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（一社）天草宝島観光協会令和元年通常総会 議事録 

 

期 日  令和元年６月２７日（木） 

時 間  午後４時００分から 

場 所  アマクササンタカミングホテル 

出席者  総合計３３２名 

 

１ 開 会 

【司会 古川】 

ご案内した時刻となりましたので、開会を当協会副会長松本國雄が申し上げます。 

 

【松本副会長】 

本日は天草副市長様、市議会議長様、広域本部長様、また県議の皆様、大勢の御来賓にお

越しいただいて令和元年の天草宝島観光協会の総会を開催することができます。只今より令

和元年天草宝島観光協会の総会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 

 

２ 会長あいさつ 

【司会 古川】 

一般社団法人天草宝島観光協会会長永田章一がご挨拶申し上げます。 

 

【永田会長】 

皆さんこんにちは。非常に総会シーズンといいますか、皆様お忙しいなかにたくさんご

足労いただきありがとうございます。そして金子副市長を始め多くの皆様方にはお忙しい

中に総会に花を添えていただき心より御礼申し上げます。昨年は 1年間本当に皆様方には

観光協会のそれぞれの事業につきましてご支援とご協力を賜りまして誠にありがとうご

ざいました。昨年私ちょうど 6月から脳の手術をしまして約半年１2月まで病院を行った

り来たりすることで大変皆様方にはご心配とご迷惑をおかけしましたがお陰で今こうし

て元気に飲めるようになりました。ということで頑張っていきたいと思います。昨年は、

皆さんご承知の通りじゃらんの行って良かった九州・山口観光地ランキング 1 位でした。

初めて 1位を取らさせていただいて、それまではハウステンボスがずっと 1位だったんで

すけれども、ハウステンボスが 5年連続 1位ということで殿堂入りしたもんですから、天

草が世界遺産の効果もあって 1位でした。これは本当に会員の皆様の日頃の行いといいま

すか、事業の中でいろんな対応をしていただいたお陰だと思っております。心より感謝申

し上げます。それと事務局の頑張りを私は非常に大変だったという風に思っております。

なかなかこういう機会といいますが、総会で事務局の話をしませんでしたけれども、今日
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少し事務局の話をさせていただきます。私が副会長を 4年させていただいて、会長 4年さ

せていただきましたけれども、会長 4 年間の間に事務局に毎月、会社でいう経営会議。3

ヶ月先行管理というのを 40 数回してきました。毎月です。これは６月の会議では 6、7、

8、7 月になると 7、8、9 と 3 ヶ月先までの先行した、9 月にこんなことをやるために、7

月にはどのようなことをするのかというような 3ヶ月先行管理をやってきました。それと、

これも非常に私がやれと言ったんですが、人事評価制度です。人事評価制度を今まで企業

ではやってきましたけれども、観光協会、こういう団体で人事評価をするということは非

常に厳しいことではありましたけれども、本当にきめ細かに評価制度を作りました。2年

かかりました。これで細かにやってですね職員が頑張れば頑張った分報われる、というそ

ういう制度を作らせていただきました。本当に職員の皆さん大変だったと思いますけれど

も、皆さん頑張っていただいて、それが給与の昇給だったりまた賞与に反映をするという

形でそのようなことも作らさせていただきました。また昨年は﨑津集落の世界遺産の登録

と、新 1号橋の開通ということで、私たちにとっては非常に追風の年であったんですけれ

ども、ちょうど私はその時病院のベットの上でですね、本当は﨑津集落の世界遺産を一緒

に歓声をあげたかったんですけれども、本当になってよかったなと。これを 1年、2年に

限らず、もっとこれから文化的に築きあげていきますといいますか、この仕組みを作ると

いうのが今後の課題なのかなと思っておりますのでその辺を合わせてしていただきたい

と思います。4 年間会長させていただいて、先程から 4 年間、4 年間と言わせて頂いてい

ますが、今年で会長を退こうと思っておりますけれども、取り分け取組んできたことは、

食を通じてリピーター客を増やすと、際立てなにかをこう打ち上げ花火みたくしませんで

したけれども、しっかり 4年間春、夏、秋、冬と食のイベントをして、アンケートをとっ

て分析をして、だいたい今五千人弱なんですけれども顧客を作りました。なかなかこの五

千人の顧客っていうのは、企業に五千人の顧客を売ってくださいとも言えないものですの

で、天草からの五千人ですので、今しっかりＤＭを年に数回出して繰り返し繰り返し天草

に来ていただく、そのような体制をつくりたいというふうに思って今回までやってまいり

ました。今天草を見渡しますと、若い人が非常に育ってきたなと思っております。牛深の

キビルフェス、長島との交流ですね、それから新和もそうです、河浦もそうです。今度 7

月 6 日にあるＷＡＮＩＭＡもそうです。志柿の武内さんという若い人なんですけれども、

この人が本当に熱意でＷＡＮＩＭＡを天草にひっぱってきた。2年ほど前ですかね、ＷＡ

ＮＩＭＡを観光大使にしてみゅう会ということを私の所に来てですね、話されて、本当に

１人の青年の熱意によって 1万人を集めるわけですから私もすごいなと思って、最近の若

い人の行動力をうれしく拝見をしております。そういう中で私もまだまだ若いと思ってま

すけれども 67 歳ですので、次の世代にバトンタッチをしていかないと天草の若い人の芽

を伸ばしていくことはできないなと判断しましたので、今回私よりもできるだけ若い人に

会長をしていただこうという事で準備をしてきました。本当にこれまで至らなかった会長

でしたけれども皆様方には非常にご支援いただいて嬉しく思っております。今後理事では

残りますけれども、一つの企業としてやりたい天草の観光についてちょっとやりたいこと

があるもんですから、それは会長よりも一個人でしたほうがやりやすいかなという思いも
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ありまして、今回このような形になった次第であります。今後とも天草宝島観光協会をよ

