
 

 

平成 27 年度事業報告 

 

１．観光客誘致拡大事業〈補助事業〉 

【セールスプロモーション】 

（1）実施日：平成 27年 4月 2日（木）～4月 4日（土） 

   訪問者：平井次長 

   訪問先：広島市（読売旅行、阪急交通社、フジトラベルサービス、地域開発プロデュース） 

岡山市（下電観光バス、JTB、両備バス、読売旅行） 

久留米市（読売旅行、西鉄旅行、農協観光） 

福岡市（福岡県貸切バス協会、HMI、読売旅行） 

   内 容：貸切バス宿泊助成を利用したツアー造成の提案と誘致、貸切観光バスツアー長門

市号を利用したバスツアーの企画提案 

（2）実施日：平成 27年 5月 12日（火）・5月 13日（水） 

   訪問者：平井次長 

  訪問先：岡山市（下電観光バス、両備バス、JTB中国四国） 

名古屋市（JTB東海、名鉄観光、クラブツーリズム、阪急交通社、日本旅行） 

   内 容：貸切バス宿泊助成を利用したツアー造成の提案、体験型教育旅行の誘致、貸切列

車企画・造成の提案、JR美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の提案 

（3）実施日：平成 27年 6月 8日（月）・6月 9日（火） 

   訪問者：平井次長 

  訪問先：大阪市（JTB法人営業、JTB西日本、クラブツーリズム） 

姫路市（名鉄観光サービス、農協観光） 

高松市（農協観光、読売旅行、JTB、阪急交通社、あなぶきトラベル） 

    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、サロンカーなにわを利用し 

た貸切ツアー企画の提案 

（4）実施日：平成 27年 7月 9日（木）・7月 10日（金） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：久留米市（西鉄旅行、農協観光） 

福岡市（第一観光、西日本旅行新聞） 

広島市（阪急交通社、読売旅行） 

大阪市（クラブツーリズム、JTB西日本、日本旅行、農協観光） 

    内 容：貸切バス宿泊助成を利用したツアー造成の提案と誘致、サロンカーなにわを利

用した貸切ツアー企画の提案、イカ釣り体験ツアーの情報提供 

（5）実施日：平成 27年 7月 21日（火）・7月 22日（水） 

   訪問者：平井次長 

  訪問先：福岡市（阪急交通社、福岡県貸切バス協会、HMI） 

福山市（読売旅行、日本旅行） 

広島市（HIS、阪急交通社、タビックスジャパン） 

    内 容：JR 美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の提案、貸切バス宿泊助成を利用

したツアー造成の提案と誘致、大河ドラマを活用したツアー企画情報提供、冬期



 

ツアー誘客、インバウンド体験プログラム情報提供 

（6）実施日：平成 27年 8月 10日（月）・8月 11日（火） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：姫路市（名鉄観光サービス、TOPツアー、農協観光） 

    高松市（読売旅行、農協観光） 

岡山市（読売旅行、下電観光バス、両備バス） 

広島市（フジトラベルサービス） 

    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、JR 美祢線利用促進

事業を利用した観光客誘致、体験型教育旅行の誘致、貸切観光バスツアー長門市

号を利用したバスツアーの企画提案、サロンカーなにわ運行情報提供 

（7）実施日：平成 27年 8月 31日（月）・9月 1日（火） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：名古屋市（JTB中部、名鉄観光、阪急交通社、クラブツーリズム、日本旅行、東 

武トップツアーズ）大阪市（日本旅行、クラブツーリズム、近畿日本ツーリスト） 

    内 容：北陸発着長門市向けツアー企画の提案、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、貸切列車企画の提案と誘致、中学生修学旅行誘致 

（8）実施日：平成 27年 9月 17日（木）・9月 18日（金） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：熊本市（九州産交バス、九州産交ツーリズム、阪急交通社） 

福岡市（HMI、読売旅行、阪急交通社、第一観光、西日本旅行新聞、JTB九州） 

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：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、サロンカーなにわを

利用した貸切ツアー企画の提案、JR 美祢線利用促進事業を利用したツアー造成

の提案、観光列車企画造成の提案 

（9）実施日：平成 27年 10月 23日（金）・10月 24日（土） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：姫路市（TOPツアーズ、農協観光、名鉄観光サービス） 

広島市（読売旅行、フジトラベルサービス、クラブツーリズム） 

    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、体験型教育旅行の誘

致、JR美祢線を利用したツアー造成の提案、サロンカーなにわ運行打ち合わせ 

（10）実施日：平成 27年 11月 11日（水）・11月 12日（木） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：福山市（日本旅行、読売旅行） 

広島市（読売旅行、クラブツーリズム、HIS、フジトラベルサービス） 

福岡市（阪急交通社、第一観光サービス、西日本新聞旅行、読売旅行、HMI） 

    内 容： JR美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の提案、サロンカーなにわ運行打

ち合わせ、訪日外国人誘客、冬期宿泊客誘客 

（11）実施日：平成 27年 12月 15日（火）～12月 17日（木） 

   訪問者：平井次長 

   訪問先：福岡市（阪急交通社、西日本新聞旅行、第一観光、クラブツーリズム、福岡県観 

光バス事業協同組合、HMI） 

        広島市（読売旅行、阪急交通社、クラブツーリズム、フジトラベル） 



 

        京都市（JTB、名鉄観光サービス） 

        大阪市（阪急交通社、クラブツーリズム、近畿日本ツーリスト） 

    内 容：JR 美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の提案、サロンカーなにわ運行事

務処理、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、中高生修学

旅行誘致 

（12）実施日：平成 28年 1月 15日（金）～1月 17日（日） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：姫路市（TOPツアー、名鉄観光サービス、農協観光） 

        岡山市（読売旅行、タビックスジャパン、両備バス） 

        広島市（阪急交通社、読売旅行、クラブツーリズム、フジトラベルサービス、JTB） 

    内 容：JR 美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の提案、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、体験型修学旅行の誘致 

（13）実施日：平成 28年 1月 21日（木）・1月 22日（金） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：東京都（阪急交通社、読売旅行、東武トップツアーズ、近畿日本ツーリスト、オ 

リオンツアー、クラブツーリズム、西鉄旅行） 

        名古屋市（阪急交通社、名鉄観光、JTB、日本旅行） 

    内 容：JR 美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の提案、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、インバウンド（中国・タイ）誘客 

（14）実施日：平成 28年 2月 9日（火）・2月 10日（水） 

   訪問者：畑村業務主任 

訪問先：名古屋市（日本旅行、名鉄観光サービス、JTB、近畿日本ツーリスト、東武トッ 

プツアーズ） 

    内 容：おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会平成 27 年度中部地区修学旅行誘致

活動 

（15）実施日：平成 28年 2月 9日（火）・2月 10日（水） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：東京都（JTB、近畿日本ツーリスト、東武トップツアーズ、西鉄旅行、HIS） 

    内 容：修学旅行誘致、貸切バス助成宿泊助成を利用したツアー造成の提案と誘致、JR

美祢線利用促進事業を利用したツアー造成の提案、体験型教育旅行受入打ち合わ

せ 

（16）実施日：平成 28年 2月 26日（金）・2月 27日（土） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：鹿児島市（阪急交通社、鹿児島交通観光、タビックスジャパン） 

    熊本市（九州産交ツーリズム、九州産交トラベル、阪急交通社） 

    福岡市（第一観光サービス、HMI、クラブツーリズム） 

    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、JR 美祢線利用促進

事業を利用したツアー造成の提案、冬期宿泊客誘致 

（17）実施日：平成 28年 3月 14日（月）・3月 15日（火） 

   訪問者：平井次長 

訪問先：姫路市（読売旅行、農協観光、名鉄観光サービス） 

    岡山市（両備バス、読売旅行、タビックスジャパン） 



 

    広島市（読売旅行、阪急交通社、フジトラベルサービス） 

    福岡市（第一観光サービス、クラブツーリズム、西日本新聞旅行、HMI） 

    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、JR 美祢線利用促進

事業を利用したツアー造成の提案、貸切列車企画造成の提案 

 

【宿泊補助事業 旅行会社に対する旅行商品造成支援】 

 ◎貸切バス利用団体旅行助成（関西以西） 

 実施期間：平成 27 年 4 月 1 日（水）～平成 28 年 3 月 31 日（木） 

 利用実績：45 件 3,589 人  

助成金交付額：2,760,000 円 

  ◎鉄道・航空機・船舶と貸切バス利用団体旅行助成（関西以東） 

   実施期間：平成 27 年 4 月 1 日（水）～平成 28 年 3 月 31 日（木） 

   利用実績：12 件 1,000 人 

   助成金交付額：1,240,000 円 

◎美祢市・長門市団体旅行助成 

 実施期間：平成 27 年 4 月 1 日（水）～平成 28 年 3 月 31 日（木） 

 利用実績：11 件 2,646 人 

助成金交付額：2,536,000 円 

 

