
平成２８年度事業報告 

１．補助事業１．補助事業１．補助事業１．補助事業    

 ①観光客誘致拡大①観光客誘致拡大①観光客誘致拡大①観光客誘致拡大    クルーズ誘致事業クルーズ誘致事業クルーズ誘致事業クルーズ誘致事業    

        大型客船の寄港による地域経済の波及効果と〝長門市〟の知名度アップによる観光客誘大型客船の寄港による地域経済の波及効果と〝長門市〟の知名度アップによる観光客誘大型客船の寄港による地域経済の波及効果と〝長門市〟の知名度アップによる観光客誘大型客船の寄港による地域経済の波及効果と〝長門市〟の知名度アップによる観光客誘    

        致につなげるため、寄港時のおもてなしやセールス活動で継続的な寄港を目指した。致につなげるため、寄港時のおもてなしやセールス活動で継続的な寄港を目指した。致につなげるため、寄港時のおもてなしやセールス活動で継続的な寄港を目指した。致につなげるため、寄港時のおもてなしやセールス活動で継続的な寄港を目指した。    

 【セールス活動】 

 （1）実施日：平成 28年 6月 23日（木）～24日（金） 

    訪問先：日本クルーズ客船、郵船クルーズ、商船三井客船 

     参加者：観光課／永冨主任 

（2）実施日：平成 28年 11月 15日（火）～16日（水） 

     参加者：観光課／永冨主任 瀬戸内クルーズセミナーin姫路 

（3）実施日：平成 28年 11月 29日（火）～30日（水） 

    訪問先：郵船クルーズ 

     参加者：観光課／永冨主任 

（4）実施日：平成 29年 3月 28日（火）～29日（水） 

    訪問先：郵船クルーズ 

     参加者：観光課／永冨主任 

 【大型客船寄港時おもてなし】 

  （1）飛鳥Ⅱ寄港 

    実施日：平成 28年 4月 23日（土） 

    場 所：仙崎漁港沖 

    内 容：歓迎セレモニー、物産展、歓迎振る舞い（やきとり、ふく鍋）、歓迎アトラクション（湯本南条踊り）、 

お見送りクルーズ、オプショナルツアー 

 【他港大型客船寄港時おもてなし】 

 （1）にっぽん丸寄港 

   実施日：平成 28年 7月 18日（月）～19日（火） 

   場 所：下関あるかぽーと 

   内 容：歓迎振る舞い（やきとり） 

 

 ②観光客誘致拡大②観光客誘致拡大②観光客誘致拡大②観光客誘致拡大    デスティネーションキャンペーン誘客促進事業デスティネーションキャンペーン誘客促進事業デスティネーションキャンペーン誘客促進事業デスティネーションキャンペーン誘客促進事業    

        平成平成平成平成 29292929年度の「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」開催に向けて、年度の「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」開催に向けて、年度の「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」開催に向けて、年度の「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」開催に向けて、    

JRJRJRJR西日本や山口県等と連携し、セールス・西日本や山口県等と連携し、セールス・西日本や山口県等と連携し、セールス・西日本や山口県等と連携し、セールス・PRPRPRPR活動を行うことで、観光客誘致を推進し活動を行うことで、観光客誘致を推進し活動を行うことで、観光客誘致を推進し活動を行うことで、観光客誘致を推進し    

