 26 年 9 月 1 日（月）・9 月 2 日（火）
訪問者：平井次長
訪問先：名古屋市（名鉄観光、クラブツーリズム、JTB 教育旅行、阪急交通社）
大阪市（近畿日本ツーリスト、名鉄観光、トップツアー、日本旅行、JTB 西日本）
内 容：教育旅行ヒアリング、貸切バス助成宿泊助成・JR 美祢線利用促進事業を利用し
た観光客誘致、体験型教育旅行・教職員研修旅行の誘致
（8）実施日：平成 26 年 10 月 2 日（木）・10 月 3 日（金）
訪問者：平井次長
訪問先：久留米市（読売旅行、西鉄旅行）
佐賀市（読売旅行、JTB、西鉄旅行）
福岡市（JTB、阪急交通社、クラブツーリズム、HMI、JR 九州旅行、日本旅行）
内 容：教育旅行ヒアリング、貸切バス助成宿泊助成・JR 美祢線利用促進事業を利用し
た観光客誘致、体験型教育旅行・教職員研修旅行の誘致
（9）実施日：平成 26 年 10 月 27 日（月）・10 月 28 日（火）
訪問者：俵山温泉合名会社（鷲頭理事長、鷲頭理事、光末理事）、平井次長
訪問先：福岡市（第一観光、新日本観光、西鉄旅行、JTB、読売旅行、西日本新聞旅行）
熊本市（阪急交通社、九州産交バス、近畿日本ツーリスト、トップツアー）
内 容：教育旅行、貸切バス助成宿泊助成・JR 美祢線利用促進事業を利用した観光客誘
致、体験型教育旅行・教職員研修旅行の誘致、大河ドラマ関連企画の PR
（10）実施日：平成 26 年 11 月 11 日（火）・11 月 12 日（水）
訪問者：平井次長
訪問先：東京都（阪急交通社、読売旅行、クラブツーリズム、JTB、近畿日本ツーリスト）
大阪・奈良（近畿日本ツーリスト、JTB、日本旅行、読売旅行）
内 容：教育旅行、貸切バス助成宿泊助成・JR 美祢線利用促進事業を利用した観光客誘
致、体験型教育旅行・教職員研修旅行の誘致、大河ドラマ関連企画の PR
（11）実施日：平成 27 年 1 月 14 日（水）・1 月 15 日（木）
訪問者：平井次長
訪問先：久留米市（農協観光、読売旅行）
熊本市（阪急交通社、九州産交バス、日専連ツアーズ）
福岡市（HMI、第一観光、阪急交通社、福岡県貸切バスツアー）
大分市（読売旅行、阪急交通社、名鉄観光サービス、日豊観光）
北九州市（読売旅行）
内 容：教育旅行、貸切バス助成宿泊助成・JR 美祢線利用促進事業を利用した観光客誘
致、体験型教育旅行・教職員研修旅行の誘致、大河ドラマ関連企画の PR
（12）実施日：平成 27 年 2 月 2 日（月）・2 月 3 日（火）
訪問者：平井次長
訪問先：福山市（読売旅行、日本旅行 Tis 福山、ひろでん中国新聞旅行）
岡山市（下電 FOP ツアー、両備バス）
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広島市（JTB るるぶトラベル、ひろでん中国新聞旅行、読売旅行、地域開発プロ
デュース、阪急交通社）
内 容：美祢線臨時快速利用ツアー企画造成、サロンカーなにわ貸切企画、観光客誘致拡
大宿泊ツアー、宿泊体験学習、着地型観光の PR
（13）実施日：平成 27 年 2 月 20 日（金）・2 月 21 日（土）
訪問者：平井次長
訪問先：佐世保市（西肥バス旅行社）
福岡市（第一観光、阪急交通社、西日本新聞旅行、読売旅行）
広島市（フジトラベル、読売旅行、阪急交通社）
内 容：3 月サロンカーなにわ打合せ、観光客誘致拡大宿泊ツアー造成、美祢線臨時快速
利用ツアー企画造成
（14）実施日：平成 27 年 3 月 16 日（月）・3 月 17 日（火）
訪問者：平井次長
訪問先：名古屋市（クラブツーリズム、阪急交通社、名鉄観光、JTB 教育旅行店）
大阪市（JTB 西日本、日本旅行、クラブツーリズム、山村別館大阪営業所、
山口県大阪事務所、近畿日本ツーリスト）
内 容：貸切バス宿泊助成、貸切列車企画、JR 美祢線利用促進、体験型教育旅行、教職
員研修旅行、イカ釣り体験打ち合わせ
【クルーズ船歓迎事業】
◎ぱしふぃっくびいなす入港歓迎行事
実 施 日：平成 26 年 5 月 10 日（土）
実施場所：仙崎港
実施内容：歓迎セレモニー、ボランティアガイドによるまち歩きの実施、観光案内ブース
の設置（船内・観光船乗り場）
◎「にっぽん丸」「ぱしふぃっくびいなす」下関港寄港歓迎イベント
実 施 日：平成 26 年 8 月 13 日（水）
実施場所：下関港
実施内容：観光パンフレット配布、アテンダントによる観光 PR、やきとり無料提供
【貸切バス利用団体旅行助成】
実施期間：平成 26 年 4 月 1 日（火）～平成 27 年 3 月 30 日（月）
利用実績：47 件、5,198 人
助成金交付額：4,310,000 円
【観光キャンペーン等への参加】
◎ながと路観光宣伝隊
実 施 日：平成 26 年 9 月 16 日（火）～17 日（水）
参 加 者：中野事務局長（湯本）、伊勢本（俵山）、藤井主任（観光課）、小林事務局長
実施場所：広島市
実施内容：①マツダスタジアムにて観光宣伝（観光パンフレット配布・特産品販売）
②旅行業者、新聞・雑誌社等訪問宣伝
③広島ホームテレビ・RCC 中国放送出演
◎２０１４船場まつり「仙崎・長門フェア」
実 施 日：平成 26 年 10 月 3 日（金）～5 日（日）
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参 加 者：ながと物産合同会社酒巻、小林事務局長
実施場所：大阪市「船場センタービル」
実施内容：①長門市に関する産品の販売
②長門市の観光ＰＲ
③大阪在住長門市出身者の交流スペースの設置
◎「ＪＲ秋のふれあいＤＡＹ」イベント２０１４
実 施 日：平成 26 年 11 月 24 日（月・振替休日）
参 加 者：小林事務局長
実施場所：鹿児島市「アミュプラザ鹿児島」
実施内容：①観光ブースで観光パンフレット配布
②ステージイベントで観光ＰＲ・特産品プレゼントクイズ実施
◎山陽新幹線全線開業 40 周年・九州新幹線全線開業 4 周年記念「新幹線大感謝祭」
実 施 日：平成 27 年 3 月 14 日（土）～15 日（日）
参 加 者：やきとり横丁連絡協議会 4 人、藤井主任（観光課）、小林事務局長
実施場所：福岡市「ＪＲ博多駅 博多口前広場」
実施内容：①山口県ブース内で「長州黒かしわ」販売及び観光パンフレット配布
②ステージイベントで観光ＰＲ・特産品プレゼントクイズ実施