【宿泊補助事業 個人旅行客に対する宿泊助成 ながと特得キャンペーン】 

  実施期間：夏期／平成 27 年 7 月 1 日（水）～8 月 30 日（日） 

       秋冬／平成 27 年 9 月 26 日（土）～平成 28 年 1 月 30 日（土） 

  宿泊特典対象施設：夏期／8 施設 秋冬／8 施設 

  延宿泊者数：夏期／2,311 泊 秋冬／3,368 泊 計／5,679 泊 

  商品券配布枚数：夏期／4,522 枚 秋冬／5,744 枚 計／10,266 枚 

  スタンプラリー応募数：218 件 

 

【観光キャンペーン等への参加】 

◎ＪＲ秋のふれあいＤＡＹ２０１５ 

   実 施 日：平成 27 年 10 月 12 日（月・祝日） 

   参 加 者：宮本主任（観光課）、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 

◎JAF オープンカーミーティング 

   実 施 日：平成 27 年 11 月 22 日（日） 

   参 加 者：小林事務局長、ながと観光アテンダント 2 名 

   実施場所：長門市仙崎「青海島シーサイドスクエア」 

   実施内容：①オープンカー愛車コンテスト  

※景品提供（長門市特産品・仙崎ぶとイカ、長州黒かしわ） 

        ②ながと観光アテンダント記念撮影回 



 

         ③ビンゴ大会 ※景品提供（観光船乗船券、海産物セット、温泉の素など） 

 

【クルーズ船誘致活動】 

◎第 1 回クルーズやまぐち協議会 

  実施日：平成 27 年 5 月 21 日（木） 

  場 所：下関市役所、下関港あるかぽーと 

   参加者：小林事務局長、坂田係長・永冨主任・松岡主任（観光課） 

  内 容：第 1 部 議事及び活動報告等 

      第 2 部 実地研修（「ぱしふぃっく びいなす」船内見学及びおもてなし実地研修） 

◎客船「にっぽん丸」寄港歓迎行事 

  実施日：平成 27 年 6 月 22 日（月） 

  場 所：下関市「長州出島」 

  参加者：小林事務局長、坂田係長・永冨主任（観光課） 

  内 容：観光パンフレット配布及び物産販売 

 ◎クルーズ船等誘致セールス（山口県同行） 

  実施日：平成 27 年 7 月 8 日（水）～7 月 10 日（金） 

  場 所：横浜市・東京都 

  参加者：永冨主任（観光課） 

  訪問先：郵船クルーズ㈱、商船三井客船㈱、㈱ＪＴＢクルーズ 

◎クルーズ船誘致セールス 

  実施日：平成 27 年 10 月 19 日（月）・10 月 20 日（火） 

  場 所：東京都 

  参加者：永冨主任（観光課） 

  訪問先：郵船トラベル、日本海事新聞社、JTB 

  内 容：「飛鳥Ⅱ」寄港に伴う船内食材の提案、特産品のカタログ・船内販売打ち合わせなど 

 ◎クルーズ船誘致セールス 

  実施日：平成 27 年 11 月 27 日（金）・11 月 28 日（土） 

  場 所：横浜市 

  参加者：永冨主任（観光課） 

  訪問先：郵船クルーズ㈱ 

  内 容：「飛鳥Ⅱ」寄港に伴う船内食材の提案、歓迎式典打ち合わせなど 

◎クルーズ船誘致セールス 

  実施日：平成 28 年 3 月 16 日（水）・3 月 17 日（木） 

  場 所：横浜市 

  参加者：松岡主任（観光課） 

  訪問先：郵船クルーズ㈱ 

  内 容：「飛鳥Ⅱ」寄港に伴う船内食材の提案、歓迎式典打ち合わせなど 

 

【その他の誘致活動】 

 ◎特別な｢トワイライトエクスプレス｣お出迎え 

実施日：平成 27 年 7 月 26 日（日）～平成 28 年 3 月 21 日（月）の 18 回 

  場 所：ＪＲ長門市駅 



 

  参加者：市民、やきとり横丁連絡協議会、ＪＡ深川養鶏、生産者、幼稚園・保育園等  

  内 容：お出迎え（22 分間停車）、食材提供等 

 

２．観光ボランティア・語り部等育成事業〈補助事業〉 

【ながとボランティアガイド会】※事務局担当 

◎定例学習会の開催…毎月第 2 火曜日 

◎平成 27 年度総会 

 開催日：平成 27 年 5 月 12 日（火） 

 場 所：長門市中央公民館 

◎おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会平成 27 年度総会 

  開催日：平成 27 年 6 月 3 日（水） 

  場 所：山口市 旧山口県会議事堂 

   ◎おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会平成 27 年度県集会 

 開催日：平成 27 年 12 月 10 日（木） 

 場 所：山口市 山口県庁 1 階視聴覚室 

◎おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会第 2 回理事会 

 開催日：平成 28 年 3 月 9 日（水） 

 場 所：山口市 県政資料館 

◎ＪＲふれあいウォークの企画・催行 

 ①北浦街道てくてくウォーク～明治維新の礎を築いた郷土の先賢の足跡を辿る 

  催行日：平成 27 年 4 月 26 日（日） 

  参加人数：14 名 

 ②新緑の大寧寺と湯本おとずれ散策 

  催行日：平成 27 年 5 月 15 日（土） 

  参加人数：0 名 

 ③長門湯本・俵山 紅葉三寺めぐり 

  催行日：平成 27 年 11 月 21 日（土） 

  参加人数：16 名 

 ④みすゞのふるさと仙崎と海上アルプス青海島探訪ウォーク 

  催行日：平成 28 年 2 月 27 日（土）※雨天中止 

  申込人数：10 名  

 ⑤海上アルプス青海島史跡と桜めぐりウォーク 

  催行日：平成 28 年 3 月 27 日（日） 

  参加人数：20 名 

◎ＤＷハイキング「童謡詩人を育んだ仙崎まち歩き」 

 催行日：毎週日曜日 

 催行回数：19 回 

 参加人数：37 名 

 

 【長門市ボランティアガイド連絡会議】 

  ◎第１回会議 

   開催日：平成 27 年 12 月 17 日（木） 



 

 場 所：長門市中央公民館 

 内 容：①各ガイド会の情報交換 

     ②協議 ・全県における「古地図を片手にまちを歩こう」事業について 

         ・長門市ボランティアガイド連絡会議の取り組みについて 

         ・研修会の開催、プレＤＣ対応について 

◎研修会・まちあるきガイド講座 

   開催日：平成 28 年 3 月 18 日（金） 

   場 所：長門市物産観光センター 

   内 容：①講演 演題 「古地図を片手にまちを歩こう」の取り組みについて 

           講師 一般社団法人山口県観光連盟 松井邦昭専務理事 

       ②現地研修 古地図を片手にまちをあるこうモデルコース研修 

             「深川地区歴史発見ウォーク」（物産観光センター⇔深川廃寺） 

   参加者：21 名 

 

３．着地型観光促進事業〈補助事業〉 

【コンベンション誘致活動・セールスプロモーション】 

 ◎ツーリズム EXPO ジャパン 2015 

  実施日：平成 27 年 9 月 24 日（木）～9 月 27 日（日） 

  場 所：東京都江東区 東京ビッグサイト 

  参加者：小林事務局長 

  内 容：世界各国・地域から数多くの出展者が集まり、国・地域の魅力を来場者に発信 

 ◎ＩＭＥ2015（第 25回国際ミーティング・エキスポ） 

  実施日：平成 27 年 12 月 9 日（水）・12 月 10 日（木） 

  場 所：東京都千代田区 東京国際フォーラム 

  参加者：小林事務局長、坂田係長（観光課）、藤井（ながと観光アテンダント） 

  内 容：①出展者ブースにおいて商談会実施 

      ・長門温泉郷五名湯や金子みすゞ、香月泰男、長門市の自然を紹介 

・インバウンド関連会社 新たな候補地の調査⇒韓国・中国・台湾等からの実績を紹介 

      ②アンケート調査の実施  

 

【企画旅行販売】 

  ◎長門の地域旅 イカ釣り体験ツアー ※自主事業 

実施期間：平成 27 年 6 月 10 日（水）～8 月 21 日（金） 

   催行回数：9 回（うち 1 回試乗会） 

   催行人数：138 名（予約申込人数 161 名、うちキャンセル待ち 9 名・催行中止人数 14 名） 

◎長門の地域旅 みすゞの課外授業 ※自主事業 

   実施期間：平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月 

   催行回数：4 回 

   催行人数：28 名 

  ◎長門の地域旅 べっぴんヨガ ※自主事業 

   実施期間：平成 27 年 4 月～平成 27 年 11 月 

   催行回数：3 回 



 