た。た。た。た。    

 【PR活動】 

 （1）DISCOVER WEST連携協議会現地研修会 

実施日：平成 28年 8月 25日（木） 

場 所：萩本陣 

参加者：観光課／長尾課長、坂田係長 

    コンベンション協会／藤永専務理事、アテンダント・会田 

内 容：素材説明（長門市 PR：藤永専務理事、アテンダント・会田） 

 （2）幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン全国宣伝販売促進会議 



    実施日：平成 28年 10月 19日（水） 

    場 所：ホテルかめ福 

    参加者：観光課／長尾課長・坂田係長・永冨主任・宮本主査・安藤主任主事 

        コンベンション協会／大谷会長・藤永専務理事 

                  アテンダント・八道 

    内 容：歓迎レセプション、展示・体験・実演コーナー、伝統芸能ステージ、インバ 

ウンド会議、ミニエクスカーション 

 （3）幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン全国販売促進会議エクスカーション 

    実施日：平成 28年 10月 20日（木）～21日（金） 

    コース：B「世界レベルの絶景と日本の原風景を訪ねて」（1泊 2日） 

        G「世界レベルの絶景を訪ねて」（日帰りコース） 

        E「世界レベルの絶景と圧倒的スケールで迫る工場夜景の競演」（1泊 2日） 

対応者：観光課／坂田係長、永冨主任、宮本主査、安藤主任主事 

    観光コンベンション協会／藤永専務理事、平山次長、小林、畑村 

                アテンダント・河野 

 （4）幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン全国販売促進会議エクスカーション懇親会 

    実施日：平成 28年 10月 20日（木） 

    場 所：長門会場／大谷山荘 

    参加者：103名 

        観光課／長尾課長・永冨主任・宮本主査・安藤主任主事 

        観光コンベンション協会／大谷会長・藤永専務理事 

                    アテンダント・会田、河野、八道 

（5）幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン全国販売促進会議エクスカーション懇親会 

    実施日：平成 28年 10月 20日（木） 

    場 所：萩会場／萩本陣 

    参加者：観光課／南野補佐  

（6）幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン全国販売促進会議エクスカーション懇親会 

    実施日：平成 28年 10月 20日（木） 

    場 所：周南会場／サンルート徳山 

    参加者：観光課／坂田係長 観光コンベンション協会／アテンダント・藤井 

（7）幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン JR博多駅PRイベント 

   実施日：平成29年2月19日（日） 

   場 所：JR博多駅 

   参加者：観光課／坂田係長・安藤主任主事 

        観光コンベンション協会／小林 アテンダント・藤井 

（6）幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン 広島PRイベント 

   実施日：平成29年3月4日（土） 

   場 所：イオンモール広島府中 

   参加者：観光課／永冨主任・宮本主査 

 

【商品企画開発】 

（1）JR西日本駅長おすすめ駅プラン「長門食旅プラン」 



   実施期間：平成 29年 1月 30日（月）～3月 31日（金） 

   内  容：往復の JR割引切符と食事券がセットになったお得な日帰りプラン。活イ 

カ本家・和食処きらく、和風料理花膳、旬彩ダイニング金の鈴の 3店舗で 

長門市の旬の味覚を提供。お楽しみ特典あり。 

（2）オプショナルツアー「武将の寺大寧寺 秋夜の戦国講話と特別拝観」 

   内 容：大寧寺本堂で住職による講話、虎渓殿の特別拝観 

 

③観光ボラン③観光ボラン③観光ボラン③観光ボランティア・語り部等育成事業ティア・語り部等育成事業ティア・語り部等育成事業ティア・語り部等育成事業    

    長門市を訪れる人々とふれあいながら、観光素材を案内するガイド数の拡大と、既存ガ長門市を訪れる人々とふれあいながら、観光素材を案内するガイド数の拡大と、既存ガ長門市を訪れる人々とふれあいながら、観光素材を案内するガイド数の拡大と、既存ガ長門市を訪れる人々とふれあいながら、観光素材を案内するガイド数の拡大と、既存ガ    

イドのスキル向上のため、観光ボランティアガイド団体への支援を行い、着地型観光にイドのスキル向上のため、観光ボランティアガイド団体への支援を行い、着地型観光にイドのスキル向上のため、観光ボランティアガイド団体への支援を行い、着地型観光にイドのスキル向上のため、観光ボランティアガイド団体への支援を行い、着地型観光に    

不可欠なガイドや語り部を育成するための事業を実施した。不可欠なガイドや語り部を育成するための事業を実施した。不可欠なガイドや語り部を育成するための事業を実施した。不可欠なガイドや語り部を育成するための事業を実施した。    

【観光ボランティア団体への支援】 

（1）補助金交付決定 

  ・青海島ボランティアガイド会（会員数 10名） ※既存団体 

  ・ながとボランティアガイド会（会員数 18名） ※既存団体 

  ・俵山しっちょる会（会員数 14名）  ※既存団体 

  ・三隅郷土文化研究会（会員数 5名） ※新規設立団体 

（2）事務局担当 

  ・ながとボランティアガイド会、俵山しっちょる会の事務局を担当し、学習会等実施 

【ガイドスキルアップのための研修会開催】 

（1）おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会ガイド研修 

    実施日：平成 28年 6月 6日（月） 

   場 所：宇部市ときわ湖水ホール 

   参加者：12名 

（2）おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会ガイド研修 

    実施日：平成 28年 10月 27日（木） 

   場 所：萩博物館及び博物館周辺 

   参加者：18名 

（3）おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会ガイド研修会・講演会 

    実施日：平成 29年 3月 7日（火） 

   場 所：山口県旧県会議事堂 議場 

   参加者：3名 

 

 ④着地型観光促進事業④着地型観光促進事業④着地型観光促進事業④着地型観光促進事業    

        着地型観光の促進を図るため組織基盤を強化し、関連団体との連携を取りながら、長門着地型観光の促進を図るため組織基盤を強化し、関連団体との連携を取りながら、長門着地型観光の促進を図るため組織基盤を強化し、関連団体との連携を取りながら、長門着地型観光の促進を図るため組織基盤を強化し、関連団体との連携を取りながら、長門    

市ならではの体験や文化にふれることができるメニュー「長門の地域旅」の企画・販売市ならではの体験や文化にふれることができるメニュー「長門の地域旅」の企画・販売市ならではの体験や文化にふれることができるメニュー「長門の地域旅」の企画・販売市ならではの体験や文化にふれることができるメニュー「長門の地域旅」の企画・販売    