ろしくお願い申し上げて挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

３．観光功労者表彰 

【司会 古川】 

観光功労者表彰をとりおこないます。当協会では、観光振興に顕著な功績があった方を毎

年総会の開催に併せ表彰しております。理事会で審議致しました結果、本年度は天草南風凛

風会様に決定いたしました。会長の髙松様檀上へお進みください。天草南風凛風会は、永年

地域観光の振興にご尽力をいただいたことなどが認められての受賞となりました。当協会永

田会長より賞状と記念品が贈られます。 

 

（永田会長より表彰状と記念品授与） 

  

【司会 古川】 

天草南風凛風会髙松聖司様より謝辞を賜ります。 

 

【天草南風凛風会髙松聖司 様】 

 改めまして表彰ありがとうございます。天草南風凛風会の髙松といいます。どうぞよろし

くお願い致します。天草南風凛風会は平成 12年 9月に発足致しまして来年で 20年を迎えま

す。20 年を迎えますけれども、設立当初にあたりましては天草南風凛風会としてではなく

ハイヤギャルという団体で女性だけで天草ハイヤを盛上げて、ＰＲ団体として活動してまい

りました。そのＰＲしていくなかで地方といいまして、三味線、歌、太鼓があったほうがよ

り皆様方への心に打つんじゃないかと、また踊りの女性たちがどうしてもＣＤだけですと、

何分と限られた中でいきなり音源を切られてしまうという、踊りにくいというようなことも

ありまして、地方を作りまして会より団体としてＰＲできないかということで商工会議所の

方からいろいろご依頼もありまして設立をいたしました。今現在踊り、三味線、太鼓で約

30 人のメンバーがおりますけれども、みんな仕事をかかえておりまして、なかなか揃って

舞台にでるということは難しいことでございます。実際踊りも 5、6 人くらい、あと三味線

ですと 3人、太鼓も多くて 5人とかしか出れない状況でもあります。メンバーの拡大も常に

しておりますので、皆様方のご知り合いの方とかいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただ

きまして一緒に天草ハイヤを盛上げていっていただければと思います。今日は、本当にあが

とうございました。 

 

４．来賓挨拶  

【司会 古川】 

本日は、公私ともにお忙しい中、多くのご来賓にご臨席賜りました。ここでご来賓を代表し

て 3名の方からご挨拶を頂戴いたします。天草市副市長金子邦彦様お願いいたします。 
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【天草市副市長 金子邦彦氏】 

みなさんこんにちは。天草市の副市長の金子でございます。本日は天草市長が公務の為出

席できませんので変わりまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。一般社団法人天草宝島

観光協会の総会が本日盛会のもとに開催されますことをまず心よりお喜び申し上げます。そ

して会員の皆様方におかれましては、日頃から本市の観光振興にご尽力を頂いていますこと

に対し、心から感謝を申し上げたいと思います。先ほど観光功労者賞を受賞されました天草

南風凛風会の皆様には、かねて天草ハイヤ踊りを通じて天草市のＰＲや子供達への伝統芸能

の伝承などに取組んで頂いて市としても心から感謝申し上げたいと思います。今後も本市の

振興のためにどうかお力添えを頂ければ幸いでございます。さて昨年７月に天草の﨑津教会

が長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成遺産の１つとして世界文化遺産登録を

いただきました。登録後は、多くの観光客に来て頂いておりますけれども前年度の８万４千

人から１６万７千人と倍増しております。天草の観光のイルカウォッチングの拠点施設につ

きましても、道の駅天草イルカセンターとして今月７月にオープンして多くの皆様に来て頂

いて賑わいを見せております。先程永田会長様から行って良かった観光地ランキング１位と

話されましたけれども。東洋経済新聞の住みよさランキングでも天草市が１位に選ばれてお

ります。このような流れの中で観光事業を始めとする観光事業社の皆様、地域団体や市民の

皆様が一丸となって本市を訪れたお客様の周遊を促進しどれだけの出会いが満足いただけ

るおもてなし、そして気配りの提供が継続的取組んでいただかないと私も強く感じておりま

す。私が５月に東京に私用で行きました。３日間の滞在でしたけれども、娘の手術の立会で

行ったんですけれども、あまり楽しい旅ではないなと思っていたんですけれども、受付の方

が今日はお見舞いですかと言われたもんで、いいえ娘の手術ですと、一瞬気まずい雰囲気が

流れました。その時に渡された番号がたまたまだったんですけれども、７０８ラッキーセブ

ンと末広がりの８娘さんの手術の無事を祈ってますとおっしゃいました、非常にあとおしさ

れた言葉で、自分も心強い気がして、最後の日に病院に行ったんですけれども、そこで花を

飾ってた方がそれをおっしゃった方でした。帰るときにまた目が合ったもんですからラッキ

ーセブン、娘の手術無事に終わりました。と言ったら、よかったですね。じゃあお気をつけ

て。私にとってはその３日間の旅行というかこれまで行ったなかで一番記憶に残る旅行の１

つになったんじゃないないかなと思います。よくおもてなしは訓練で向上し気配りは教育で

育むなんてこと言われますけれども、観光地の中にある行政として私達市民もそういった気

持ちでお客様を迎える、そのことが相乗効果として観光地を訪れる人を増やしていくんじゃ

ないかと思っております。天草市の皆様のおかげで新庁舎が落成致しましたけれども、私達

もそういう気持ちでお客様を迎えるそのことを職員一丸となって取組んでいきたいと考え

ておりますのでよろしくお願いしたいと思います。結びにあたり天草宝島観光協会の更なる

ご発展と本日お集まりの皆様方の益々のご健勝を心からお祈り申し上げまして私からの挨

拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。 

 