   催行人数：14 名 

   参加人数：5 名（4 月～9 月まで／催行 2 回） 

◎長門の地域旅 くじら巡礼の旅 ※自主事業 

   実施期間：平成 27 年 5 月～平成 27 年 11 月 

   催行回数：0 回 

   催行人数：0 名 

◎貸切観光バスツアー長門市号 ※補助事業 

   実施期間：平成 27 年 5 月 2 日（土）～平成 28 年 1 月 11 日（月・祝日） 

   催行回数：13 回  

   催行人数：125 人 

◎サロンカーなにわ乗車体験 ※連携事業（山陽小野田市・美祢市・長門市3市美祢線利用促進協議会） 

 実施日：平成 27 年 12 月 5 日（土）・6 日（日） 

 催行人数：547 人（合計乗車人数 907 人） 

  ◎関連団体との連携プログラム（企画・立案・協力） ※自主事業 

   ①地引き網体験  

通鯨・ツーリズム推進協議会との連携 

     ・中電工 平成 27 年 5 月 30 日（土） 32 名 

     ・山口県ことばを育てる親の会 平成 27 年 9 月 19 日（土） 20 名 

   ②かまぼこ作り体験 

    青海島共和国との連携 

     ・三隅明倫小学校 平成 27 年 6 月 20 日（土） 47 名 

      ③角島漁り火ナイトツアー 平成 27 年 6 月 21 日（日）～7 月 17 日（金） 

     油谷湾温泉ホテル楊貴館主催ツアー  

   ④親子 de ムカツクキャンプ 平成 27 年 10 月 3 日（土）。10 月 4 日（日） 

     NPO 法人むかつく主催ツアー 

 

４．我がまちのスポーツ推進事業・地域スポーツ人口拡大推進事業〈補助事業〉 

 【奨励金交付】 

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 4/1～4/2 46 人 

2 ラソス香月 SSC 5/2～5/4 41 人 

3 新南陽高校ラグビー部 5/30～5/31 33 人 

4 中国高体連ラグビー専門部 6/19～6/21 115 人 

5 大嶺サッカースポーツ少年団 7/18～7/19 30 人 

6 広島高校サッカー部 8/8～8/11 128 人 

7 熊野高校サッカー部 8/8～8/11 53 人 

8 広島工業高校サッカー部 8/3～8/7 396 人 

9 粕屋ジュニアサッカークラブ 7/19～7/20 29 人 

10 北九州高校サッカー部 8/9～8/11 60 人 

11 中国電力ラグビー部 7/21～7/24 124 人 

12 AC アスロン 7/18～7/20 28 人 



 

No チーム・団体名 合宿期間 延宿泊者数 

13 FC セントラル福岡 8/8～8/9 30 人 

14 呉工業高校サッカー部 8/8～8/11 112 人 

15 山口県高校選抜サッカー 7/26～7/28 61 人 

16 ペラーダ FC 7/29～7/30 36 人 

17 セイザン FC 7/25～7/26 30 人 

18 呉三津田高校サッカー部 8/8～8/11 59 人 

19 FC リベルダーデ山口 7/30～7/31 24 人 

20 JR 九州ラグビー部 7/24～7/26 72 人 

21 小倉工業高校サッカー部 8/11～8/14 140 人 

22 佐賀大ユニキッズサッカースクール 8/17～8/20 108 人 

23 レストライザック北浦 FC 7/29～7/30 50 人 

24 FC ソレイユ 2008 7/29～7/30 21 人 

25 FC リベルダーデ山口 8/6～8/8 70 人 

26 報徳学園高校サッカー部 8/7～8/8 28 人 

27 FC 山口 8/24～8/25 20 人 

28 武田高校サッカー部 8/9～8/11 36 人 

29 湯川フットボールアカデミー 8/17～8/19 46 人 

30 FC コンフィアンサ 8/17～8/18 22 人 

31 ソルニーニョ FC 8/17～8/18 30 人 

32 咸宜日隈サッカークラブ 8/21～8/22 23 人 

33 粕屋ジュニアサッカークラブ 8/20～8/21 29 人 

34 NPO レノファ山口スポーツクラブ 8/23～8/24 30 人 

35 熊本スクデット FC 8/27～8/28 36 人 

36 NPO レノファ山口スポーツクラブ 8/25～8/28 90 人 

37 FC リベルダーデ山口 8/25～8/28 48 人 

38 八幡高校ラグビー部 9/12～9/13 25 人 

39 レストライザック北浦 FC 8/27～8/30 84 人 

40 中国高体連ラグビー専門部 9/11～9/13 203 人 

41 クレフィオ山口 FC 9/19～9/22 63 人 

42 今宿サッカークラブ 9/19～9/20 27 人 

43 山口ジュニアタグラグビー 9/22～9/23 193 人 

44 ソルニーニョ FC 9/5～9/6 30 人 

45 ピクナル倉敷フットボールクラブ 8/28～8/29 30 人 

46 高津フットボールクラブ 9/20～9/21 22 人 

47 麻里布サッカークラブ 9/19～9/20 20 人 

48 ギラヴァンツ北九州 11/14～11/15 92 人 

49 小月サッカースポーツ少年団 11/22～11/23 21 人 

50 レストライザック北浦 U12 11/7～11/8 28 人 



 

No チーム・団体名 合宿期間 延宿泊者数 

51 レストライザック北浦 U15 11/7～11/8 22 人 

52 麻里布サッカークラブ 11/22～11/23 21 人 

53 湯川フットボールアカデミー 11/22～11/23 20 人 

54 FC リベルダーデ山口 11/22～11/23 21 人 

55 FC リベルダーデ 11/28～11/29 31 人 

56 千代サッカークラブ 11/28～11/29 30 人 

57 大津緑洋高校ラグビー部 3/21～3/25 127 人 

58 九州国際付属高校ラグビー部 3/21～3/23 44 人 

59 美鈴が丘高校ラグビー部 3/21～3/24 83 人 

60 COCORO サッカークラブ 12/25～12/27 60 人 

61 湯川フットボールアカデミー 1/5～1/7 40 人 

62 FC ルチェーレ 12/25～12/27 50 人 

63 ルーチェフットボールクラブ 12/26～12/27 28 人 

64 レノファ山口 FC レオーネ 12/27～12/28 25 人 

65 TIPS 広島 FC 1/9～1/10 21 人 

66 レヴァリーズ広島 FC 3/29～3/31 80 人 

67 新南陽高校ラグビー部 3/21～3/25 80 人 

68 ソルニーニョ FC 1/30～1/31 30 人 

69 ソルニーニョ FC 2/27～2/28 30 人 

70 宇部工業高等専門学校ラグビー部 3/22～3/24 37 人 

71 AC アスロン 2/27～2/28 20 人 

72 太陽 SC 大分西 2/27～2/28 23 人 

73 湯川フットボールアカデミー 3/27～3/29 39 人 

74 FC リベルダーデ山口 3/28～3/31 72 人 

75 開南フットボールクラブ 3/26～3/28 60 人 

76 FC セントラル福岡 3/26～3/28 60 人 

77 ヴァイセアドラー山口 FC 2/27～2/28 28 人 

78 福岡大学医学部バドミントン部 3/11～3/13 66 人 

合計 4,420 人 

 

 ラグビー サッカー その他 計 

人数 交付額 人数 交付額 人数 交付額 人数 交付額 

社会人 196 人 392,000 円     196 人 392,000 円 

大学生     66 人 99,000 円 66 人 99,000 円 

高校生 879 人 1,758,000 円 1,073 人 1,415,500 円   1,952 人 3,173,500 円 

中学生 61 人 122,000 円 225 人 292,500 円   286 人 414,500 円 

小学生   1,920 人 2,887,000 円   1,920 人 2,887,000 円 

計 1,136 人 2,272,000 円 3,218 人 4,595,000 円 66 人 99,000 円 4,420 人 6,966,000 円 



 