を行った。を行った。を行った。を行った。    

 【着地型旅行商品の企画・造成・販売】 

（1）長門の地域旅 みすゞの課外授業 

     実施期間：平成 28年 4月～平成 29年 3月 

     催行回数：5回 

     参加人数：37名 



（2）長門の地域旅 イカ釣り体験ツアー 

     実施期間：平成 28年 6月～7月 

     催行回数：10回 

     参加人数：100名（申込総数 135名 ＊うち取材他 7名） 

 【関連団体との連携プログラム 企画・立案・協力】 

（1）ムカツクであそうぼう NPO法人むかつく・かえるの学校との共催 

実施日：平成 28年 6月 11日（土）～12日（日） 参加人数 0名 

平成 28年 7月 28日（木）～31日（日） 参加人数 17名 

平成 28年 10月 1日（土）～2日（日）  参加人数  4名 

    内 容：小中学生と保護者対象の自然体験ツアー 

（2）古民家大改修 田舎暮らし満喫モニターツアー フューチャー長門との連携 

    実施日：平成 28年 7月 16日（土）～17日（日） 参加人数 12名 

       平成 28年 9月 22日（木）        参加人数 10名 

   内 容：自給自足のスペシャリスト・大工職人のレクチャーを受けて、田舎暮らし満喫 

の交流拠点を現地の人々とふれあいながら再生する体験ツアー 

（3）山口県ことばを育てる親の会受入れ 通鯨・ツーリズム推進協議会との連携 

    実施日：平成 28年 8月 24日（水）～25日（木） 

    人 数：22名 

    内 容：地引網体験、バーベキュー、体験航海など 

 

 ⑤地域スポーツ人口拡大推進事業⑤地域スポーツ人口拡大推進事業⑤地域スポーツ人口拡大推進事業⑤地域スポーツ人口拡大推進事業〈合宿等誘致事業〉〈合宿等誘致事業〉〈合宿等誘致事業〉〈合宿等誘致事業〉    

        山口国体で培われた「する」「観る」「支える」人材を更に増幅させることで、地域スポ山口国体で培われた「する」「観る」「支える」人材を更に増幅させることで、地域スポ山口国体で培われた「する」「観る」「支える」人材を更に増幅させることで、地域スポ山口国体で培われた「する」「観る」「支える」人材を更に増幅させることで、地域スポ    

ーツの更なる発展と交流人口ーツの更なる発展と交流人口ーツの更なる発展と交流人口ーツの更なる発展と交流人口の拡大を図ることを目的に誘致事業を実施した。の拡大を図ることを目的に誘致事業を実施した。の拡大を図ることを目的に誘致事業を実施した。の拡大を図ることを目的に誘致事業を実施した。    

  【俵山多目的交流広場・ながと総合体育館等を利用したスポーツ合宿の推進】 

  実施期間：平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

  内  容：スポーツ合宿奨励金の交付 

  奨励金交付：40件（延べ宿泊者数：2,847人） 

    

 

 

 

 

 

 

 ⑥二次交通対策事業⑥二次交通対策事業⑥二次交通対策事業⑥二次交通対策事業    

        観光客の利便性を確保するため、山口宇部空港からレンタカーを利用して長門市内で宿観光客の利便性を確保するため、山口宇部空港からレンタカーを利用して長門市内で宿観光客の利便性を確保するため、山口宇部空港からレンタカーを利用して長門市内で宿観光客の利便性を確保するため、山口宇部空港からレンタカーを利用して長門市内で宿    

泊する利用客を対象にサービスを提供。泊する利用客を対象にサービスを提供。泊する利用客を対象にサービスを提供。泊する利用客を対象にサービスを提供。    

 【山口宇部空港からのレンタカー利用の支援】 

  実施期間：平成 29年 2月 1日～平成 29年 3月 31日 

内  容：山口宇部空港でレンタカーを借り、長門市内の観光コンベンション協会加盟 

     宿泊施設に泊まった方に 1台あたり 2,000円キャッシュバック。 

  利用実績：6件（助成金 12,000円交付） 

人数 金額 人数 金額 人数 金額 人数 金額
社会人社会人社会人社会人 132人 264,000円 132人 264,000円
大学大学大学大学 0人 0円
高校高校高校高校 958人 1,854,000円 866人 866,000円 1,824人 2,720,000円
中学生中学生中学生中学生 154人 154,000円 154人 154,000円
小学生小学生小学生小学生 737人 737,000円 737人 737,000円
計計計計 1,090人 2,118,000円 1,757人 1,757,000円 0 0 2,847人 3,875,000円

計計計計ラグビーラグビーラグビーラグビー サッカーサッカーサッカーサッカー その他その他その他その他



 

２．受託事業２．受託事業２．受託事業２．受託事業    

 ①戦略的情報発信事業①戦略的情報発信事業①戦略的情報発信事業①戦略的情報発信事業    

        訴求力の強い情報発信を行い、長門市観光の認知度向上及び観光客誘致を行った。訴求力の強い情報発信を行い、長門市観光の認知度向上及び観光客誘致を行った。訴求力の強い情報発信を行い、長門市観光の認知度向上及び観光客誘致を行った。訴求力の強い情報発信を行い、長門市観光の認知度向上及び観光客誘致を行った。    