２．観光ボランティア・語り部等育成事業
【ながとボランティアガイド会】
◎定例学習会の開催 毎月第 2 火曜日
◎平成 26 年度総会
実施日：平成 26 年 5 月 13 日（火）
場 所：長門市中央公民館
◎おいでませボランティアガイド会連絡協議会平成 26 年度総会・研修会
実施日：平成 26 年 6 月 4 日（水）
場 所：山口市 旧山口県会議事堂
◎全国ボランティアガイド奈良記紀サミット
実施日：平成 27 年 2 月 5 日（木）～6 日（金）
場 所：奈良県橿原市
◎DW ハイキング「童謡詩人金子みすゞを育んだ仙崎まち歩き」
実施日：毎週日曜日
催行回数：31 回
参加人数：77 人
【俵山しっちょる会】
◎平成 26 年度総会
実施日：平成 26 年 7 月 4 日（金）
場 所：俵山公民館

【養成講座】
◎研修会『NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」と長門市』
４

実 施 日：平成 26 年 12 月 17 日（水）
場
所：長門市物産観光センター
講
師：宗善寺住職 藪木暁見
参加人数：45 名
◎大河ドラマゆかりの地現地視察研修会
実 施 日：平成 27 年 2 月 21 日（土）
研修箇所：長門市（金子みすゞ記念館・村田清風記念館・香月泰男美術館）
萩市（大河ドラマ館・松陰神社・萩城下町）
参加人数：15 名
３．着地型観光基盤づくり推進事業
【企画旅行販売】
◎長門の地域旅 イカ釣り体験ツアー
実施期間：平成 26 年 6 月～8 月（11 回）
参加人数：82 名（申込総数 140 名 うち催行中止 58 名）
◎長門の地域旅 みすゞの課外授業
実施期間：平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月
参加人数：11 名
◎長門の地域旅 俵山温泉アンチエイジングセラピー
実施期間：平成 26 年 7 月～12 月
参加人数：15 名
◎長門の地域旅 サロンカーなにわ乗車体験
実 施 日：平成 26 年 10 月 19 日（日）・20 日（月）
参加人数：213 人
◎長門の地域旅 貸切観光バスツアー「長門市号」
実施期間：平成 27 年 1 月 31 日（土）～3 月 31 日（火）
参加人数：125 人
◎長門の地域旅 サロンカーなにわ乗車体験
実 施 日：平成 27 年 3 月 7 日（土）・8 日（日）
参加人数：772 人
【コンベンション誘致活動】
◎第２４回国際ミーティング・エキスポ（IME2014）
実 施 日：平成 26 年 12 月 9 日（火）～10 日（水）
参 加 者：ルネッサながと岩崎専務理事、小林事務局長、平井次長
実施場所：東京都 東京国際フォーラム
実施内容：ブース展示、来場者との商談会

４．我がまちスポーツ推進事業
【セールスプロモーション】
◎ラグビーワールドカップ 2019 長門市招致活動
実 施 日：平成 26 年 6 月 4 日（水）
参 加 者：観光アテンダント中野、教育委員会末永係長、小林事務局長
５