【司会 古川】 

ありがとうございました。続きまして天草市議会議長古賀源一郎様お願いいたします。 
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【天草市議会議長 古賀源一郎】 

 皆様こんにちは。只今ご紹介いただきました天草市議会議長の古賀でございます。宝島観

光協の令和元年度通常総会にあたり市議会を代表しましてご挨拶を申し上げます。日頃より

当協会には天草の観光振興に日々ご尽力賜りますことに感謝を申し上げます。また先程表彰

を受けました凛風会の髙松代表おめでとうございます。凛風会はハイヤ人にとって憧れの的

のように思っておりますので、この受賞本当によかったなと思っております。さてさて、私

昨年の総会の時にもご挨拶させていただきましたけれども、今から天草ずきますよという話

をさせていただきました。今年から天草が非常にクローズアップされますよね。まさに世界

遺産登録を皮切りに、まさに天草ずいてるというような感じがしてなりません。皆様方ご承

知の通りまずは、Ｂ’ｚさんですよね、今年においてはＢ’ｚのコンサートが天草であった。

もちろんここにいらっしゃる方は観光に非常に長けている方で、それがいかにすごいという

事は肌に感じてらっしゃると思いますが、日頃Ｂ’ｚのコンサートって７万人のコンサート

される訳ですよね。２日で１０万人を超える規模でするＢ’ｚが天草においでになるという

事で、天草の市民センター増築も間に合いませんでしたので６７０人しか入りません。６７

０人のコンサートの会場でＢ’ｚがコンサートをする。実は東京の友だちから電話がありま

して、天草でなんかあっとかということで、実は宝物があるとですばい。という話をしよっ

たっですが、まさにそんな貴重なことだろうと思います。ヤフーの検索ランキングで天草市

民センターがあの４日間３位だったとですよ。ヤフーの検索サイトで３位になるということ

がいかにすごいことかですね、たった１０万人おらない市ですよ。ここの市民センターがヤ

フー検索サイトで３位。観光的に考えたら宣伝効果というのは計り知れないものだったんで

はないかなと思いますし、ましては次は来週に控えておりますのは、ＷＡＮＩＭＡさんが天

草にいらっしゃるということで、この前ＷＡＮＩＭＡさんと私お会いしたときに KENTA君が

「僕は蜂楽饅頭が好きなので蜂楽饅頭を買うとってください」と言ったので、今度は蜂楽饅

頭買うとかんばいかんかなと思いますが、私は政治家のはしくれですので公職選挙法に引っ

かかるといけませんので、副市長の方から「白あんを頼む」ということでしたので、よろし

くお願いいたします。永田会長が預かられたこの４年間というのは非常におつかれさまでご

ざいました。まさに永田会長らしい会の運営だったと思います。徹底したデータ管理の中に

きめ細やかな次へのステップをちゃんとじっくり考えさせるこの４年間を永田会長らしい

運営だったと思います。次にこの会を引き継がれる方は、どうかこのデータをもとに勢いよ

く天草を楽しい島にしていってほしいと思います。私達行政に近い人間としてみれば先ほど

副市長から話があった通りに、副市長話が非常に上手ですもんね。なかなか次に話するとが

やおいかんとばってん、ただなかなか行政ができないこと一番どんだけがんばっても行政が

できないことがお金もうけです。どうかここにいらっしゃる皆様方お金儲けしてください。

どんなに観光が潤おうと、ランキングが 1位になろうとまずは経済的に銭もうけをしていた

だかないといけませんのでここが１番皆様方の得意な分野でございますので、どうかしっか

りと儲けていただきまして、そして天草の発展に繋げていただければと思いますので、私も

しっかりとがんばっていきたいと思いますので、私のお祝いの言葉に変えさせていただきま
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す。本日は誠におめでとうございます。 

 

【司会 古川】 

ありがとうございました。続きまして熊本県天草広域本部長古森美津代様お願いいたします。 

 

【熊本県天草広域本部長 古森 美津代氏】 

 皆様こんにちは。天草広域本部の古森です。天草宝島観光協会令和元年通常総会の開催ま

ことにおめでとうございます。また本日表彰の栄に浴されました天草南風凛風会の皆様には

心からお祝い申し上げます。永田会長始め協会の皆様には日頃より県政の推進に多大なるご

理解とご協力をただいております。この場をおかりして熱く御礼を申し上げます。併せまし

て年間を通じての観光キャンペーン、天草地域の観光振興に積極的にお取組みいただいてお

りますことに深く敬意を表します。さてご案内の通り天草地域昨年５月の天城橋の開通、７

月の世界文化遺産登録、そして今年来月には、先程お話にもでましたが WANIMA のライブ天

草の乱が開催されます。観光を始めさまざまな分野で盛り上がりを見せ大きな飛躍の時を見

せています。皆様いかがお感じでしょうか、私は昨年来新聞やテレビなどで天草地域の話題

が取りあげられているその回数、取扱を含め非常に大きくなっているのではないかと思いま

す。今まさに天草地域にとってはビッグチャンスが到来しているのではないでしょうか。そ

してこのような時だからこそ、今私たちは何をするのかそして今後私たちはなにをしていく

のかこれが問われていると思います。天草広域本部では、VISIT天草プロジェクトに基づき

まして世界文化遺産を記念した観光 PR、キャンペーンの展開、フィリピンや台湾への海外

旅行博に出展するなどいろいろな面で事業をしております。そして自転車と観光を組み合わ

せたサイクルツーリズムへの取組みも幅を広げております。このビッグチャンスを逃すこと

なくこれまでにも増して天草地域の魅力を県内外そして、海外に発信して誘客につなげて参

ります。引続き皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。最後に天草宝島観光協会の益々

のご発展そして本日ご出席の皆様のご健勝、ご活躍を祈念いたしまして私の挨拶といたしま

す。本日はおめでとうございます。 

 