 【県・JRとの連携による大都市圏でのキャンペーンやメディアに向けた情報発信】 

 （1）「やまぐち観光維新」名古屋情報発信会 

   実施日：平成 28年 7月 22日（金） 

   場 所：名古屋東急ホテル 

   参加者：観光課／宮本主査 コンベンション協会／平山次長 

   内 容：幕末維新やまぐち DCテーマ別プレゼンテーション、個別情報交換会、知事トッ 

プセミナー、県産品試食会（交流会） 

（2）「やまぐち観光維新」大阪情報発信会 

   実施日：平成 28年 9月 9日（金） 

   場 所：ウェスティンホテル大阪 

   参加者：コンベンション協会／藤永専務理事、平山次長 

   内 容：個別情報交換会、知事プレゼンテーション、県産品試食会（交流会） 

（3）おもしろき国やまぐち観光物産フェア 

   実施日：平成 28年 9月 10日（土）～11日（日） 

   場 所：JR大阪駅 

   参加者：観光課／安藤主任主事 

    内 容：ステージイベント・物販・展示・体験による観光 PR 

（4）ツーリズム EXPOジャパン 2016 

   実施日：平成 28年 9月 22日（木）～9月 25日（日） 

   場 所：東京都江東区 東京ビッグサイト 

   参加者：観光課／南野補佐 コンベンション協会／平山次長、アテンダント・会田 

   内 容：全国 47都道府県、世界 140ヵ国・地域から 1,181の企業・団体が出展 

国内商談会、ブース展示などにより、地域の魅力を来場者に発信 

（5）日本列島心のふるさと観光展 

  実施日：平成 29年 1月 6日（金）～1月 19日（木） 

  場 所：大阪市北区梅田 みちまちスクエア 

【観光パンフレットや観光年賀はがきなどの宣伝ツールの活用】 

（1）ながと徹底攻略・五名湯パンフレット増刷 

（2）NAGATO JORNEYの発行 

   市内向け情報発信。観光への興味を持っていただき、おもてなしの心を育てる。 

（2）ノベルティ開発 ながと絶景観光絵葉書作成・封筒・紙袋 

【観光フォトコンテストによる来訪・参加・発信型企画の実施】 

（1）第 4回長門市観光フォトコンテスト（ながと原風景）インスタグラム部門を新設 

【ななび／ながと観光ナビの内容充実】 

（1）トップページリニューアル 

（2）スマートフォン対応 

 ・ななび セッション 806,148 平均 2,208/日 

 ・Nagato is calling（2月オープン） セッション 145,345 平均 2,463/日 



 ・海外向けサイト セッション 7,259 平均 20/日 

 ・Facebook 国内 ページいいね 16,329（昨年 2,417） 表示回数 4,107,910 

海外 ページいいね 15,792（昨年  512） 表示回数 13,784,366 

    

②②②②JRJRJRJR美祢線利用促進事業美祢線利用促進事業美祢線利用促進事業美祢線利用促進事業    

    観光利用における観光利用における観光利用における観光利用における JRJRJRJR美祢線の利用促進を図ることを目的とした旅行商品の企画・募集・美祢線の利用促進を図ることを目的とした旅行商品の企画・募集・美祢線の利用促進を図ることを目的とした旅行商品の企画・募集・美祢線の利用促進を図ることを目的とした旅行商品の企画・募集・    

    集集集集客業務を実施した。客業務を実施した。客業務を実施した。客業務を実施した。    

【JR美祢線利用を組み込んだ旅行商品の企画・販売】 

（1）JR美祢線利用促進宿泊助成金交付 

  期 間：平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

  内 容：JR美祢線の利用客増加と長門市での滞在時間を増やすことを目的に実施 

       長門市内の美祢線内各駅で乗車・下車し、長門温泉郷五名湯に宿泊するツ 

アーを催行する国内旅行業者に助成金を交付 

  交付実績：996,000円（996人）  

（2）利用促進イベント実施 

  ・「幕末 ISHIN号で〝西日本やきとり祭り in長門〟へ行こう」 

実施日：平成 28年 8月 27日（土） 

内 容：片道往路のみ乗車料金無料、西日本やきとり祭り会場での無料券プレゼ 

     ント、こども車掌体験、長門市銘菓プレゼント 

・「JR 美祢線を利用してルネッサながとでの伝統芸能とやきとりを満喫しよう!」 

 実施日：平成 29年 3月 12日（日） 

 内 容：ルネッサながと特設会場でのやきとり無料券プレゼント、長門市駅⇔ 

     ルネッサながと無料送迎、やまぐち伝統芸能まつり観覧席確保 

  （3）長門市駅弁開発業務 

    内  容：JR美祢線及び山陰本線の魅力向上と長門の食資源の PRを図り、JRの 

         観光利用を図るため、地元食材を活用した駅弁の開発並びに試験販売を行 

い、その結果を検証する。 

    取組状況：①長門料飲組合加盟店で「長門やきとり丼」駅弁開発 

         ②試食会開催（平成 28年 9月 12日） 

    販売実績：①ながと鉄道まつり 50個 

         ②ながとふるさとまつり 50個 

         ③みすゞ潮彩おもてなしトレイン 12個 

         ④みすゞ潮彩ラストランセレモニー 15個 

         ⑤JR美祢線利用促進企画 36個 

 