５．戦略的情報発信事業〈受託事業〉 

【観光キャンペーンの実施及び情報発信会への参加】 

  ◎「おいでませ山口」名古屋情報発信会 

   実施日：平成 27 年 6 月 19 日（金） 

   参加者：大谷会長、平井次長、宮本主任（観光課） 

   場 所：名古屋市「ウェスティンナゴヤキャッスル」 

   内 容：個別情報交換会、知事トップセミナー、県産品試食会 

 ◎「おいでませ山口」東京情報発信会 

   実施日：平成 27 年 7 月 16 日（木） 

   参加者：大谷会長、大下主任主事（観光課） 

   場 所：東京都文京区「ホテル椿山荘東京」 

   内 容：個別情報交換会、知事によるプレゼンテーション 

       ぶちうま！おいでませ やまぐちの“食と観光”フェア 

  ◎日本発！世界に誇る！「全国ふるさと甲子園」 

   実施日：平成 27 年 8 月 7 日（日） 

   参加者：坂田係長（観光課） 

   場 所：東京都千代田区「都市センターホテル」 

   内 容：ロケ地×ご当地グルメの祭典 

行きたいまち№1を目指してブース出展し、ロケ地とご当地グルメをメインテーマに地域の魅力をアピール 

  ◎おいでませ山口「仙崎・長門フェア」 

   実施日：平成 27 年 10 月 5 日（月）～7 日（水） 

   参加者：坂田係長（観光課）、岡村（ながと観光アテンダント） 

   場 所：東京都中央区「おいでませ山口館」 

   内 容：仙崎・長門の特産品の試食・販売 

  

【フォトコンテスト開催】 

  事 業 名：第 3 回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力 

を最大限に伝えることができる素材を募集し、月間賞・グランプリ作品を選出。 

  募集期間：平成 27 年 5 月 1 日（金）～平成 28 年 2 月 29 日（月） 

◇5 月 応募数：24 点（市内 18 点、市外 6 点／うち県外 2 点） 

    月間賞：「小焼けに染まる川尻の海」 

    次 席：「乱舞」 

    三 席：「只の浜からの旅立ち。」 

◇6 月 応募数：25 点（市内 12 点、市外 13 点／うち県外 7 点） 

    月間賞：「掛淵川情景」 

    次 席：「月明かりの棚田と漁火と」 

    三 席：「朝霧たなびき」 

◇7 月 応募数：23 点（市内 12 点、市外 11 点／うち県外 4 点） 

    月間賞：「挑む」 

    次 席：「黄昏シルエット」 

    三 席：「海上アルプスの夜明け」 



 

◇8 月 応募数：32 点（市内 9 点、市外 23 点／うち県外 4 点） 

    月間賞：「油谷 楊貴妃伝説」 

    次 席：「夏の思いで」 

    三 席：「台風接近」 

◇9 月 応募数：22 点（市内 11 点、市外 11 点／うち県外 3 点） 

月間賞：「落陽」 山口県山口市 重村哲雄 

次 席：「高～い ご利益」 岡山県倉敷市 守谷 勉 

三 席：「お米が美味し理由」 山口県山口市 吉田崇宏 

◇10 月 応募数：19 点（市内 10 点、市外 9 点／うち県外 5 点） 

月間賞：「楽踊り虎の子渡し」 山口県下関市 磯部芳人 

次 席：「稲掛け」 山口県長門市 小枝 満 

三 席：「パワースポット」 山口県下関市 伊藤晋慈 

◇11 月 応募数：31 点（市内 17 点、市外 14 点／うち県外 1 点） 

月間賞：「飛翔」 山口県下関市 伊藤晋慈 

次 席：「秋の光景」 山口県長門市 大同敏和 

三 席：「龍の鼻息」 山口県下関市 渡川 勲 

◇12 月 応募数：31 点（市内 18 点、市外 13 点／うち県外 6 点） 

月間賞：「釣人」 山口県光市 河村正行 

次 席：「願い－PEACE・WORLD IS ONE－」 山口県長門市 いにてん 

三 席：「カモメ乱舞」 山口県長門市 高木  昭 

◇1 月 応募数：30 点（市内 16 点、市外 14 点／うち県外 2 点） 

月間賞：「黄昏時」 山口県下関市 伊藤晋慈 

次 席：「山陰本線一番列車」 山口県長門市 高木  昭 

三 席：「時化の夕暮れ」 山口県長門市 高木  昭 

◇2 月 応募数：83 点（市内 38 点、市外 45 点／うち県外 6 点） 

月間賞：「波の詩 1」 奈良県天理市 三ツ井正之 

次 席：「鉄道員」 山口県長門市 上野 豊 

三 席：「キノウ ミタ ユメ」 山口県長門市 いにてん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 年度（5/1～） 26 年度（6/2～） 25 年度（7/16～） 

市内 市外 計 市内 市外 計 市内 市外 計 

5 月 18 6 24 ― ― ― ― ― ― 

6 月 12 13 25 13 4 17 ― ― ― 

7 月 12 11 23 16 4 20 12 7 19 

8 月 9 23 32 33 9 42 24 14 38 

9 月 11 11 22 22 12 34 51 9 60 

10 月 10 9 19 17 11 28 24 8 32 

11 月 17 14 31 19 5 24 28 6 34 

12 月 18 13 31 11 4 15 30 8 38 

1 月 16 14 30 16 15 31 52 65 117 

2 月 38 45 83 26 25 51 ― ― ― 

計 161 159 320 173 89 262 221 117 338 



 

【平成 27 年度ながと観光アテンダント選出】 

  募集期間：平成 27 年 6 月 1 日（月）～8 月 31 日（月） 

  応募者：5 名 

  選出審査会：平成 27 年 10 月 7 日（水） 

  選出者氏名：会田玲奈・河野純子・藤井茜・八道芹香 

  選出記者発表：平成 27 年 10 月 19 日（月） 

  認定書交付式：平成 27 年 10 月 25 日（日） 

 

６．長門市観光プロモーション事業〈受託事業〉 

 【キャンペーンサイトの構築】 

  ターゲットユーザーが興味を持つキャンペーンサイトを作り、「ななび」をはじめ関連施設 

  サイトページへの誘導を図りアクセス増を目指した。 

  （1）バーベキューサイト「長門ＢＢＱナビ」 http://nagatobbq.jp/ 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

  （2）やきとりサイト「長門のやきとり」 http://yakitorinagato.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （3）楽天トラベル施設ページ http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/148950/148950.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【ＩＴアドバイザーの招聘】 

株式会社 kiraku corporation の湯浅代表取締役をアドバイザーとして招聘し、「ななび」の 

魅力向上、及び IT 活用ノウハウの蓄積を図った。 

（1）事業検討会議 

     実施日：平成 27 年 4 月 7 日（火） 

      場 所：長門市物産観光センター 研修室 

      参加者：株式会社 kiraku corporation 代表取締役 湯浅淳 

          Key’s 代表 藤田千秋 

          観光課 坂田係長・宮本主任・松岡主任・大下主任主事 

          コンベンション協会 小林局長・小林総務課長・山内 

      内 容：①HP「ななび」リニューアル作業状況等の確認 

          ②平成 27 年度観光プロモーション事業の検討 

  （2）事業打合せ会議 

       実施日：平成 27 年 4 月 13 日（月）・14 日（火） 

      場 所：長門市物産観光センター 会議室 1・2 

      参加者：株式会社 kiraku corporation：代表取締役 湯浅淳 常務取締役 福田貴之 

          観光課：宮本主任・松岡主任・大下主任主事 

          コンベンション協会：小林総務課長・山内 

      内 容：①動画撮影・編集作業について 

          ②楽天トラベル施設サイトページについて 

  （3）第 1 回学習会 

      実施日：平成 27 年 7 月 7 日（火） 

      場 所：長門市物産観光センター 研修室 

      参加者：午前の部 10 名 午後の部 13 名 

      内 容：①午前の部 インターネットを活用した集客とその現状 

          ②午後の部 宿泊サイト攻略と現代を生きる仕掛け 

  （4）第 2 回学習会 

      実施日：平成 27 年 7 月 29 日（水）・30 日（木） 

      場 所：29 日（水） 長門市物産観光センター 研修室 

30 日（木） 長門商工会議所 PC 研修室 

      参加者：29 日（水）3 名  30 日（木）10 名 

  （5）第 3 回学習会 

      実施日：平成 27 年 9 月 14 日（月） 

      場 所：俵山温泉涼風荘 

      参加者：3 名 

（6）第 4 回学習会 

      実施日：平成 27 年 10 月 20 日（火）・21 日（水） 

      場 所：20 日（火）長門湯本温泉 21 日（水）油谷湾温泉 

参加者：20 日（火）3 名  21 日（水）5 名 

 

 

 



 

 【地域レポーターの活用】 

  ながと観光ナビ「ななび」のターゲットへの SNS を活用した情報発信を行った。 

  ◎フェイスブックページ「ななび女子会」開設・会員募集 

   募集開始：平成 27 年 8 月開始 

   募集対象：①長門市のことが好きで、長門市の魅力を世界中に伝えたい18 歳以上の女性 

         ②フェイスブックのアカウントを持っている人 

   申込方法：メール本文に住所・氏名・年齢・TEL・フェイスブックに登録しているメール 

アドレスを記入し長門市観光コンベンション協会宛に送信※活動はボランティアで報酬等はなし 

   会員数：28 人 ページへの「いいね」の数：557 人 投稿数：59 件 

 