【司会 古川】 

ありがとうございました。本日ご臨席賜りました来賓の皆様をご紹介いたします。天草市副

市長金子邦彦様、天草市議会議長古賀 源一郎様、熊本県天草広域本部長 古森美津代様、

熊本県議会議員 楠本千秋様、熊本県議会議員池田和貴様秘書開凌聖様、熊本県観光物産課

課長補佐 西川明之様、公益社団法人熊本県観光連盟国内誘致部長坂本康治様、一般社団法

人天草四郎観光協会会長千原光明様、宇城市観光物産協会会長塚本清様、宇土市観光物産協

会会長 本田修様、苓北町観光協会会長森昭久様、本渡商工会議所会頭池田正三郎様、牛深

商工会議所会頭益田政昭様、天草市商工会会長松尾良司様、上天草市観光おもてなし課長前

方正広様、東京天草郷友会西田勝年様、本日はご臨席いただきありがとうございます。では、

会議に入ります前に、総会の定足数についてご報告いたします。議決権を有する正会員数５

４０名のうち、本日の出席者７３名、委任状の提出２５９名で、合計３３２名過半数に達し
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ており、本会が成立することをご報告いたします。議長については、当協会定款第 17 条に

より議長は正会員の中から選出するとあります。いかがいたしましょうか。ご意見なければ

事務局よりご提案してよろしいでしょうか？天草東支部海上タクシー大鵬丸、大鵬Ⅱ山下幹

夫様にお願いしたいと存じます。ご異議ありませんか？では、山下様よろしくお願いいたし

ます。 

 

【議長 山下】 

皆様こんにちは。東支部の山下といいます。大変不慣れではございますが、円滑な進行よろ

しくお願い申し上げます。それでは着座にて進行させていただきます。まず、議事録の作成

を事務局お願いいたします。署名人を本日ご出席の松下蒲鉾松下様、食の天草にじ本田様よ

ろしくお願いいたします。議案第 1号平成３０年度事業報告並びに決算の承認についてを議

題と致します。事務局に説明を求めます。 

 

【事業部チーフ 大塚】 

 事業部チーフの大塚です。着座にて説明させていただきます。事前に資料をお送りしてお

りますので、主な事業をご説明します。総会資料の３ページをご覧下さい。観光宣伝及び観

光客誘致促進事業。食を活用して一年を通して、グルメキャンペーンを実施しました。今年

度は、天草伊勢えびまつりが前年対比 146％アップ、あまくさ丼丼フェア 127％アップにな

りました。4ページをご覧下さい。天草生うに三昧が５月まで実施されまして、実績がとり

まとまり、実績は 4千 6百 6十万円になりました。また各キャンペーンの参加者のアンケー

ト結果を、9ページから 18ページに掲載しておりますので、後ほどご覧下さい。5ページか

ら 6ページをご覧下さい。各支部において地域の各団体と連携しながら、事業を実施してお

ります。7ページをご覧下さい。先ほど会長のご挨拶にもありました通り、じゃらん九州・

山口人気観光地ランキング 1位を取りましたので、記念としてオール天草観光セミナーを島

内観光協会及び天草地域観光推進協議会と共同でセミナーを開催しました。事業委員会で天

草への連泊やオフシーズンの過ごし方をお客様から募集する思い出募集事業を実施し、2ヶ

月で 542通の応募がありました。２３ページから特別会計の事業報告です。旅行商品販売事

業収入では、平成３０年度から天草ぐるっと周遊バス Cコースの業務を受託し、101名の実

績があり、対前年と比べると 6 倍になりました。24 ページをご覧ください。ポルト指定管

理受託を天草市より平成 26年から行っています。25ページをご覧下さい。天草市より観光

宣伝及び観光客誘致促進業務の委託を受け、メディア取材に伴う下見同行や多くの市民の皆

様に参加頂いた CM「ココロ、オドル、天草」を制作し毎週水曜、金曜日に放送を行いまし

た。また、本年 7月～9月にかけて実施される熊本デスティネーションキャンペーンに伴う

各旅行会社の視察受入、天草の素材紹介を行いました。30 ページをご覧下さい。観光ガイ

ドの活用として、ガイドの手配・受入を行い前年対比 4 倍になっております。33 ページを

ご覧下さい。観光資源開発旅行商品造成支援業務委託では、旅行商品造成支援を行い、1,619

名の集客となりました。また、お一人様のモニターツアーを実施しました。35 ページから

観光客受入体制整備事業の報告です。36 ページにホームページを活用した情報発信では、
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世界遺産登録もありページビュー、セッション数とも伸びています。38 ページをご覧下さ

い。増える外国人に対応するため、英語、中国語、韓国語のホームページを作成しました。

その他、アカペラコンサート実行委員会の事務局等を受託しております。決算については城

下よりご説明します。 

 