③デジタルマーケティング③デジタルマーケティング③デジタルマーケティング③デジタルマーケティング事業事業事業事業    

    「ながとブランド」を作りあげ、長門のファンを獲得できる最適なデジタルによる情報「ながとブランド」を作りあげ、長門のファンを獲得できる最適なデジタルによる情報「ながとブランド」を作りあげ、長門のファンを獲得できる最適なデジタルによる情報「ながとブランド」を作りあげ、長門のファンを獲得できる最適なデジタルによる情報    

発信方法を見つけ出し、戦略を進め発信方法を見つけ出し、戦略を進め発信方法を見つけ出し、戦略を進め発信方法を見つけ出し、戦略を進め、それらをデータに基づいて判断し、長門市経済の、それらをデータに基づいて判断し、長門市経済の、それらをデータに基づいて判断し、長門市経済の、それらをデータに基づいて判断し、長門市経済の    

活性化を目指すことを目的に事業を展開した。活性化を目指すことを目的に事業を展開した。活性化を目指すことを目的に事業を展開した。活性化を目指すことを目的に事業を展開した。    

    

【デジタルメディアを活用した情報発信】 

（1）海外向けウェブサイト「Visit Nagato」3月リニューアルオープン 



（2）ブランディングサイト「Nagato is calling」2月オープン 

   2月～3月 セッション数 145,345 平均セッション 2,463/日 

（3）Facebook広告等の活用 

            分析、情報発信戦略作成 

   表示回数 1,290,666回 広告クリック数 26,813回 

（4）日露首脳会談に向けての Facebook・リスティング広告・分析 

   表示回数 701,271回 広告クリック数 9,113回 

（5）インスタグラマー撮影によるスポット分析 

    

３．主催事業３．主催事業３．主催事業３．主催事業    

 ①地域スポーツ人口拡大推進事業①地域スポーツ人口拡大推進事業①地域スポーツ人口拡大推進事業①地域スポーツ人口拡大推進事業〈観光サイクリング〉〈観光サイクリング〉〈観光サイクリング〉〈観光サイクリング〉    

        サイクルスポーツを通して長門市の魅力を発信することで、インバウンドを含む交流人サイクルスポーツを通して長門市の魅力を発信することで、インバウンドを含む交流人サイクルスポーツを通して長門市の魅力を発信することで、インバウンドを含む交流人サイクルスポーツを通して長門市の魅力を発信することで、インバウンドを含む交流人    

        口や観光客の増加及び地域資口や観光客の増加及び地域資口や観光客の増加及び地域資口や観光客の増加及び地域資源の再発見などを目指した。源の再発見などを目指した。源の再発見などを目指した。源の再発見などを目指した。    

 【ながとブルーオーシャンライド withつのしま開催】 

   開催日：平成 28年 11月 27日（日） 

   内 容：コバルトブルーの海と美しい棚田を舞台に走るサイクリングイベント 

   コース：ロングコース、ミドルコース、トレインコース 

   メイン会場：青海島シーサイドスクエア 

 【サイクルステーションの整備】 

   場  所：長門市観光案内所（長門市仙崎 4297-6ショップ青海島内） 

   整備用品：県産木材「椎の木」を利用して作成した、ベンチ兼用バイクラック及びバ 

        イクラック、自転車用工具ボックス、フロアポンプ（空気入れ）、鍵、サイ 

        クリングマップ、自転車チューブ（有料） 

   

４．セールスプロモーションの強化４．セールスプロモーションの強化４．セールスプロモーションの強化４．セールスプロモーションの強化    

【営業活動】【営業活動】【営業活動】【営業活動】    

（1）実施日：平成 28年 5月 19日（木）～20日（金） 

   訪問者：平山次長 

   訪問先：大阪市（JTB、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、防長交通、トラベルニュース社、 