７．地域スポーツ交流人口拡大推進事業〈受託事業〉 

 【サイクリングモニターツアー 向津具ロードライド】 

  実施日：平成 27 年 8 月 8 日（土） 

  場 所：油谷地区 向津具半島 

  参加者：30 人 

 【訪日サイクリング受入】 

  実施日：平成 28 年 1 月 15 日（金）～17 日（日） 2 泊 3 日 

  視察者：指南旅行社、美祢市台北事務職員  

 

８．第23回世界スカウトジャンボリー長門市地域プログラム日本文化交流体験実施事業〈受託事業〉 

 【Wasshoi ながと夏祭り～世界のボーイスカウトたちが長門にやってくる～】 

実施日：平成 27 年 8 月 1 日（土） 
  場 所：長門市総合体育館（ルネッサながと アリーナ） 
  内 容：世界のボーイスカウト約 480 人と国際交流 
      ①ながと夏祭り…太鼓演奏（青波）・仙崎祇園囃子・市民総踊り「いい湯だな」 
      ②体験交流コーナー…缶バッジ作り・竹細工風車作り・浴衣の着付け・習字など 
      ③軽食コーナー…やきとり・イカ焼き 
 

９．ＪＲ美祢線利用促進事業〈受託事業〉 

  観光利用におけるＪＲ幕末 ISHIN 号等の利用促進を図ることを目的に、ＪＲ幕末

ISHIN 号等を活用し、長門市内の宿泊施設（「金子みすゞのふるさと長門温泉郷五名湯」

加盟施設）に宿泊する旅行商品の企画・募集・集客業務を実施した。 

実施期間：平成 27 年 4 月 1 日（水）～平成 28 年 3 月 31 日（木） 

利用実績：6 件 206 人 

助成金交付決定済額：412,000 円 

 

10．体験型教育旅行受入事業〈自主事業〉 

   長門市内のツーリズム受入地区・組織と連携を取りながら次のとおり実施した。 

◎美祢市立伊佐中学校宿泊体験学習 

  受 入 日：平成 27 年 5 月 25 日（月）～5 月 27 日（水） 

  受入地区：通地区（通鯨・ツーリズム推進協議会）・青海地区（青海島共和国） 

  受入人数：25 人 

 ◎東京都立八王子東高等学校体験型教育旅行（長門ふれあい体験） 

  受 入 日：平成 27 年 11 月 5 日（木） 



 

  受入地区：通地区（通鯨・ツーリズム推進協議会）・青海、大日比地区（青海島共和国） 

       俵山地区（NPO 法人ゆうゆうグリーン俵山） 

  受入人数：317 人 

 

11．恒常的受託業務 

 ①青海島キャンプ村の管理・運営 

 ②観光案内所（JR 仙崎駅、JR 長門市駅）の管理運営 

 

12．会議等の実施 

  ◎第 1 回正副会長会議 

   開催日：平成２７年４月２８日（火） 

   場 所：長門市物産観光センター 研修室 

  ◎第 1 回理事会 

   開催日：平成２７年４月２８日（火） 

   場 所：長門市物産観光センター 研修室 

  ◎平成２６年度会計監査 

   開催日：平成２７年５月２８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２７年６月５日（金） 

   場 所：長門市油谷伊上 油谷湾温泉ホテル楊貴館 

  ◎平成２７年度定時総会 

   開催日：平成２７年６月５日（金） 

   場 所：長門市油谷伊上 油谷湾温泉ホテル楊貴館 

◎第２回正副会長会議 

   開催日：平成２７年８月５日（水） 

   場 所：長門市物産観光センター 研修室 

  ◎第３回理事会 

   開催日：平成２７年８月７日（金） 

   場 所：長門市通 沖千鳥 

  ◎第３回正副会長会議 

   開催日：平成２７年１０月２６日（月） 

   場 所：長門市中央公民館 会議室２ 

  ◎第４回理事会 

   開催日：平成２７年１０月２６日（月） 

   場 所：長門市三隅 湯免観光ホテル 名湯 ゆめの郷 

  ◎第４回正副会長会議 

   開催日：平成２８年２月１３日（土） 

   場 所：長門市物産観光センター 第３会議室 

  ◎第５回理事会 

   開催日：平成２８年２月１８日（木） 

   場 所：長門市物産観光センター 研修室 



 

13．連絡協調 

目的を同じくする諸団体との連絡協調や各種イベント等に対する援助協力を下記のとおり行な

った。 

 ◎ながとボランティアガイド会第１回学習会 H27・４・14 長門市中央公民館 

 ◎平成 26 年度長門料飲組合総会 H27・４・15 KULABO 大正館 

 ◎2015 年度 JTB 旅連山口支部通常総会 H27・４・16 大谷山荘 

 ◎平成 27 年度 JR 美祢線利用促進協議会観光部会 H27・４・16 美祢市役所 

 ◎世界スカウトジャンボリー第3回長門市地域プログラム推進会議 H27・４・20 長門市教育委員会 

 ◎平成 27 年度長州路観光連絡会定期総会 H27・４・22 道の駅蛍街道西ノ市 

 ◎平成28年度全国高等学校総合体育大会長門市実行委員会設立総会・第1回総会 H27・４・23 長門市物産観光センター 

 ◎ながと路観光連絡協議会担当者会議 H27・４・23 萩市役所 

 ◎長門商工会議所観光サービス交通部会 H27・４・24 長門商工会議所 

 ◎「ねんりんピックおいでませ山口2015」長門市実行委員会第3回専門員会 H27・４・24 長門市役所 

 ◎青海島いわがき育成研究所第 4 回総会 H27・４・24 県漁協通支店 

 ◎ながとボランティアガイド会第 1 回幹事会 H27・５・７ 金子みすゞ記念館 

 ◎第 61 回ながと仙崎花火大会イベントについての協議 H27・５・７ 長門商工会議所 

 ◎平成 27 年度ながとボランティアガイド会総会 H27・５・12 長門市中央公民館 

 ◎夏祭りイベントに係る協議 H27・５・13 仙崎公民館 

 ◎平成 26 年度長門市深川地区観光振興会会計監査 H27・５・18 山口銀行長門支店 

 ◎平成 27 年度ながと路観光連絡協議会常任理事会・定時総会 H27・５・19 秋芳ロイヤルホテル秋芳館 

 ◎平成 27 年度第 1 回クルーズやまぐち協議会 H27・５・21 下関市役所・あるかぽーと 

 ◎平成 27 年度山口県国際観光推進協議会総会 H27・５・25 山口県セミナーパーク 

 ◎平成 27 年度地旅販売促進研究会 H27・５・26 県政資料館 

 ◎西日本やきとり祭り in 長門第 1 回実行委員会 H27・５・27 長門市中央公民館 

 ◎平成 27 年度長門市マリンエコツーリズム推進協議会 H27・５・28 長門市中央公民館 

 ◎ラグビーワールドカップ 2019 長門市招致委員会第 3 回総会 H27・５・29 長門市物産観光センター 

 ◎第 7 回 JR 美祢線利用促進協議会総会 H27・５・29 長門商工会議所 

 ◎長門市深川地区観光振興会第 1 回役員会 H27・５・29 長門市中央公民館 

 ◎「長門市海岸清掃の日」実行委員会 H27・６・１ 長門市物産観光センター 

 ◎湯本まちづくり協議会観光研修部会 H27・６・１ 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎日本電信電話ユーザー協会長門地区平成 27 年度定期総会 H27・６・２ KULABO 大正館 

 ◎おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡会議 H27・６・３ 旧山口県会議事堂 

 ◎魅力あふれる交流拠点を考えるシンポジウム H27・６・３ 仙崎公民館 

 ◎平成 27 年度湯本まちづくり協議会通常総会 H27・６・７ 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎平成 27 年度山口県観光連盟通常総会・おいでませ山口観光キ

ャンペーン推進協議会総会 
H27・６・８ ホテルかめ福 



 

 ◎ながと夏フェスタ実行委員会 H27・６・９ 長門市中央公民館 

 ◎ながとボランティアガイド会第 2 回学習会 H27・６・９ 長門市中央公民館 

 ◎ながとご当地グルメ祭り平成 27 年度第 1 回役員会議 H27・６・10 味平 

 ◎第 1 回仙崎かまぼこ板っ球大会 in 長門湯本温泉実行委員会 H27・６・11 長門市中央公民館 

 ◎みすゞ燦参 SUN 実行委員会 H27・６・15 長門商工会議所 

 ◎平成 27 年度長門市深川地区観光振興会総会 H27・６・17 ちくぜん総本店 

 ◎平成 27 年度「おいでませ山口」情報発信会 H27・６・19 ウェスティンナゴヤキャッスル 

 ◎湯本温泉納涼祭実行委員会 H27・６・19 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎西日本やきとり祭り in 長門第 2 回実行委員会 H27・６・22 長門市中央公民館 