【総務部チーフ 城下 】 

 総務部の城下と申します。よろしくお願いいたします。４１ページをご覧ください。貸借

対照表になります。１資産の部１流動資産、流動資産合計 10,260,507円、その他固定資産、

資産合計 12,560,517 円、負債の部１流動負債、負債合計 5,513,327 円、３正味財産の部、

一般正味財産合計 7,047,190 円、負債及び正味財産合計 12,560,517 円となります。４２ペ

ージをご覧ください。一般会計正味財産増減計算書です。１一般正味財産増減の部、１経常

増減の部４受取会費 5,355,000円、６受取補助金等 60,615,000円、経常収益計 68,774,394

円、２経常費用、１事業費 68,356,652 円、２管理費 1,383,258 円、４３ページをご覧くだ

さい。経常費用計 69,739,910 円、一般正味財産期首残高 8,012,706 円、一般正味財産期末

残高 7,047,190円、正味財産期末残高 7,047,190円となります。44ページをご覧ください。

こちらが特別会計の貸借対照表になります。１資産の部、１流動資産、流動資産合計

19,115,793 円、２固定資産、資産合計 19,115,793 円、２負債の部、未払金 5,596,572 円、

流動負債合計 5,605,752円、負債及び正味財産合計 19,115,793円となります。45ページを

ご覧ください。特別会計正味財産増減計算書となります。１正味財産増減の部５事業収益

63,744,530 円、業務受託料収入 50,718,565 円、経常収益計 63,744,680 円、2 経常費用、1

事業費、54,461,082 円、2 管理費 2,981,100 円、経常費用計 57,442,182 円、当期経常増減

額 6,302,498 円、46 ページをご覧ください。当期一般正味財産増減額 6,302,498 円、一般

正味財産期首残高 7,207,543 円、一般正味財産期末残高 13,510,041 円、正味財産期末残高

13,510,041円となります。 

 

【議長 山下】  

 ありがとうございました。平成３０年度決算については監査を受けておりますので監事よ

り監査報告をお願いします。 

 

【監事 田崎】 

  47 ページでございます。監事の田崎でございます。平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3

月 31 日までの事業年度の会計及び業務の監査につきましては、私と小田監事 2 名にて四半

期ごとの定期監査そして、最終的に 5 月 21 日に第 4 四半期定期監査ならびに決算監査をお

こないました。天草宝島観光協会事務局におきまして、赤木事務局長他 1名の職員の立ち合

いの下で帳票、関係書類ならびに預金通帳との突合出納長検査を行いました。会計監査の結

果貸借対照表、正味財産増減計算表及び財産目録ならびに収支計算書は、会計帳簿の記載金

額と一致し法人の財政状況、正味財産の増減状況ならびに収支の状況を正しく示していると

認めます。また事業報告書は、法令および定款に従い当協会の状況を正しく示していると認
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めます。最後に業務監査につきましては、平成 30 年度の理事会に出席をいたしまして各理

事の業務執行状況は、妥当であったことを認めます。以上ご報告申し上げます。 

 

【議長 山下】 

 ありがとうございました。只今執行部より説明がありましたことについてご意見ご質問 

を受けますが、発言は趣旨を明確にお願い致します。そして発言の際には支部名、名前をお

願い致します。ございませんでしょうか。ないようですので採決に移ります。平成 30 年度

事業報告並びに決算の承認につきましてご承認いただける方は挙手をお願いいたします。挙

手多数と認めます。よって第 1号議案は承認されました。それでは議案第２号会費の改正に

ついてを議題といたします。執行部より説明をお願いします。 

 

【総務委員長 松本】 

 総務委員長の松本でございます。総務委員会より皆様にお諮りをしたいと思います。議案

第 2 号会費の改正についてを議題と致します。平成 30 年度総務専門委員会で 4 回の会議を

行い審議しました。改正理由といたしましては、法人、個人の考え方を整理し、支部ごとに

ではなく、全体としてルールを統一することとなりました。これは天草宝島観光協会として

独立してまいりまして、それまで各支部の会費でまかなっておりましたので、天草宝島観光

協会の統一にしてはどうかという意見が出ましてこういう結果になったわけでございます。

今後自主財源を増やすために、観光協会の事業は宿泊に繋がるものが多く、宿泊業が恩恵を

受けている、またその他の観光事業社飲食業も 1口 1万円以上に改正をしていただく。屋号

を複数経営しているところは、観光協会の案内が個別に届いたほうがいいのではないかとい

う意見もありましたけれども、それは 1ヶ所で選択可能とするということで各委員の方々に

意見を頂いております。法人と個人会員の違いを明確にするため、個人会員はホームページ

やパンフレットなどには記載はしない。宣伝や事業の案内をしないことととするということ

です、ただし会員名簿の一覧をホームページには記載するということになっております。会

費改正案、個人会員 5,000円 1口以上、宿泊業は宿泊人員で 4つに分け 1万円 1口以上から

4口以上。飲食、販売、レジャー、交通、その他観光関連業者は 1万円 1口以上、賛助会員

は 1万円 1口以上。このことについて総会で諮りたいと思います。天草は広域に渡って広う

ございますので、いろいろなかなかこの案も作り出すのも大変苦労しました。各支部長、各

理事の皆様方にご協力をいただいてここに示した通り皆様方にお諮りをしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

【議長 山下】 

 ご説明のことについてご意見ご質問ありませんでしょうか。 

 

 

【本渡支部 天草プラザホテル山下】 

 私 4月にこちらに帰ってきまして、皆様のこの議論すべて踏まえているわけではないので、
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申し訳ないことを言うかもしれないんですけれども、この 2番目のぽちの中に観光協会の事