実施場所：東京都港区 外務省飯倉別館
実施内容：①県選出国会議員等表敬訪問
②全国市長会議に際する外務省大臣主催レセプション自治体ブース展示
【奨励金交付実績】
No

チーム・団体名

合宿期間

延宿泊者数

1

レヴァリーズ広島 FC

4/1～4/3

86 人

2

岩出 FC AZUL

4/3～4/6

64 人

3

中国高体連ラグビー専門部

6/13～6/15

118 人

4

JR 九州ラグビー部

7/25～7/27

67 人

5

FC セントラル福岡

7/19～7/21

50 人

6

広島県立呉三津田高校サッカー部

8/9～8/11

36 人

7

山口県立防府商工高校サッカー部

8/5～8/8

149 人

8

広島県立広島工業高校サッカー部

8/18～8/22

354 人

9

日本文理大学ラグビー部

8/11～8/14

84 人

10

広島県立広島高校サッカー部

8/9～8/11

70 人

11

福岡県立北九州高校サッカー部

8/9～8/11

72 人

12

福岡県立小倉工業高校サッカー部

8/9～8/11

78 人

13

湯川フットボールアカデミー

7/19～7/21

44 人

14

広島県立呉工業高校サッカー部

8/8～8/11

59 人

15

島県立情報科学高校サッカー部

7/28～7/30

30 人

16

三菱自動車水島ラグビー部

8/11～8/14

90 人

17

マツダ親和会ラグビー部

8/11～8/14

147 人

18

中国高体連ラグビー専門部

9/13～9/15

200 人

19

特定非営利活動法人 SSc

1/5～1/7

94 人

20

中標津高校ラグビー部

12/12～12/22

270 人

21

大津緑洋高校ラグビー部

3/23～3/27

112 人

22

広島美鈴ヶ丘高校ラグビー部

3/23～3/26

96 人

23

新南陽高校ラグビー部

3/24～3/26

46 人

24

宇部工専ラグビー部

3/24～3/26

36 人
2,454 人

合計

６

５．戦略的情報発信事業
【観光キャンペーンの実施及び情報発信会への参加】
◎美東サービスエリアリニューアルオープンイベント
実 施 日：平成 26 年 4 月 23 日（水）～27 日（日）
参 加 者：水津課長ほか観光課職員、小林事務局長、小林総務課長、畑村
実施場所：美東サービスエリア下り「多目的スペース」
実施内容：①観光パンフレット・チラシの配布及びアンケート調査
②特産品の販売
◎｢おいでませ山口｣大阪情報発信会
実 施 日：平成 26 年 10 月 14 日（火）
参 加 者：大谷会長、金崎社長（観光汽船）、水津課長・松岡（観光課）、小林事務局長
実施場所：大阪市｢ウェスティンホテル大阪｣
実施内容：①個別情報交換会（商談会）
②知事トップセミナー
③知事トークセッション
④交流会（｢長州黒かしわ｣ほか県産品試食会）
◎「やまぐち幕末 ISHIN 祭」キャンペーン発表会
実 施 日：平成 26 年 11 月 12 日（水）
参 加 者：大谷会長、藤井・大下（観光課）、平井次長
実施場所：東京都「ホテル椿山荘東京」
実施内容：①知事によるプレゼンテーション
②大河ドラマ「花燃ゆ」出演者等によるトークセッション、フォトセッション
③「やまぐちの食」試飲・試食・紹介説明
④旅行会社との個別情報交換会
【フォトコンテスト開催事業】
事 業 名：長門市観光フォトコンテスト ～ながと原風景～
内
容：長門市内の自然風景、伝統文化、イベント、食など、長門市の観光地としての
魅力を最大限に伝えることができる素材
募集期間：平成 26 年 6 月 2 日（月）～平成 27 年 2 月 27 日（金）
応募総数：262 点（市内 173 点、市外 89 点）
◇６ 月 応募数：17 点（市内 13 点、市外 4 点）
月間賞：「母なる大地の 命の水」
◇７ 月 応募数：20 点（市内 16 点、市外 4 点）
月間賞：「くじらまつりの日」
◇８ 月 応募数：42 点（市内 33 点、市外 9 点）
月間賞：「油谷湾の夏の風物詩 イワシの棒受け網漁」
◇９ 月 応募数：34 点（市内 22 点、市外 12 点）
月間賞：「みすゞ通り」（グランプリ作品）
◇１０月 応募数：28 点（市内 17 点、市外 11 点）
月間賞：「腰輪踊り」
◇１１月 応募数：24 点（市内 19 点、市外 5 点）
月間賞：「練り歩く」
◇１２月 応募数：15 点（市内 11 点、市外 4 点）
月間賞：「山陰本線朝焼け」
◇１ 月 応募数：31 点（市内 16 点、市外 15 点）
月間賞：「掛渕川朝焼け」
◇２ 月 応募数：51 点（市内 26 点、市外 25 点）
月間賞：「大日比のどんど」
７