 ◎平成27年度DC及び関連事業に関する観光・物産業務担当説明会 H27・６・23 山口県庁 

 ◎平成 27 年度ながと国際観光推進協議会総会 H27・６・25 長門市物産観光センター 

 ◎平成 26 年度青海島共和国定時役員総会 H27・６・26 青海島共和国 

 ◎平成 27 年度第 1 回長門市観光戦略推進会議 H27・６・29 長門市役所 

 ◎第 1 回仙崎かまぼこ板っ球大会 in 長門湯本温泉実行委員会 H27・７・１ 長門市中央公民館 

 ◎平成 26 年度俵山しっちょる会会計監査 H27・７・２ 俵山公民館・里山ステーション 

 ◎西日本やきとり祭り in 長門第 3 回実行委員会 H27・７・13 長門市中央公民館 

 ◎ながとボランティアガイド会第 3 回学習会 H27・７・14 長門市中央公民館 

 ◎第1回仙崎かまぼこ板っ球大会 in長門湯本温泉に係る関係者会議 H27・７・21 長門市中央公民館 

 ◎湯本温泉旅館協同組合第 48 期定期総会 H27・７・22 大谷山荘 

 ◎IME2015 出展関係者会議 H27・７・22 山口県庁 

 ◎平成 27 年度長門市食育推進会議 H27・７・29 長門市保健センター 

 ◎長門市移住プロモーション動画制作業務公募型プロポーザル第2回審査委員会 H27・８・４ 長門市役所 

 ◎西日本やきとり祭り in 長門第 4 回実行委員会 H27・８・６ 長門市物産観光センター 

 ◎山陰道「長門・下関」建設促進総決起大会 H27・８・８ ルネッサながと 

 ◎西日本やきとり祭り in 長門第 5 回実行委員会 H27・８・17 長門市物産観光センター 

 ◎ながとボランティアガイド会第 4 回学習会 H27・８・18 長門市中央公民館 

 ◎ながとご当地グルメ祭り平成 27 年度第 3 回役員会議 H27・８・19 味平 

 ◎山口県の観光振興に関する意見交換会 H27・８．20 山口県庁 

 ◎下関・長門・萩観光協会専務理事会議 H27・８・28 長門市観光物産センター 

 ◎第 1 回仙崎かまぼこ板っ球大会 in 長門湯本温泉実行委員会 H27・８・31 長門市中央公民館 

 ◎下関・長門・萩観光協会懇談会 H27・９・３ 萩本陣 

 ◎第31回いきいきのびのびながとふるさとまつり第1回役員会議 H27・９・４ 長門市物産観光センター 

 ◎ながとボランティアガイド会第 5 回学習会 H27・9・８ 長門市中央公民館 

 ◎ながとご当地グルメ祭り平成 27 年度第 4 回役員会議 H27・９・16 味平 



 

 ◎山口県の観光振興に関する意見交換会 H27・９・24 山口県庁 

 ◎西日本やきとり祭り in 長門第７回実行委員会 H27・10・６ 長門市中央公民館 

 ◎ながとご当地グルメ祭り平成 27 年度第 5 回役員会議 H27・10・７ 味平 

 ◎第 31 回いきいきのびのびながとふるさとまつり実行委員会 H27・10・９ 長門商工会議所 

 ◎IME2015 出展担当者会議 H27・10・13 山口県庁 

 ◎ながとボランティアガイド会第 6 回学習会 H27・10・13 長門市中央公民館 

 ◎「ながとふるさとまつり」物産展出店団体合同会議 H27・10・14 長門市物産観光センター 

 ◎湯本温泉納涼盆踊り大会仮収支報告・反省会 H27・10・16 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎第 9 回 JAF 山口支部会員優待施設連絡会 H27・10・20 西の雅常盤 

 ◎クルーズ船「飛鳥Ⅱ」長門市初寄港に関する協議 H27・10・28 長門市中央公民館 

 ◎平成27年度おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会臨時総会 H27・10・29 ホテルニュータナカ 

 ◎汗汗フェスタ in 千畳敷実行委員会 H27・10・30 長門市中央公民館 

 ◎韓国ソウル・山口宇部空港チャーター便運航に係る旅行会社との意見交換会 H27・11・５ 山村別館 

 ◎ながとボランティアガイド会第 7 回学習会 H27・11・10 長門市中央公民館 

 ◎平成 27 年度第 2 回長門市観光戦略会議 H27・11・19 長門市物産観光センター 

 ◎ながとご当地グルメ祭り平成 27 年度第 8 回役員会議 H27・11・24 味平 

 ◎第 1 回長門市総合計画審議会 H27・11・25 長門市役所 

 ◎JR ローカル沿線ハイク協議 H27・11・30 長門市中央公民館 

 ◎ラグビーワールドカップ2019長門市招致委員会第4回常任委員会 H27・12・２ 長門市役所 

 ◎ながとボランティアガイド会第 8 回学習会 H27・12・８ 長門市中央公民館 

 ◎おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会研修会 H27・12・10 山口県庁 

 ◎第 1 回ボランティアガイド連絡会議 H27・12・17 長門市中央公民館 

 ◎長門商工会議所観光サービス交通部会 H27・12・24 長門商工会議所 

 ◎平成 28 年度新年互礼（名刺交換）会 H28・１・４ KULABO 大正館 

 ◎第 10 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・１・13 道の駅開設準備室 

 ◎ながとボランティアガイド会第 9 回学習会 H28・１・12 長門市中央公民館 

 ◎平成 27 年度 JR 美祢線利用促進協議会観光部会 H28・１・12 美祢市民館 

 ◎第 11 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・１・13 道の駅開設準備室 

 ◎長門・俵山道路に関するヒアリング調査 H28・１・14 長門市中央公民館 

 ◎平成 28 年度湯本まちづくり協議会第 1 回全体会議 H28・１・15 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎台湾旅行社との意見交換会 H28・１・15 玉仙閣 

 ◎第 2 回「ながと青海島千本桜まつり 2016」実行委員会 H28・１・18 青海島ダイビングセンター 

 ◎第 12 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・１・21 道の駅開設準備室 

 ◎未利用資源活用型モニター支援補助事業第 5 回企画会議 H28・１・21 向津具公民館 



 

 ◎平成 28 年度湯本まちづくり協議会第 2 回全体会議 H28・１・22 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎第 13 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・１・27 道の駅開設準備室 

 ◎やまぐち幕末 ISHIN 祭プロジェクト推進協議会第 2 回総会 H28・２・１ 西の雅常盤 

 ◎第 14 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・２・３ 道の駅開設準備室 

 ◎ねんりんピックおいでませ！山口長門市実行委員会第三回総会 H28・２・４ 長門市地域医療連携支援センター 

 ◎AED 講習 H28・２・４ 青海島ダイビングセンター 

 ◎長門商工会議所部会合同研修視察 H28・２・５ ゆたか海の駅とびしま館 

 ◎ながとボランティアガイド会第 10 回学習会 H28・２・９ 長門市中央公民館 

 ◎第 3 回「ながと青海島千本桜まつり 2016」実行委員会 H28・２・17 青海島ダイビングセンター 

 ◎第 15 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・２・18 道の駅開設準備室 

 ◎おいでませ山口アクションプランセミナー2016 H28・２・18 西の雅常盤 

 ◎下関市・萩市・美祢市・長門市観光連絡会議 H28・２・23 大谷山荘 

 ◎第 16 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・２・24 道の駅開設準備室 

 ◎仙崎地区「道の駅」整備に関わる整備・運営検討委員会（第1回観光部会） H28・２・25 道の駅開設準備室 

 ◎ながとボランティアガイド会第 11 回学習会 H28・３・８ 長門市中央公民館 

 ◎おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会第 2 回理事会 H28.・３・９ 県政資料館 

 ◎宿泊施設インバウンド対応支援事業補助公募説明会 H28・３・９ 広島合同庁舎 

 ◎宿泊施設インバウンド対応支援事業に係る説明会 H28・３・14 長門市中央公民館 

 ◎第 18 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・３・15 道の駅開設準備室 

 ◎平成 27 年度長門市食育推進会議 H28・３・15 長門市保健センター 

 ◎長門市ボランティアガイド連絡会議研修会・まちあるきガイド講座 H28・３・18 長門市物産観光センター 

 ◎第 5 回「ながと青海島千本桜まつり 2016」実行委員会 H28・３・22 青海島ダイビングセンター 

 ◎やまぐち幕末 ISHIN 祭プロジェクト推進委員会第 3 回総会 H28・３・25 ホテルかめ福 

 ◎第 19 回仙崎地区「道の駅」プロジェクトチーム会議 H28・３・24 道の駅開設準備室 

 