業は宿泊に繋がるものが多い、なので宿泊業の会員の会費を上げるという事だと思うんです

けれども、実際の活動は宿泊に繋がるものが多いということですけれども、活動の結果これ

だけ増えた、恩恵をこれだけ受けているじゃないか、だから上げてくれというような形にし

ていただいたほうがいいかなと思うのですが、そのような形で提示していただくことって可

能でしょうか。この活動でこれだけ増えてますよ。という形で見せていただくとすごくスム

ーズに受入やすいかなと思いますけれども。 

 

【事務局 赤木】 

 お世話になります。事務局長しております赤木と申します。よろしくお願いいたします。

只今ご質問いただきまして、宿泊の恩恵がどれだけあるのかというところの数字がこの中に

は記載されておりませんのでなかなかわかりづらい所もあるかと思うんですけれども、先程

総務委員長から説明があった通り会議を重ねまして、基本的には食のキャンペーンであった

り、支部事業であったり私達もいかに宿泊客を獲得していくかという事業を推進していくと

いうことで特に宿泊業の恩恵を受けるということで、宿泊施設の収容人員に応じて会費の改

定を行いたいという結論にいたっております。宿泊数の状況につきましては、現状天草市内

の主要宿泊施設 11 施設の毎月の統計を調査しておりまして、その数字であればですね 2 年

前からこのデータ調査をしておりまして、昨年で言うとまだ正式な数字は出ていないんです

けれども前年対比 102％ほど、平成 29 年度と平成 30 年度比べると 102％ほどの結果であっ

たということの結果はでているんですけれども、まだそこの共有ができていないのでそこは

今後ホームページであったり、いろんな会議等で情報共有ができればなというふうに思いま

す。すいません回答になってるかが。 

 

【本渡支部 天草プラザホテル山下】 

 はい。ありがとうございます。 

 

【議長 山下】 

 他にご意見ご質問等ありますでしょうか。 

 

【牛深支部 西嶋】 

 今回の会費の値上げですね牛深支部の会員の約 1割が減りまして前回の全体会、来年は辞

めたいなということが今１割ほど表明されておりまして、来年は 2割減になるのかなと心配

しております。今日は時間がないですから、観光協会の運営に対しては大変なことかとは思

いますが現実的に牛深支部、どこの支部も一緒だと思いますけれども負担するのは厳しい状

況なので 2 割くらい会員が減るという事はどういうことかなと頭痛めるような状況ではあ

るんですよね。この話を聞きまして会員のほうにも話をしてみますけれども、その他の方旅

館業、宿泊業とは違うなんらかの形では天草の観光を支えたいということで会費を納められ

ているんですけれどもそれが倍の 1 万円になりますと厳しいなと実際声が聞こえてきます
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し、なるべく説得はしてるんですけれども支部の現状非常に厳しい状況にあることだけ耳に

いれていただきたいなという発言です。これがどうこうという事ではありませんけれども、

発言だけはしておかないとそのまま決めていかれても非常に困りますから。厳しい状況にあ

るんだなということを踏まえていただいと思います。   

 

【議長 山下】 

 貴重なご意見ありがとうございます。他にご意見ご質問ありませんでしょうか。 

 

【総務委員長 松本】 

 只今の牛深の方のおっしゃったことに対してちょっと申します。1万円に上げることは 

我々も牛深支部にも検討していただいて、ここに牛深支部長もいらっしゃいますけれども 

大変皆さん苦労されました。そういう中ですべて 1万円に上げようかっていう話じゃないん

ですよ。それではあんまりだろうという事で、今までは最低が 5,000 円だったんですよね。

だからその 5,000円を残そうという事で、今までかたっていただいた方には残しております。

そこの差をつけるためにイベントとかの案内は出しません。でもホームページとかなんとか

には載せてあげますというようにしております。牛深の支部長にもご理解頂いて、他の支部

もまだ 5,000円があるんですよ。そういうところは前からかたっていただいたのに切り離す

のは大変だろう、そういう考えを各支部に持ってかえっていただいてご案内をしまして、ど

うしても私は辞めますと言われる方は仕方がないんじゃないかというような感じになりま

した。5,000円という金額は残しております。これから入って頂く方には 10,000円からと

いう事でご案内していただければと思います。よろしいでしょうか。 

 

【議長 山下】 

 他にご意見ご質問等ございませんでしょうか。ないようですので会費の値上げについてご

承認いただける方は挙手をお願いします。挙手多数と認めます。よって第 2号議案は承認さ

れました。続いて議案第 3号役員の選任についてを議案とします。事務局に説明を求めます。 

  

【事務局長 赤木】 

 事務局長の赤木です。よろしくお願い致します。議案第 3号役員の選任について事務局よ

り説明いたします。資料は 49 ページをご覧ください。提案理由といたしまして定款第 26

条におきまして理事の任期は 2年と定められております。本年度が役員改選となるため今回

ご提案致します。続いて 50 ページをご覧ください。理事選任に関する規則を記載しており

ますが、先般 3 月 27 日に開催されました理事会におきまして、五和支部推薦数が 2 名から

3 名に変更になっておりますのでご報告いたします。続いて 51 ページをご覧ください。各

支部より推薦があっている新理事候補者 23 名を記載しております。また監事の小田監事が

天草市役所の異動に伴い辞任届が提出されております。その為監事候補者 1名についても併

せてご審議の程よろしくお願いいたします。只今より理事、新役員候補者のお名前をお呼び

いたします。本渡支部山本博さん、本渡支部馬場昭治さん、本渡支部下田昇一郎さん、本渡
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支部上亜希子さん、牛深支部濵﨑昭臣さん、牛深支部山下修平さん、牛深支部高廣宗明さん、