６．JR 美祢線利用促進事業
実施期間：平成 26 年 4 月 1 日（火）～平成 27 年 3 月 31 日（火）
利用実績：25 件、1,990 人
助成金交付決定済額：2,388,000 円
７．体験型教育旅行受入事業
◎美祢市立伊佐中学校宿泊体験学習
受 入 日：平成 26 年 5 月 21 日（水）～5 月 23 日（金）
受入地区：通地区（通鯨・ツーリズム推進協議会）
受入人数：27 人
◎美祢市立城原小学校「青海島わくわく宿泊体験学習」
受 入 日：平成 26 年 7 月 28 日（月）～7 月 29 日（火）
受入地区：青海地区（青海島共和国）
受入人数：19 人

８．『長門・元気！軽トラ市』事業
◎イベント名：湊まつり
開催日：平成 26 年 5 月 3 日（土）
場 所：長門市東深川湊漁港周辺
◎イベント名：深川養鶏特売日
開催日：平成 26 年 5 月 24 日（土）
場 所：長門市東深川 深川養鶏農業協同組合
◎イベント名：みすみハーブを愉しむ日
開催日：平成 26 年 6 月 8 日（日）
場 所：長門市三隅 香月泰男美術館周辺
◎イベント名：深川養鶏特売日
開催日：平成 26 年 7 月 19 日（土）
場 所：長門市東深川 深川養鶏農業協同組合
◎イベント名：深川養鶏特売日
開催日：平成 26 年 9 月 20 日（土）
場 所：長門市東深川 深川養鶏農業協同組合
◎イベント名：ながと鉄道まつり
開催日：平成 26 年 10 月 18 日（土）
場 所：長門市東深川 長門市駅構内
◎イベント名：みすみふるさとまつり
開催日：平成 26 年 10 月 19 日（日）
場 所：長門市三隅中 三隅公民館周辺

９．会議等の実施
◎第 1 回理事会
開催日：平成２６年４月２８日（月）
場 所：長門市物産観光センター 研修室
８

◎平成２５年度会計監査
開催日：平成２６年５月１５日（木）
場 所：長門市中央公民館 会議室１
◎第２回理事会
開催日：平成２６年５月２２日（木）
場 所：長門市物産観光センター 第１･２会議室
◎第３回理事会
開催日：平成２６年５月２９日（木）
場 所：長門市深川湯本 湯本観光ホテル西京
◎平成２６年度定時総会
開催日：平成２６年５月２９日（木）
場 所：長門市深川湯本 湯本観光ホテル西京
◎第１回正副会長会議
開催日：平成２６年６月１８日（水）
場 所：長門市物産観光センター 研修室
◎第４回理事会
開催日：平成２６年７月２３日（水）
場 所：長門市物産観光センター 第１･２会議室
◎第２回正副会長会議
開催日：平成２６年９月２５日（木）
場 所：長門市深川湯本 大谷山荘
◎第５回理事会
開催日：平成２６年１０月２１日（火）
場 所：長門市油谷伊上 油谷湾温泉ホテル楊貴館
◎第３回正副会長会議
開催日：平成２７年２月１２日（木）
場 所：長門市物産観光センター 研修室
◎第６回理事会
開催日：平成２７年２月１６日（月）
場 所：長門市俵山 温泉閣