14．行事・イベントに対する援助協力・後援 

 ●「青海島千本桜まつり 2016」プレイベント Ｈ２７・４・４ 青海島さくらの里 

 ●湯本温泉まつり Ｈ２７・４・５ 長門湯本温泉 

 ●おとずれ夜市じゃらんじゃらん Ｈ２７・４・５ 長門湯本温泉 

 ●俵山温泉まつり Ｈ２７・４・18 俵山温泉 

 ●JR ふれあいウォーク「北浦街道てくてくウォーク」 Ｈ２７・４・26 仙崎駅⇔桜楓山荘跡 

 ●俵山しゃくなげ園 花見交流会 H２７・４・26 俵山しゃくなげ園 

 ●おとずれ夜市じゃらんじゃらん Ｈ２７・５・２ 長門湯本温泉 

 ●通なんでも市 Ｈ２７・５・４ 通小浦埋立地 



 

 ●馬関グルメ Ｈ２７・５・21～23 下関港あるかぽーと 

 ●おとずれ花壇植栽 Ｈ２７・６・２ 長門湯本温泉 

 ●おとずれ夜市じゃらんじゃらん Ｈ２７・６・６ 長門湯本温泉 

 ●みすみハーブを愉しむ日 Ｈ２７・６・11 香月泰男美術館ふれあい広場 

 ●JR 仙崎駅ポケットパーク清掃 H２７・６・20 JR 仙崎駅ポケットパーク 

 ●客船「にっぽん丸」寄港歓迎行事 Ｈ２７・６・22 下関市「長州出島」 

 ●只の浜海水浴場開き Ｈ２７・７・３ 只の浜海水浴場 

 ●長門市海岸清掃の日 Ｈ２７・７・５ 只の浜海水浴場 

 ●第 4 回「食のワークショップ」試食会 Ｈ２７・７・７ 三隅保健センター 

 ●二位ノ浜海難防止安全祈願祭 Ｈ２７・７・８ 二位ノ浜海水浴場 

 ●青海島キャンプ村安全祈願祭 Ｈ２７・７・10 青海島キャンプ村 

 ●ながとヨットフェスタ 2015  Ｈ２７・７・19 仙崎湾・深川湾 

 ●食の祭典 N－1 グランプリ Ｈ２７・７・19 青海島シーサイドスクエア 

 ●通くじらまつり 2015 Ｈ２７・７・19 通小浦埋立地 

 ●クリーンウォーク in ながと H２７・７・25 長門市全域 

 ●ながと仙崎花火大会 H２７・７・25 仙崎海岸通り 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・７・26 JR 長門市駅 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・７・27 JR 長門市駅 

 ●Wasshoi ながと夏祭り H２７・８・１ ルネッサながと 

 ●おとずれ夜市じゃらんじゃらん H２７・８・１ 長門湯本温泉 

 ●みすゞ七夕笹まつり H２７・８・１ 仙崎みすゞ通り一帯 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・８・３ JR 長門市駅 

 ●向津具ロードライド H２７・８・８ 向津具半島 

 ●汗汗フェスタ 2015 in 千畳敷 H２７・８・９ 千畳敷 

 ●湯本温泉納涼盆踊り大会 H２７・８・11 長門湯本温泉 

 ●油谷夏祭り H２７・８・14 油谷総合運動公園 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・８・24 JR 長門市駅 

 ●西日本やきとり祭り in 長門 供養祭 H２７・８・28 御所原大神宮 

 ●西日本やきとり祭り in 長門 前夜祭 H２７・８・28 コミュニティパーク藤初 

 ●西日本やきとり祭り in 長門 H２７・８・29～30 青海島シーサイドスクエア 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・８・31 JR 長門市駅 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・９・７ JR 長門市駅 

 ●第 5 回「食のワークショップ」試食会 H２７・９・13 三隅保健センター 



 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・９・21 JR 長門市駅 

 ●第 3 回ながとお魚まつり・練り物キング H２７・９・27 仙崎地方卸売市場 

 ●おとずれ夜市じゃらんじゃらん H２７・10・３ 長門湯本温泉 

 ●第 1 回仙崎かまぼこ板っ球大会 in 長門湯本温泉 H２７・10・４ ルネッサながと 

 ●おいでませ山口館「仙崎・長門フェア」 H２７・10・５～７ おいでませ山口館 

 ●第 5 回楊貴妃炎の祭典 H２７・10・11 楊貴妃の里 

 ●JR 秋のふれあい DAY2015in 鹿児島中央駅 H２７・10・12 鹿児島中央駅 AMU 広場 

 ●〝世界一長いやきとり〟大食いバトル H２７・10・12 青海島シーサイドスクエア 

 ●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 H２７・10・17～19 ルネッサながと・俵山多目的交流広場 

 ●第 31 回いきいきのびのびながとふるさとまつり H２７・10・25 長門市役所周辺 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・10・26 JR 長門市駅 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・11・２ JR 長門市駅 

 ●第 4回ながとご当地グルメまつり H２７・11・８ 湊中央区ポケットパーク周辺 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・11・９ JR 長門市駅 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・11・16 JR 長門市駅 

 ●JRふれあいウォーク「長門湯本・俵山紅葉三寺めぐり」 H２７・11・21 長門湯本駅⇔俵山 

 ●JAF オープンカーミーティング H２７・11・22 青海島シーサイドスクエア 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２７・11・23 JR 長門市駅 

 ●ルネッサながと開館15周年記念第9回大津あきら杯歌謡コンクー

ル 
H２７・12・13 ルネッサながと 

 ●湯本温泉冬企画イベント「たった二行のラブレター」審査会 H２８・１・29 長門湯本温泉 

 ●韓国ソウル・山口宇部空港チャーター便お出迎え H２８・２・17 山口宇部空港 

 ●山陰観光列車みすゞ潮彩おもてなしトレイン H２８・２・27 みすゞ潮彩車内・JR 仙崎駅 

 ●山陰観光列車みすゞ潮彩おもてなしトレイン H２８・３・５ みすゞ潮彩車内・JR 仙崎駅 

 ●青海島観光汽船海上交通安全祈願祭 H２８・３・６ 青海島観光汽船㈱ 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２８・３・７ JR 長門市駅 

 ●山陰観光列車みすゞ潮彩おもてなしトレイン H２８・３・12 みすゞ潮彩車内・JR 仙崎駅 

 ●第 15 回長門・金子みすゞ顕彰全国俳句大会 H２８・３・13 湯本観光ホテル西京 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２８・３・14 JR 長門市駅 

 ●山陰観光列車みすゞ潮彩おもてなしトレイン H２８・３・19 みすゞ潮彩車内・JR 仙崎駅 

 ●「幕末 ISHIN」号出発式 H２８・３・19 厚狭駅⇔長門市駅 

 ●アルク到津店における「地元農産物及び地域情報の発信」 H２８・３・19 アルク到津店 

 ●「トワイライトエクスプレス」歓迎・PR H２８・３・21 JR 長門市駅 



 

 ●山口大学まちなか未来研究所開所式 H２８・３・26 みすゞ通り・旧わたや 

 ●ながと青海島千本桜まつり 2016 H２８・３・27 青海島さくらの里 

 ●JRふれあいウォーク「海上アルプス青海島史跡と桜めぐりウォーク」 H２８・３・27 長門市駅⇔青海島さくらの里 

 

15．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 取材者・発行所等 

太陽の地図帖『妖怪ハンター』 「鳥居」（闇の客人・竜神祭の夜） 太陽の地図帖編集部 

Visit Japan キャンペーンサイト 日本旅遊活動（元乃隅稲成神社） ㈱ブレイン 

リビング北九州 絶景の元乃隅稲成神社とあじさい寺 西日本リビング新聞社 

マックスバリュ店内 POP 千畳敷イメージパネル マックスバリュ西日本㈱ 

たびゅーと 8 号 山口・北九州のかまぼこ産地ぶらり旅 ゼンリンプリンテックス 

るるぶ「温泉＆宿 中国四国‘16」 黄波戸温泉 JTB パブリッシング 

驚きの絶景ここが日本!? 青海島・元乃隅稲成神社 ㈱宝島社 

MAPPLE ガイド「海水浴特集 2015」 只の浜海水浴場 ㈱オフィス M 

るるぶ山陰‘16 みすゞ通り・金子みすゞ記念館 JTB パブリッシング 

フリーペーパー「もってけ」 青海島海水浴場 ㈱ビジネスアシスト 

Webサイト「ウォーカープラス」おでかけスポット 只の浜海水浴場 ㈱角川アップルリンク 

山口きらめーる イカ釣り体験ツアー 山口県広報公聴課 

ウェザーニュース 2015 海水浴情報 ㈱ウェザーニュース 

東京新聞夕刊（6/11） イカ釣り体験ツアー 東京新聞 

山口マツダ広報誌 西日本やきとり祭り・イカ釣り体験 ㈱スイッチボックス 

宇部日報・サンデーうべ 2015 年度花火大会・海水浴場情報 宇部日報社 

毎日新聞「やみつき！やまぐち」（6/18） 炒めても柔らかい洋風いか飯 毎日新聞 

紅葉色づき情報 大寧寺紅葉情報 鉄道情報システム 

イベント・行事情報 赤崎祭り インフォメーションテクノロジー関西 

まっぷる情報 青海島 昭文社 

にっぽん神社とお寺の旅（仮） 水辺の神社（元乃隅稲成神社） K＆B パブリッシャーズ 

JR 九州旅行パンフレット 童謡詩人を育んだ仙崎まち歩き ㈱ジーエーサービス 

外国人のためのガイドブック「鳥取・島根・岡山・広島・山口」 元乃隅稲成神社 ダイヤモンドビッグ社 

まっぷる山口・萩・下関・門司港・津和野‘16 みすゞ公園・みすゞ通り・記念館 オフィステイク 2 



 