本日欠席でございます。有明支部松本國雄さん、有明支部松本英樹さん、天草東支部松永英

也さん、天草東支部金子信之さん、天草東支部原田茂さん、新和支部浜悦男さん、本日欠席

でございます。新和支部平下豊さん、五和支部﨑本弘訓さん、五和支部永田章一さん、五和

支部田口京重さん、天草支部、濵﨑宗治さん、天草支部田中光徳さん、天草支部、藤本貴士

さん、河浦支部下田貴久さん、河浦支部米田揚昌さん、そして天草市より中村健一郎さん。

続きまして監事候補者をご紹介いたします。監事候補者岡部秀喜さん。以上理事候補者 23

名、監事候補者 1名です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【議長 山下】 

ここで役員の選任について皆様にお諮りいたします。山本博様、挙手多数のため承認されま

した。馬場昭治様、挙手多数のため承認されました。下田昇一郎様、挙手多数のため承認さ

れました。上亜希子様、挙手多数のため承認されました。濵﨑昭臣様、挙手多数のため承認

されました。山下修平様、挙手多数のため承認されました。高廣宗明様、挙手多数のため承

認されました。松本國雄様、挙手多数のため承認されました。松本英樹様、挙手多数のため

承認されました。松永英也様、挙手多数のため承認されました。金子信之様、挙手多数のた

め承認されました。原田茂様、挙手多数のため承認されました。浜悦男様、挙手多数のため

承認されました。平下豊様、挙手多数のため承認されました。﨑本弘訓様、挙手多数のため

承認されました。永田章一様、挙手多数のため承認されました。田口京重様、挙手多数のた

め承認されました。濵﨑宗治様、挙手多数のため承認されました。田中光徳様、挙手多数の

ため承認されました。藤本貴士様、挙手多数のため承認されました。下田貴久様、挙手多数

のため承認されました。米田揚昌様、挙手多数のため承認されました。中村健一郎様、挙手

多数のため承認されました。監事岡部秀喜様、挙手多数と認めます。よって理事及び監事候

補者については原案通り可決致しました。尚これまで役員を務めてこられ、辞任された皆様

ご起立をお願いいたします。これまでのご苦労に対しねぎらいの拍手をお願いいたします。

され新しい役員が承認されましたが、事前に承認された後に理事会を開催し会長を決定した

い旨の申し出があっているのでこれを許します。役員の皆様は別室に移動してください。そ

の間この本総会は暫時休憩と致します。 

 

【司会 古川】 

 只今議長から申し出があった通り、しばらくの間休憩といたします。見通しといたしまし

ては 5時 15分までにはお席にお戻りくださいますようよろしくお願いいたします。 

 

【議長 山下】 

 それでは会議を再開いたします。理事会の協議結果につきまして事務局より報告をお願い

いたします。 

 

【事務局 赤木】 
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 はい。事務局よりご報告いたします。新会長には本渡支部山本博さんが選出されました。

以上です。 

 

【議長 山下】 

 新会長は檀上へお上がりください。皆様大きな拍手をお願いいたします。 

 

【会長 山本】 

 皆さんこんにちは。本渡支部で飲食業、ヤヒログループの代表取締をしております山本と

申します。永田会長が病気もあられてですね退任をされるということで、次の会長にという

ようなお話を頂いたときにはなかなか、立候補しようという気にはなれていなかったんです

けれども、今年 48 歳年男猪年です。うちの父親が亡くなってからもう 8 年がたちます。そ

ろそろですね、いろいろな責任を背負わなきゃいけない年になろうかなという風に思い立候

補させていただきました。天草ですねものすごく大きいです、なのでなかなか皆さんで一致

団結して物事に挑戦するというのが難しい地域だなとここに住んでいながら感じておりま

す。ただうちの亡くなった先代の口癖が同じ飲食業でも商売敵ではない、敵は殺しあいをせ

ないかん、みんなライバル、切磋琢磨して一緒に盛り上がっていくよきライバルとして競争

をしていきたい、そういう風なのがうちのヤヒログループの理念としてございます。これを

私は宝島観光協会の中にも持ち込みたい。いろいろな地域でいろんな出来事があっていろい

ろなことがあると思います。それを包み隠さず言っていただいていいです。私もここにご出

席の皆様から比べると若く経験も少ないですので失敗しやすいです。ですので、めげません。

いろいろ言っていただいたことに一生懸命取り組んで失敗しても必ずもう一歩進もうとゆ

うふうに思っております。天草の中だけで今日来て頂いてますけども、上天草も苓北という

ような地域も行政としは分かれております。でもそこまで含めたらオール天草で天草宝島観

光協会ですね盛上げていって島外からたくさんのお客様に来て頂いて、そして満足して喜ん

で帰っていただく。そういう風な島にしたいと思っておりますので、ぜひとも皆様のお力を

お貸しください。そして皆様の経験とアイデアを私に授けてください。それを皆さまから頂

いたご意見、経験を糧に一生懸命頑張ってまいりたいと思います。本当に若輩者ですけれど

もよろしくお願い致します。 

 

【議長 山下】 

 次に移る前に永田会長の 2期 4年間のご苦労と感謝を込めて拍手をお願いいたします。あ

りがとうございました。報告第１号令和元年度事業計画並びに収支予算書について執行部か

ら報告願います。 

 