10．連絡協調
観光事業の発展をはかるため、目的を同じくする諸団体との連絡協調を次のとおり行った。
◎やきとリンピック・JAZZ フェスタ実行委員会

H26・４・３

長門市物産観光センター

◎「長門・元気！」軽トラ市実行委員会

H26・４・７

長門市物産観光センター

◎第１回ながとボランティアガイド会学習会

H26・４・８

長門市中央公民館

◎第２回 JR 美祢線利用促進協議会観光部会

H26・４・９

長門市中央公民館

◎平成２６年度観光振興課施策説明会

H26・４・10

山口県庁

９

◎平成２５年度長門料飲組合総会

H26・４・16

KULABO 大正館

◎幕末維新関連観光プロジェクト設立総会

H26・４・17

ホテル松政

◎「チンドン・グランプリin俵山温泉」実行組織立ち上げ協議会

H26・４・17

俵山公民館

◎平成２６年度観光業務説明会議

H26・４・22

県政資料館

◎俵山温泉合名会社事業報告会

H26・４・22

温泉閣

◎みすゞ燦参 SUN 実行委員会

H26・４・23

長門商工会議所

◎平成２６年度長州路観光連絡会定期総会

H26・４・24

道の駅蛍街道西ノ市

◎第８回全国やきとリンピックin長門&川辺の音楽祭実行委員会（第２回）

H26・５・７

長門市物産観光センター

◎仙崎地区グランドデザイン基本構想策定委員会

H26・５・７

長門市役所

◎ながとボランティアガイド会会計監査・幹事会

H26・５・８

錦町商店・金子みすゞ記念館

◎平成２６年度ながとボランティアガイド会総会

H26・５・13

長門市中央公民館

◎第６回 JR 美祢線利用促進協議会総会

H26・５・13

山陽小野田文化会館

◎ねんりんピックおいでませ！山口2015長門市実行委員会設立総会第１回総会

H26・５・19

長門市地域医療連携支援センター

◎長門市深川地区観光振興会会計監査

H26・５・19

山口銀行長門支店

◎（一社）山口県旅行業協会第４３回通常総会

H26・５・23

ホテル松政

◎ながと路観光連絡協議会担当者会議

H26・５・23

萩市民館

◎長門市深川地区観光振興会役員会

H26・５・27

長門市中央公民館

◎「長門市海岸清掃の日」実行委員会

H26・５・28

長門市物産観光センター

◎長門青年会議所創立５０周年記念式典

H26・５・31

ルネッサながと・大谷山荘

◎ねんりんピックおいでませ！山口2015長門市実行委員会第1回専門委員会

H26・６・１

長門市役所

◎マルチメディア講演会

H26・６・４

ニューメディアプラザ山口

◎平成２６年度（一社）山口県観光連盟通常総会

H26・６・６

ホテルニュータナカ

◎平成２６年度おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会総会

H26・６・６

ホテルニュータナカ

◎第８回全国やきとリンピックin長門&川辺の音楽祭実行委員会

Ｈ26・６・６

長門市物産観光センター

◎平成２６年度ながと路観光連絡協議会常任理事会・定時総会

H26・６・９

山村別館

◎第２回ながとボランティアガイド会学習会

H26・６・10

長門市中央公民館

◎ながと夏フェスタ２０１４実行委員会

H26・６・11

長門市中央公民館

◎平成２６年度山口県国際観光推進協議会総会

H26・６・13

ホテルかめ福

◎みすゞ燦参 SUN 実行委員会

H26・６・17

長門商工会議所

◎平成２６年度湯本まちづくり協議会通常総会

H26・６・19

湯本温泉旅館協同組合

◎青海島共和国平成２５年度通常総会

H26・６・20

青海島共和国

◎長門市深川地区観光振興会平成２６年度総会・研修会

H26・６・21

近松寺（唐津市）

◎「長門・元気！」軽トラ市実行委員会

H26・６・23

長門市物産観光センター

◎湯本温泉納涼祭準備委員会

H26・６・23

湯本温泉旅館協同組合

◎「チンドン・グランプリ in 俵山温泉」実行委員会・部会

H26・６・24

俵山公民館

１０

◎「やまぐち幕末ISHIN祭」公式ロゴ及びキャラクターデザイン並びに
NHK大河ドラマ「花燃ゆ」タイトルロゴに係る説明会

H26・６・25

萩市民館

◎大津西旅料飲組合総会

H26・６・26

油谷湾温泉ホテル楊貴館

◎ラグビーワールドカップ 2019 長門市招致委員会第２回総会

H26・６・28

長門市中央公民館

◎楫取能彦氏歓迎会

H26・７・１

ゆめの郷

◎じゃらん宿泊施設対象セミナー

H26・７・２

長門市物産観光センター

◎湯本温泉納涼祭実行委員会

H26・７・３

湯本温泉旅館協同組合

◎俵山しっちょる会平成２５年度会計監査

H26・７・３

俵山公民館・里山ステーション俵山

◎第３回ながとボランティアガイド会学習会

H26・７・８

長門市中央公民館

◎平成２６年度「小さな親切」運動長門支部総会

H26・７・12

長門商工会議所

◎第４回ながと成長戦略検討会議

H26・７・13

ルネッサながと

◎平成２６年度ながと国際観光推進協議会総会

H26・７・18

長門市物産観光センター

◎平成２６年度長門市マリンエコツーリズム推進協議会

H26・７・18

長門市中央公民館

◎平成２６年度長門市花と緑のまちづくり推進会議

H26・７・24

長門市役所

◎「チンドン・グランプリ in 俵山温泉」実行委員会

H26・７・24

俵山公民館

◎湯本温泉旅館協同組合第４７期通常総会

H26・７・28