媒体名 掲載内容 取材者・発行所等 

るるぶ山陽山陰ベスト‘16 山陰観光列車「みすゞ潮彩」 ㈱Star FACTORY 

関西・中国・四国じゃらん 紅葉スポット 大寧寺 ㈱リクルートライフスタイル 

月刊タウン情報「トライアングル」 紅葉スポット 大寧寺・西念寺 月刊タウン情報トライアングル 

マップルマガジン「ドライブジャパン瀬戸内山陰」 金子みすゞ記念館・青海島 ㈱エディターズ 

るるぶ「山口・萩・下関・門司港・津和野‘16」 みすゞ通り・遍照寺・青海島自然研究路 JTB パブリッシング 

季刊「のぼろ」2016 年冬号 絶景の低山案内！（一位ヶ岳・俵山温泉） 西日本新聞社出版部 

第一観光企画ツアー募集パンフレット 長門豊川稲荷 第一観光株式会社 

関西・中国・四国じゃらん 12 月号 アクセス良好紅葉名所カタログ（大寧寺） ㈱リクルートライフスタイル 

月刊旅色 神秘の自然現象を訪ねる（元乃隅稲成神社） ㈱ランズ 

タウンページ 元乃隅稲成神社 ㈱ふじたプリント社 

九州カラフル NAVI 冬の絶景＆パワースポット特集（元乃隅稲成神社） ㈱プライムコンセプト 

月刊タウン情報「トライアングル」 初日の出情報（千畳敷） 月刊タウン情報トライアングル 

るるぶ「ドライブ中国四国ベストコース 17」 千畳敷・青海島・龍宮の潮吹、恩湯、礼湯 ライフプランニング㈱ 

旺文社ムック「全国キャンプ場ガイド」 青海島キャンプ村 ㈲フィネス 

イエロー・アベニュー2016 春号 驚き満載！全国アメージングスポット特集（元乃隅稲成神社） イエローハット 

関西・中国・四国じゃらん 2 月号 山口県のお湯めぐり（元乃隅稲成神社） ㈱ガリバープロダクツ 

月刊読売旅行別冊「おひとり様温泉西日本編」 仙崎＆長門湯本温泉 読売旅行編集部 

JR 九州旅行パンフレット「旅三昧」 長門湯本「大谷山荘別邸音信」に泊まる萩・長門の旅 ㈱ジーエーサービス 

陸と海からの惠み 表紙カバー（油谷東後畑棚田） 柏艪舎 

ゼンリン WEB サイト・カーナビサービス 仙崎駅観光案内所 ㈱ゼンリン 

やまぐちの労働 2 月号 おでかけ SPOT（元乃隅稲成神社） 山口県労働協会 

資生堂中四国エリア受け Facebook ページ 
誰もがシャッターを切りたくなる青と朱の風景

（元乃隅稲成神社） 
資生堂 

Walkerplus 全国のペットとお出かけできるスポット（青海島キャンプ村） ㈱オレンジ社 

まっぷるドライブ中国・四国 17 青海島・みすゞ 通り・弁天島・元乃隅稲成神社 ㈱周知社 

クラブツーリズムツアー募集パンフ 向徳禅寺（あじさい） クラブツーリズム㈱ 

もってけ 3 月号 桜スポットガイド（青海島さくらの里） ㈱ビジネスアシスト 

関西・中国・四国じゃらん 3 月号 大人のほっこり旅 in山口（元乃隅稲成神社） ㈱リクルートライフスタイル 

an･an1996 号（3 月 16 日） 運命にまつわる特集（元乃隅稲成神社） an･an 編集部 

クラブツーリズムツアー募集パンフ 元乃隅稲成神社 ㈱オフィスバンズ 

JR おでかけネット  サクラ開花情報（王子山公園・大寧寺） 鉄道情報システム㈱ 

じゃらん九州 5 月号 GW！絶景巡り満喫ドライブ（元乃隅稲成神社） ㈱リクルートライフスタイル 



 

媒体名 掲載内容 取材者・発行所等 

JR おでかけネット  
ホタル鑑賞スポット 
（ほたる橋周辺・音信川・大寧寺川・七重川） 

鉄道情報システム㈱ 

宿泊予約サイト「じゃらん net」 海特集（青海島・只の浜・YY ビーチ） ㈱リクルートライフスタイル 

西日本リビング新聞社ツアー募集パンフレット 元乃隅稲成と花めぐり ㈱西日本リビング新聞社 

風景写真 5･6 月号 撮影地ガイド（油谷東後畑棚田） 風景写真編集部 

関西・中国・四国じゃらん 6 月号 感動のホタル名所 40（七思川） ㈱リクルートライフスタイル 

 

 

 

【テレビ・ラジオ等】 

番組名 放送内容 取材者等 

熱血テレビ 菅無田公園・妙見山公園等紹介 KRY 山口放送 

熱血テレビ 青海島・セムラ牡蠣紹介 KRY 山口放送 

じもテレ（J:COM テレビ） イカ釣り体験ツアーPR ㈱共同テレビジョン 

モーニングスマイル「明石屋行ってみ大使・
食べ大使」（MBC ラジオ） 

イカ釣り体験ツアーPR ㈱南日本放送 

コミてん イカ釣り体験ツアーPR FMKITAQ 

FMKITAQ イカ釣り体験ツアーPR FMKITAQ 

おはよう KRY「そこが聞きたい！“担当”直入」
（KRY ラジオ） 

二位ノ浜海水浴場紹介 KRY 山口放送 

昼はまるごと！761「ぶらり小さな車窓から」 
  （FM はつかいち） 

青海島、千畳敷、元乃隅稲成神社紹介 FM はつかいち 

情報維新！やまぐち「とっておきの夏」 イカ釣り体験・シーカヤック体験 NHK 山口放送局 

JCOM テレビ「西日本ふるさとタイム」 イカ釣り体験ツアー 共同テレビジョン 

旅ラジ！「ふるさと紹介」 青海島共和国より生放送 NHK 山口放送局 

エフエム山口「ドライブポーターレディオ」 俵山温泉紹介 エフエム山口 

RKB ラジオ「こだわりハーフタイム」 元乃隅稲成神社紹介 RKB毎日放送ラジオ製作部 

KRY 長門 FM 開局記念 
「ご昭和ください in 長門スペシャル」 

WAVE イベントホールから「長門の昭
和」をテーマに公開生放送 

KRY山口放送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16．ながと観光アテンダント協力イベント 

●KRY 熱血テレビ取材 H２７・４・28 長門市観光コンベンション協会 

●平成 27 年度献血キャンペーン Ｈ２７・７・31 長門市福祉課 

●湯本温泉納涼盆踊り大会 H２７・８・11 湯本温泉納涼祭実行委員会 

●トワイライトエクスプレス歓迎・PR H２７・９・21 長門市観光コンベンション協会 

●平成 27 年度ながと観光アテンダント選出審査 H２７・10・７ 長門市観光コンベンション協会 

●市内観光研修会 H２７・11・17 長門市観光コンベンション協会 

●JAF オープンカーミーティング H２７・11・22 長門市観光コンベンション協会 

●山口県観光アテンダント研修 H２７・12・３ おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会 

●サロンカーなにわ乗車体験 H２７・12・５～６ 3 市 JR 美祢線利用促進協議会 

●第 25 回国際ミーティングエキスポ IME2015 H２７・12・９～10 長門市観光コンベンション協会 

●山陰観光列車みすゞ潮彩おもてなしトレイン 
H２８・３・５～12 

   の間の土曜日 
長州路観光連絡会 

●アルク到津店における「地元農産物及び地域情報の発信」 H２８・３・19 長門地域・地産地消推進委員会 

 

 

 