京阪神エルマガジン社、神戸新聞社・デイリースポーツ） 

   内 容：長門の地域旅の PR・誘致、元乃隅稲成神社や金子みすゞ記念館等を軸としたコ 

ース提案、体験型教育旅行の誘致、ルネッサながとをはじめとしたコンベンショ 

ン誘致 

（2）実施日：平成 28年 6月 7日（火）～8日（水） 

   訪問者：平山次長 

   訪問先：北九州市（日本旅行） 

福岡市（西日本新聞旅行、大谷山荘福岡営業所、第一観光、西鉄旅行、クラブツ

ーリズム、読売旅行、阪急交通社） 

広島市（タビックスジャパン、ひろでん中国新聞旅行、クラブツーリズム、読売 

旅行、阪急交通社、広交観光、フジトラベルサービス） 

 内 容：JR美祢線利用促進対策事業宿泊助成金の周知、長門の地域旅の PR、体験型教育 

    旅行の誘致、ルネッサながとをはじめとしたコンベンション誘致 



（3）実施日：平成 28年 6月 30日（木）～7月 2日（土） 

   訪問者：平山次長 

  訪問先：福山市（日本旅行、東武トップツアーズ、読売旅行） 

高松市（日本旅行、JTB、あなぶきトラベル、阪急交通社、農協観光、読売旅行） 

岡山市（読売旅行、タビックスジャパン、下電観光バス、両備バス、阪急交通社） 

福岡市（農協観光、阪急交通社） 

久留米市（西鉄旅行、読売旅行） 

佐賀市（祐徳自動車、読売旅行） 

 内 容：JR美祢線利用促進対策事業宿泊助成金の周知、長門の地域旅の PR、体験型教育 

       旅行の誘致、ルネッサながとをはじめとしたコンベンション誘致 

（4）実施日：平成 28年 7月 21日（木）～7月 22日（金） 

   訪問者：平山次長 

  訪問先：名古屋市（近畿日本ツーリスト、名鉄観光サービス、JTB、東武トップツアーズ、 

農協観光、日本旅行） 

※「やまぐち観光維新」名古屋情報発信会参加に連動 

 内 容：長門市内宿泊と視察・見学地への誘致及び周辺観光地と広域ツアーコース提案、 

修学旅行（主に体験型教育旅行）の誘致、JR美祢線利用促進対策事業宿泊助成金 

の周知 

（4）実施日：平成 28年 9月 13日（火）～9月 15日（木） 

   訪問者：平山次長 

訪問先：佐賀市（日本旅行、東武トップツアーズ、西鉄旅行、JTB、名鉄観光サービス、 

    近畿日本ツーリスト） 

    福岡市（福岡大学付属大濠中学校、福岡教育大学付属福岡小学校、上智福岡中学 

高等学校、博多女子中学校、西南学院中学校、東福岡高校、西鉄旅行、阪急交通 

社、HMI福岡営業所） 

 内 容：修学旅行（主に体験型教育旅行）の誘致、長門市内宿泊と視察・見学地への誘致 

及び周辺観光地と広域ツアーコース提案  

※山口県体験型教育旅行誘致活動に連動 

（6）実施日：平成 28年 9月 20日（火）～23日（金） 

   訪問者：平山次長 

訪問先：広島市（ひろでん中国新聞旅行） 

東京都内（阪急交通社、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、KNT-CTホールディングス、クラブツーリズム、日本旅行、読 