山村別館

◎クルーズやまぐち協議会

H26・７・29

翠山荘

◎第３０回いきいきのびのびながとふるさとまつり第１回役員会

H26・７・31

長門市物産観光センター

◎みすゞ燦参 SUN 実行委員会

H26・８・１

長門市中央公民館

◎第４回ながとボランティアガイド会学習会

H26・８・12

長門市中央公民館

◎大河ドラマ「花燃ゆ」職員研修会

H26・８・20

長門商工会議所

◎ＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」タイトルロゴ商品説明会

H26・８・25

山口県庁

◎ねんりんピックおいでませ！山口2015長門市実行委員会第2回専門委員会

H26・８・26

長門市地域医療連携支援センター

◎長門大津くじら食文化を継承する会平成２６年度第４回理事会

H26・８・26

ルネッサながと

◎かまぼこ板っ球大会実行委員会

H26・９・８

長門市中央公民館

◎第５回ながとボランティアガイド会学習会

H26・９・９

長門市中央公民館

◎「長門・元気！」軽トラ市実行委員会

H26・９・17

長門市中央公民館

◎ながとご当地グルメ祭り実行委員会

H26・９・17

味平

◎世界スカウトジャンボリー長門市地域プログラム推進会議

H26・９・18

長門市教育委員会別館

◎大河ドラマ｢花燃ゆ｣プロジェクト実行委員会

H26・９・18

三隅保健センター

◎ながとご当地グルメ祭り実行委員会

H26・９・30

味平

◎第 24 回国際ミーティング・エキスポ出展者説明会

H26・10・６

日経ビル（東京都千代田区）

◎第６回ながとボランティアガイド会学習会

H26・10・14

長門市中央公民館

◎第３０回いきいきのびのびながとふるさとまつり物産展出店団体合同会議

H26・10・15

長門市物産観光センター

◎第８回「JAF 山口支部会員優待施設連絡会」

H26・10・23

西の雅常盤

◎平成２６年度第１回コンベンション等誘致強化ワーキング会議

H26・10・28

県政資料館

１１

◎ながとご当地グルメ祭り実行委員会

H26・10・31

味平

◎第２回仙崎かまぼこ板っ球会議

H26・11・５

長門市中央公民館

◎第７回ながとボランティアガイド会学習会

H26・11・11

長門市中央公民館

◎瀬戸内クルーズセミナーin 下関

H26・11・17

海峡メッセ下関

◎やまぐち幕末 ISHIN 祭プロジェクト推進委員会第３回総会

H26・11・17

ホテル松政

◎クルーズおもてなし実地研修

H26・11・18

下関あるかぽーと・飛鳥Ⅱ船内

◎ながとご当地グルメ祭り実行委員会

H26・11・19

味平

◎平成２６年度コンベンション等誘致強化連絡会議

H26・11・21

山口県庁

◎長門市観光戦略推進会議委員の委嘱・第 1 回会議

H26・11・27

ルネッサながと

◎ラグビーワールドカップ2019 長門市招致基本計画策定に係るヒアリング

H26・12・５

長門市教育委員会

◎NHK 大河ドラマ「花燃ゆ」講演会

H26・12・14

防府市公会堂

◎「長門・元気！」軽トラ市実行委員会

H26・12・15

まかない処千里

◎第８回ながとボランティアガイド会学習会

H26・12・16

長門市中央公民館

◎おもてなし研修

H26・12・20

萩市民館

◎新年互礼（名刺交換）会

H27・１・５

KULABO 大正館

◎（公社）長門青年会議所第 51 回定時総会

H27・１・10

KULABO 大正館

◎第９回ながとボランティアガイド会学習会

H27・１・13

長門市中央公民館

◎第２回クルーズやまぐち協議会

H27・１・22

山口県庁

◎平成２６年度長門市ボランティアガイド会連絡会議

Ｈ27・１・27

長門市物産観光センター

◎長門商工会議所観光サービス交通部会・水産部会研修視察

Ｈ27・１・28

宗像市

◎埼玉県熊谷市行政視察

Ｈ27・１・28

長門市役所

◎全国ボランティアガイド奈良記紀サミット

Ｈ27・２・５

橿原ロイヤルホテル

◎第５回ながと成長戦略検討会議

Ｈ27・２・８

ルネッサながと

◎第９回ながとボランティアガイド会学習会

Ｈ27・２・10

長門市中央公民館

◎「クルーズやまぐち」キーパーソン招聘ツアー

Ｈ27・２・18

金子みすゞ記念館他

◎岡垣町観光協会視察

Ｈ27・２・19

長門市物産観光センター

◎市町観光主主管課長会議

Ｈ27・２・20

山口県庁

◎ながとご当地グルメ祭り第７回役員会議

Ｈ27・２・25

亀亀

◎おいでませ山口アクションプランセミナー

Ｈ27・２・26

西の雅常盤

◎「夢かがやく青海島」設立総会

Ｈ27・３・５

青海島共和国

◎第１０回ながとボランティアガイド会学習会

Ｈ27・３・10

長門市中央公民館

◎平成２６年度第２回長門市食育推進会議

Ｈ27・３・17

長門市保健センター

◎平成２６年度第２回長門市観光戦略会議

Ｈ27・３・25

長門市役所

◎俵山知恵だし会議全体会議

Ｈ27・３・26

俵山公民館

◎青海島スキューバダイビング安全対策協議会研修会

Ｈ27・３・26

仙崎海上保安部

◎やまぐち幕末 ISHIN 祭プロジェクト推進委員会第４回総会

Ｈ27・３・27

西の雅常盤
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11．行事・イベントに対する援助協力・後援
●湯本温泉まつり