 【事務局 赤木】 

事務局より説明させていただきます。資料の 52ページをご覧ください。先般 3月 27日に

開催されました理事会におきまして 2019 年度事業計画並びに予算については承認されてお

りますので今回はご報告とさせていただきます。一般社団法人天草宝島観光協会 2019 年度
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基本方針、九州一の観光地を目指して 420 万人顧客化プロジェクト。2020 年観光宿泊者数

32 万人を目指して。﨑津集落の世界文化遺産登録、九州山口行って良かった観光地ランキ

ング 1位など明るい話題の多かった昨年の波を継続していくためにも世界遺産と食、そして

おもてなしで訪れる方に感動を届けていきます。そして訪れた方が天草に行って良かったと

思えるように、そして私達が天草に住んで良かったと思える島づくりを行っていきます。事

業は大きく 5 つの柱で動いていきます。1 つ目天草の食で感動をお届けします。2 つ目世界

遺産の島で感動をお届けします。3 つ目わくわくする旅で感動をお届けします。4 つ目天草

の人で感動をお届けします。5つ目持続可能な組織づくりを行ってまいります。具体的な事

業内容につきましては事業部チーフ大塚より説明いたします。 

 

【事務局 大塚】 

 実施する事業についてご説明します。53 ページをご覧下さい。食を活用したグルメキャ

ンペーンの継続を行います。また、誘客促進展開では、平成 30 年度応募した思い出を活用

し、モデルルートの充実を図ります。55 ページからは、天草市から業務を受託を行い、ス

マホのアクセス数が伸びているのでレスポンシブ WEB デザインへ変更し利用しやすくして

いきます。予算につきましては総務部チーフ城下より説明いたします。 

 

【事務局 城下】 

 57 ページをご覧ください。収支予算書 1 一般正味財産増減の部受取会費 5,600,000 円、

受取補助金等 61,315,000 円、経常収益計 69,365,820 円、2 経常費用、事業費 66,590,385

円、管理費 9,822,615 円、58ページをご覧ください。経常費用計 76,413,000円、一般正味

財産期首残高 7,047,180 円となります。59 ページをご覧ください。特別会計収支予算書と

なります。1 一般正味財産増減の部、事業収益 59,170,759 円、業務受託料収入 44,388,000

円、経常収益計 59,170,959円、2経常費用、事業費 55,228,400円、管理費 17,452,600円、

経常費用計 72,681,000 円、60 ページをご覧ください。一般正味財産期首残高 13,510,041

円となります。以上です。 

 

【議長 山下】 

 只今事務局から説明があったことに対して質問ありませんでしょうか。皆様のご協力によ

り令和元年通常総会を無事終了することができました。これをもって議長の儀を解かせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 

【司会 古川】 

それでは事務局より連絡事項等お願いいたします。 

 

【事務局 赤木】 

 事務局から何点か簡単な説明をさせていただきます。本日お配りしている資料を説明させ

て頂ければと思います。本来であれば総会資料に挟むべきだったんですが、すいません漏れ
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ておりました。令和元年度の事務局体制、職員の顔写真入りの紹介と担当業務を記載してお

りますのでぜひご確認、ご覧いただけれぼと思います。次に先ほどから何回か話にも出てい

ましたけれども来週の 7月 6日土曜日に WANIMA天草の乱、WANIMAの初めての凱旋ライブが

大矢崎緑地公園で開催されます。本日ご出席の皆様の中にもマーケットで出店される方もい

らっしゃると思うんですけれども、会場周辺が通行規制がかかります。近隣の皆様にはご迷

惑をおかけします。通行規制の情報等に関しましては当協会のホームページに記載しており

ますので、ぜひご確認いただき、また島外から来られる予定がある方がいらっしゃればです

ね、このチラシもしくはホームページの方をご案内していただければと思います。よろしく

お願いいたします。最後にサマースタンプラリーにつきましては、担当の古川より説明いた

します。 

 

【事務局 古川】 

 天草サマースタンプラリー2019と題しまして、夏の期間 7月 1日から 9月 30日までスタ

ンプラリーを開催いたします。1泊 2日以上の宿泊、並びに楽しむということで食、レジャ

ー、お土産、交通、裏面の参加店舗の中から税込み 500 円以上お買い上げの方スタンプ 2

個、合計 3 つのスタンプが揃いますと最高て 10 万円分の天草観光商品券があたるというキ

ャンペーンでございます。詳細につきましては、右下 QR コード、WEB に記載しております

のでご覧いただければと思います。 

 

【司会 古川】 

 閉会を副会長馬場昭治が申しあげます。 

 

【副会長 馬場昭治】 

 皆様長時間ありがとうございました。今回の総会で新たな会長が誕生しました。永田会長

本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。永田会長の指導のもと天草宝島

観光協会大きく変わりました。そして本渡支部の新たな会長山本博新会長がまた新たな船出

を迎えることになりました。若い力で盛り上げてくれると信じております。そしてそれを私

達理事も一生懸命サポートしていきますし、またここにお集まりの皆様方もぜひこれから新

しい天草宝島観光協会を後押ししていただきまして一緒に天草を後押ししていきましょう。

それではこれを持ちまして令和元年天草宝島観光協会の通常総会を閉会いたします。本当に

今日はありがとうございました。 

 

【司会 古川】 

 皆様にお知らせいたします。この後、懇親会を隣の会場で行います。ご参加される方は、

ご移動をお願いいたします。 

 

 

（一社）天草宝島観光協会令和元年通常総会の議事録につきましては、以上のとおりです。 