売旅行、楽天トラベル） 

内 容：長門市内宿泊と視察・見学地への誘致及び周辺観光地と広域ツアーコース提案、 

修学旅行（※主に体験型教育旅行）の誘致、JR美祢線利用促進対策事業宿泊助成 

金の周知 

※ツーリズム EXPOジャパン 2016参加に連動 

（7）実施日：平成 28年 11月 18日（（金） 

   訪問者：平山次長 

訪問先：名古屋市（JTB、農協観光、阪急交通社） 

大阪市（阪急交通社、日本旅行、クラブツーリズム、山口県大阪事務所） 



    内 容：JR美祢線利用促進対策事業宿泊助成金を利用した宿泊客誘致、体験型教育旅行 

の誘致、長門の地域旅の PR及び誘致 

（8）実施日：平成 29年 2月 6日（月）～9日（木） 

   訪問者：平山次長 

訪問先：長崎市（東武トップツアーズ、阪急交通社、日本旅行、タビックスジャパン、農 

協観光、読売旅行、近畿日本ツーリスト、長崎県営バス観光） 

福岡市（読売旅行、阪急交通社） 

熊本県内旅行会社約 40社 

内 容：体験型教育旅行受入予定案件についての進捗確認及び協議、JR美祢線利用促進 

対策事業宿泊助成金利用状況と次年度継続実施についての PR、 長門の地域旅 

PR及び体験型教育旅行の誘致活動 

※中国・四国連絡協議会（福親会）熊本県内全域合同セールスに参加 

（9）実施日：平成 29年 2月 23日（木）～24日（金） 

   訪問者：平山次長 

訪問先：名古屋市（名古屋工業高校、瑞陵高校、東武トップツアーズ、JTB、近畿日本ツ 

ーリスト、日本旅行） 

    岡崎市（JTB、近畿日本ツーリスト、名鉄観光サービス、日本旅行） 

内 容：山口県平成 28年度中部地区修学旅行誘致活動に参加。連動して、体験型教育旅 

行受入予定先との進捗確認と PR 

【観光宣伝隊への参加・協力】【観光宣伝隊への参加・協力】【観光宣伝隊への参加・協力】【観光宣伝隊への参加・協力】    

（1）ながと路観光宣伝 

   長門市・萩市・益田市・美祢市・津和野町・阿武町が連携して観光 PRに取り組む「なが 

   と路観光連絡協議会」主催の観光宣伝。 

    実施日：平成 28年 9月 5日（月）～6日（日） 

    場 所：大阪市内 

    参加者：観光課／永冨主任 観光コンベンション協会／アテンダント・藤井 

    内 容：旅行代理店・マスコミ等を訪問しての観光 PR、テレビ出演による観光 PR 

（2）長州路観光宣伝 

   長門市・下関市・美祢市が連携して観光 PRに取り組む「長州路観光連絡会」主催の観光 

宣伝。 

    実施日：平成 28年 9月 26日（月）～27日（火） 

    場 所：福岡市内 

    参加者：観光課／永冨主任 観光コンベンション協会／アテンダント・河野 

    内 容：旅行代理店・マスコミ等を訪問しての観光 PR、メディア出演による観光 PR 

【【【【メディア等への情報提供メディア等への情報提供メディア等への情報提供メディア等への情報提供】】】】    

（1）テレビ・ラジオ等出演・取材協力  

   フジテレビ「Mr.サンデー」 

   TYS「やまぐち情報ワイド」 

NHK「ひるまえ直送便」「情報維新やまぐち」 

   RKBラジオ「二丁目お茶の間劇場」 

   エフエム山口「宮崎桂の湯けむり旅情」 

   BSSラジオ「シニアの扉」 など 



（2）画像等資料提供 

   「奇跡の絶景に出会える旅」（株式会社 KADOKAWA） 

   「月刊タウン情報トライアングル」「じゃらん」「ウォーカープラス」「るるぶ」 

   「福岡Walker」「月刊からだにいいこと」「フリーペーパーパコラ」「女性セブン」 

「Hanako」「旅に出たくなる食の地図」 

   JAF・JTB・西鉄旅行・クラブツーリズム・京都新聞旅行センター など 

（3）情報提供・記事校正協力 

   「じゃらん」「ANA機内誌・翼の王国」「まっぷる観光情報」「福岡ウォーカー」 

   「るるぶ観光データベース」「県メルマガきらめーる」「サンデーうべ」 

   「県健康づくり情報メール GENKI★マガジン」「鉄道情報システム」 

   「ココミル萩・津和野・門司港レトロ・下関」「ゆこゆこ」「PRESIDENT WOMEN」 

「JR西日本シパング倶楽部会報誌 おとなび」「西 Navi」など 

 

５．物産品の５．物産品の５．物産品の５．物産品の PRPRPRPR強化強化強化強化    

【観光物産展等への参加・協力】【観光物産展等への参加・協力】【観光物産展等への参加・協力】【観光物産展等への参加・協力】    

（1）日本の心「やさしさを奏でるまち山口県長門市」2016仙崎・長門フェア 

   実施日：平成 28年 9月 13日（火）～17日（土） 

   場 所：おいでませ山口館（東京都中央区） 

   参加者：観光課／坂田係長 観光コンベンション協会／アテンダント・八道 

   内 容：長門市特産品販売、観光 PR（9/16観光 PRデー）、ワンデースペシャルセール 

 

６．６．６．６．自主事業自主事業自主事業自主事業    

【【【【体験型教育旅行受入事業体験型教育旅行受入事業体験型教育旅行受入事業体験型教育旅行受入事業】 

 長門市の農山漁村にある自然の中で、その土地に暮らす人々との交流を通じて「心を育む旅」長門市の農山漁村にある自然の中で、その土地に暮らす人々との交流を通じて「心を育む旅」長門市の農山漁村にある自然の中で、その土地に暮らす人々との交流を通じて「心を育む旅」長門市の農山漁村にある自然の中で、その土地に暮らす人々との交流を通じて「心を育む旅」    

    を体験してもうらうことにより、未来を担う子どもたちに長門市の魅力を広く周知し、〝第を体験してもうらうことにより、未来を担う子どもたちに長門市の魅力を広く周知し、〝第を体験してもうらうことにより、未来を担う子どもたちに長門市の魅力を広く周知し、〝第を体験してもうらうことにより、未来を担う子どもたちに長門市の魅力を広く周知し、〝第    

    ２のふるさと〟として再度訪れてもらうことを目指した。２のふるさと〟として再度訪れてもらうことを目指した。２のふるさと〟として再度訪れてもらうことを目指した。２のふるさと〟として再度訪れてもらうことを目指した。    

 （1）美祢市立伊佐中学校宿泊体験学習 

    受 入 日：平成 28年 5月 30日（月）～6月 1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：22人 

 （2）美祢市立城原小学校宿泊体験学習 

    受 入 日：平成 28年 9月 7日（水）～9日（金） 

    受入地区：油谷地区 

    受入人数：15人 

 （3）東京都立八王子東高等学校体験型教育旅行 

    受 入 日：平成 28年 11月 10日（木） 

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

和国）・俵山地区（ゆうゆうグリーン俵山） 

    受入人数：317人 

  