Ｈ２６・４・６

長門湯本温泉

●俵山温泉祭り

Ｈ２６・４・19～20

俵山温泉

●青海島ダイビングフェスティバル

Ｈ２６・４・26～27

青海島ミニビジターセンター

●俵山しゃくなげ園花見交流会

Ｈ２６・４・27

俵山しゃくなげ園

●ぱしふぃっくびいなすin仙崎港入出港歓迎イベント

Ｈ２６・５・10

青海島シーサイドスクエア

●ＪＲふれあいウォーク「新緑の大寧寺と湯本おとずれ散策」

Ｈ２６・５・17

大寧寺・湯本温泉

●俵山しゃくなげ園花がらつみ

Ｈ２６・５・24

俵山しゃくなげ園

●おとずれ花壇植栽

Ｈ２６・６・３

長門湯本温泉

●中国地蔵尊霊場合同大法要

Ｈ２６・６・７

極楽寺

●みすみハーブを愉しむ日

Ｈ２６・６・８

びじゅつかんのハーブ園

●湯本旧街道清掃

Ｈ２６・６・15

湯本旧街道

●牡蠣小屋せむらオープニングセレモニー

Ｈ２６・６・20

沖千鳥

●二位ノ浜海難防止安全祈願祭

Ｈ２６・７・３

二位ノ浜海水浴場

●おとずれ夜市じゃらんじゃらん

Ｈ２６・７・５

湯本温泉

●長門市海岸清掃の日

Ｈ２６・７・６

只の浜海水浴場

●長門ヨットフェスタ２０１４表彰式

Ｈ２６・７・20

仙崎市場

●クリーンウォーク in ながと

Ｈ２６・７・26

長門市全域

●「食のワークショップ」試食会

Ｈ２６・７・27

長門市三隅支所

●みすゞ七夕笹まつり

Ｈ２６・８・３

みすゞ通り

●第４９回湯本温泉納涼盆踊大会

Ｈ２６・８・11

長門湯本温泉

●下関港客船入港歓迎イベント

Ｈ２６・８・13

下関港

●第４４回油谷夏まつり

Ｈ２６・８・14

油谷総合運動公園

●美東サービスエリア観光ＰＲ

Ｈ２６・８・15～17

美東サービスエリア（上り）

●復刻！昭和 VS 平成夏祭り

Ｈ２６・８・23

ウェーブ

●第８回全国やきとリンピックin長門＆川辺の音楽祭2014前夜祭

Ｈ２６・８・29

青海島シーサイドスクエア

●第８回全国やきとリンピックin長門＆川辺の音楽祭２０１４

Ｈ２６・８・30～31

青海島シーサイドスクエア

●みすゞ燦参 SUN モザイクプロジェクト完成式

Ｈ２６・８・31

みすゞ通り（記念館前）

●第４回鯨グッズ展

Ｈ２６・９・20

ルネッサながと

●船場まつり

Ｈ２６・10・３～５

大阪船場センタービル

●おとずれ夜市じゃらんじゃらん

Ｈ２６・10・４

長門湯本温泉

Ｈ２６・10・11～19

みすゞ通り

Ｈ２６・10・12

長門市俵山多目的交流広場

●まちなかギャラリーを巡る
みすゞのふるさと仙崎クイズラリー
●｢第１回長門市惑ラグビー大会｣兼｢ねんりんピックおいでま
せ！山口2015ラグビーフットボール交流大会リハーサル大会｣
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●第４回楊貴妃炎の祭典

Ｈ２６・10・12

二尊院

●長門市鉄道の日イベント

Ｈ２６・10・18

JR 長門市駅

●チンドングランプリ in 俵山温泉

Ｈ２６・10・18

俵山温泉街

●第３０回いきいきのびのびながとふるさとまつり

Ｈ２６・10・26

長門市役所周辺

●第３回ながとご当地グルメ祭り

Ｈ２６・11・９

湊中央区周辺

●釜関フェリー山口 MTB ツアー

Ｈ２６・11・14～15

油谷伊上・俵山等

●仙崎かまぼこ板っ球 in 長門湯本温泉プレ大会

Ｈ２６・11・15

長門農業者トレーニングセンター

●ＪＲふれあいウォーク「紅葉の大寧寺と湯本おとずれ散策」

Ｈ２６・11・23

大寧寺・湯本温泉

●釜関フェリー山口 MTB ツアー

Ｈ２６・11・28～29

油谷伊上・俵山等

●第８回大津あきら杯県内選抜歌謡コンクール

Ｈ２６・12・７

ルネッサながと

Ｈ２７・１・17～

みすゞ潮彩指定席車両

●山陰観光列車「みすゞ潮彩」おもてなし TRAIN

３・７の毎土曜日

JR 仙崎駅

●山口宇部空港韓国連続チャーター便歓迎

Ｈ２７・１・18

山口宇部空港

●「楫取素彦と妻・寿」展オープニングセレモニー

Ｈ２７・１・30

村田清風記念館

●湯本温泉冬企画『たった二行のラブレター』審査会

Ｈ２７・２・５

湯本温泉旅館協同組合

●長門市ボランティアガイド会連絡会議視察研修会

Ｈ２７・２・21

大河ドラマ館他

●第１８回みすゞコスモス交流会

Ｈ２７・３・７

大谷山荘

●第１４回長門・金子みすゞ顕彰全国俳句大会

Ｈ２７・３・８

ルネッサながと

●新幹線大感謝祭

Ｈ２７・３・14～15

ＪＲ博多駅

●青海島観光汽船海上交通安全祈願祭

Ｈ２７・３・14

青海島観光汽船のりば

●長州黒かしわ新メニュー提案会

Ｈ２７・３・25

油谷湾温泉ホテル楊貴館

●アルク到津店「地元農産物及び地域情報の発信」

Ｈ２７・３・28

アルク到津店

●「幕末 ISHIN」号出発式

Ｈ２７・３・28

ＪＲ長門湯本駅～長門三隅駅

●ＪＲふれあいウォーク「童謡詩人金子みすゞ心のふるさと仙崎八景めぐり」

Ｈ２７・３・28

仙崎みすゞ通り周辺

12．マスコミ等への取材協力
記事の掲載やパンフレット等の作成を促進するため、新聞、雑誌の記者や旅行エージェン
トに対し、積極的な取材協力を行うとともに、画像データ等の提供を行った。
【雑誌・ＷＥＢ等】
媒体名

掲載内容

まっぷるマガジン

幼児から小中学生を持つ家族対象に夏

「家族でおでかけ夏休み九州・山口版」

休みに出かけられるスポット紹介

MAPPLE 観光ガイド

海水浴特集２０１４

ハウスメイト季刊情報誌「Wa。Vol.23」

真っ青な日本海を望む山陰本線途中下
車の旅

取材者・発行所等
㈲オフィステイク２
昭文社
㈱IP シンフォニー

遊・悠・West 7 月・8 月号

西日本の海水浴情報

LLC インセクツ

旅行ガイド「tabitte 松江・出雲」

金子みすゞの故郷の港町

有限会社ジゲン
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Web サイト「Walkerplus」

お出かけスポット情報

㈱角川アップリンク

「Ozmagagine TRIP」夏号

海辺の休日、水辺の時間

スターツ出版㈱

サンデーうべ

2014 年度花火大会・海水浴場ガイド

宇部日報社

Web サイト「るるぶ．com」

観光施設等紹介

ＪＴＢパブリッシング

鉄道情報システム

平成 26 年度紅葉色づき情報

鉄道情報システム㈱

MAPPLE 観光ガイド

全国キャンプ場ガイド

㈱ワークブーツ

NEXCO Web サイト

ぶらり中国道

NEXCO 西日本

ココミル「萩・津和野・門司港レトロ・下関」

仙崎・青海島ってこんなところ

ＪＴＢパブリッシング

まっぷるマガジン山口

みすゞ通り・みすゞ記念館・青海島自然研究路

オフィステイク２

ゼンリン・ナビ用地図ソフト

ナビゲーション整備用調査

ゼンリンインターマップ

朝日新聞｢旅しよ！｣

青海島特集（景観・海・食等）

朝日新聞

るるぶ山陽山陰ベスト‘15

旅ネタ「みすゞ潮彩」で GO!

㈱StarFACTORY

まっぷる家族でおでかけ中・四国‘15～’16

金子みすゞ記念館

㈱エディターズ

おはようアサヒ

知っちょる山口

マップルマガジン『まっぷるドライブ』

豪快な海景色が魅力のシーサイドドライブ

ニッポン全国「ココでしかできない！」体験

長門の地域旅（みすゞの課外授業・イ

プログラム・ツアー情報検索サイト

カ釣り体験・アンチエイジングセラピ

My

ー）

Activity-マイ・アクティビティ-

おすすめ市町村

秋の観光長門市

おはようアサヒ編集室
㈱周地社

㈱エフネス

山陰すぽっと

新年号会長あいさつ

山陰すぽっと

トラベルニュース

大河ドラマ「花燃ゆ」山口特集

㈱トラベルニュース社

日本経済新聞夕刊（2015 年 1 月 14 日）
ＷＥＢサイト「IS JAPAN COOL?」

トラベルナビ

冬の白波砕く黒い奇岩

（山口・青海島）

日本経済新聞社

「DESTINATION」ページ

㈱ＣＩＮＲＡ

放送内容

取材者等

Ｄ－Ｔｒｉｐｐｅｒ

イカ釣り体験ツアーＰＲ

Pitch FM（愛知県刈谷市）

にんげんのＧＯ！

風景印２２０景（日置編）

山口ケーブルビジョン㈱

モーニングスマイル「明石屋いってみ大使・食べ大使」

やきとリンピック in 長門ＰＲ

鹿児島ＭＢＣラジオ

ひろしま満点ママ!!「晴れときどき旅ガール」

仙崎・湯本温泉の観光スポット紹介

テレビ新広島

情報維新やまぐち

やきとリンピック in 長門ＰＲ

ＮＨＫ山口放送局

地域情報番組

JR ふれあいウォーク（大寧寺＆湯本） ほっちゃテレビ

【テレビ・ラジオ等】
番組名

13．ながと観光アテンダント協力イベント
●ぱしふぃっくびいなすin仙崎港入出港歓迎イベント

Ｈ２６・５・10

長門市・長門市観光コンベンション協会

●長門青年会議所創立５０周年記念式典

Ｈ２６・５・30

長門青年会議所
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●ラグビーワールドカップ 2019 長門市招致活動

Ｈ２６・６・４

長門市ラグビーフットボール協会

●平成２６年度献血キャンペーン

Ｈ２６・７・30

長門市福祉課

●復刻！昭和 VS 平成夏祭り

Ｈ２６・８・23

駅南連絡協議会

●おいでませ山口館｢仙崎・長門フェア｣

Ｈ２６・10・1～2

長門市商工水産課

●「サロンカーなにわ」乗者体験

Ｈ２６・10・19～20

長門市観光コンベンション協会

●第３０回いきいきのびのびながとふるさとまつり

Ｈ２６・10・26

ながとふるさとまつり実行委員会

●アルク到津店「地元農産物及び地域情報の発信」

Ｈ２７・３・28

長門地域・地産地消推進委員会

●「幕末 ISHIN」号出発式

Ｈ２７・３・28

長門市ＪＲ利用促進協議会
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