【【【【ふるさと納税ふるさと納税ふるさと納税ふるさと納税事業事業事業事業】 

 市外在住者で１万円以上の寄附をしていただいた方に市外在住者で１万円以上の寄附をしていただいた方に市外在住者で１万円以上の寄附をしていただいた方に市外在住者で１万円以上の寄附をしていただいた方に、長門ふるさと便として、、長門ふるさと便として、、長門ふるさと便として、、長門ふるさと便として、希望の希望の希望の希望の中か中か中か中か    



    らららら長門市の特産品長門市の特産品長門市の特産品長門市の特産品をををを届け届け届け届ける長門市ふるさと応援寄る長門市ふるさと応援寄る長門市ふるさと応援寄る長門市ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）附金（ふるさと納税）附金（ふるさと納税）附金（ふるさと納税）のののの返礼品返礼品返礼品返礼品として、「なとして、「なとして、「なとして、「な    

    がと宿泊券」を企画がと宿泊券」を企画がと宿泊券」を企画がと宿泊券」を企画したしたしたした。 

 内容：長門市観光コンベンション協会に加入している宿泊施設で利用できる 1枚 5,000円の 

宿泊補助券。 

 実績：「宿泊補助券 1枚」55件 「宿泊補助券 3枚」509件 

 

【ガイドウォーク事業】【ガイドウォーク事業】【ガイドウォーク事業】【ガイドウォーク事業】    

    〝歩く〟ことで〝歩く〟ことで〝歩く〟ことで〝歩く〟ことで普段見過ごされがちな隠れた観光資源を掘り起こし、デスティネーションキ普段見過ごされがちな隠れた観光資源を掘り起こし、デスティネーションキ普段見過ごされがちな隠れた観光資源を掘り起こし、デスティネーションキ普段見過ごされがちな隠れた観光資源を掘り起こし、デスティネーションキ    

ャンペーンでも実施される古地図ウォーク等の企画催行を行った。ャンペーンでも実施される古地図ウォーク等の企画催行を行った。ャンペーンでも実施される古地図ウォーク等の企画催行を行った。ャンペーンでも実施される古地図ウォーク等の企画催行を行った。    

 （1）JRふれあいウォーク 企画・催行 ※駅を起点としたまち歩き 

    催行回数：5回（うち雨天中止 1回） 

    参加人数：89名 

 （2）古地図で巡る長門市 企画・催行  

    催行回数：11回 

    参加人数：85人 

【オリジナルグッズの開発・販売【オリジナルグッズの開発・販売【オリジナルグッズの開発・販売【オリジナルグッズの開発・販売】 

（1）ながと絶景ポストカード作製・販売 

   元乃隅稲成神社神社・東後畑棚田・千畳敷・青海島（変装行列夕景）・大寧寺（紅葉）の 

   5枚セット。540円（税込）で販売。 

（2）長門温泉郷五名湯・温泉の素 販売 

   市内 5か所の温泉の特徴やイメージをもとにして作ったオリジナル入浴剤を販売。 

（3）観光名刺台紙 作製・販売 

【観光案内所運営観光案内所運営観光案内所運営観光案内所運営】 

レンタサイクル、観光パンフレットの配布、オリジナルグッズの販売などを行っている。 

 住  所：長門市仙崎 4297－6 ショップ青海島内 

 営業時間：9時 00分～17時 00分 

 定休日：なし 年中無休 

【青海島【青海島【青海島【青海島キャンプ村運営キャンプ村運営キャンプ村運営キャンプ村運営】】】】    

  バンガロー、テントサイトなどの予約受付、清掃、維持などの業務を青海島ミニビジターセ 

ンター内管理棟で行っている。 

   住  所：長門市仙崎 2057 

   受付時間：8時 30分～17時 00分 

   定休日：毎週火曜日(7・8月は除く)及び年末年始 

   

７．７．７．７．会議等の実施会議等の実施会議等の実施会議等の実施    

  ◎第 1回理事会 

   開催日：平成 28年 4月 11日（水） 

   場 所：長門市物産観光センター 第 1・2会議室 

 

  ◎平成 27年度会計監査 

   開催日：平成 28年 5月 12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 28年 6月 10日（金） 

   場 所：長門市深川湯本 山村別館 

  ◎平成 28年度定時総会 

   開催日：平成 28年 6月 10日（金） 

   場 所：長門市深川湯本 山村別館 

◎第 3回理事会 

   開催日：平成 28年 7月 29日（金） 

   場 所：長門市仙崎 きらく 

  ◎第 4回理事会 

   開催日：平成 28年 10月 28日（金） 

   場 所：長門市俵山 温泉閣 

  ◎第 5回理事会 

   開催日：平成 29年 1月 6日（金） 

   場 所：長門市深川湯本 大谷山荘 

 


