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（一社）天草宝島観光協会令和４年通常総会 議事録 

 

期 日  令和４年６月２８日（火） 

時 間  午後１５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３３４名 

 

１ 開 会 

【司会 山崎】 

ご案内いたしました時刻となりましたので、開会を当協会副会長江﨑航が申し上げます。 

 

【江﨑副会長】 

皆様本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。只今より天草宝島観光協会

令和 4年通常総会を開催いたします。 

 

２ 会長あいさつ 

【司会 山崎】 

一般社団法人天草宝島観光協会会長山本博がご挨拶申し上げます。 

 

【山本会長】 

大変お久しぶりとなっております。私が天草宝島観光協会の会長を仰せつかっております山

本と申します。今年度 2期目 4年目ということで最後の年になりますけれども、私が会長に

なってすぐコロナが猛威を振るい、なかなか総会を開催することができず皆様にお集まりい

ただいて話をさせていただく機会が少なかった気がします。誰が会長だろうと思っている方

も多かったと思います。本日はたくさんの来賓の方々にもお越しいただきありがとうござい

ます。コロナ禍において総会を開くにしても、来賓の方々もどれくらいお招きしていいもの

か大変悩みましたけれども、少しずつ経済を回さなくてはいけないのでコロナ前の日常に戻

していかないといけないと、宝島観光協会としましても考えましたのでお声かけさせていた

だきました。改めまして本日は総会をさせて頂こうと思っています。先程も申しましたよう

にコロナという何百年に一度の事態が起きまして、日本だけではなく世界中が今までかつて

ないような状況に陥っています。私が会長になった時、コロナ前だったので私の会社の話を

させていただいて、理事会等でも毎回私の会社の現状を数字で話をさせていただいています。

売上は生々しいものがあって、売上ではなくお客様数の話をさせていただいていました。私

の会社が 6 月決算で 7 月から新しい期が始まります。コロナ前は 1 年間に 10 万 7 千人程お

客様に来て頂いていました。今日日曜日までの来場者数の確認をしたところ 5万 103人でし

た。コロナ前とすると約半分。それぞれのお店でパーセンテージは違うんですけれども、お

客様の数でいくと半分という状況になっています。飲食店でこの状況だと島外からお客様に
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来て頂いて成り立つ観光業はもっともっと大変な事態を迎えているのかなと思います。コロ

ナ禍の中でどんな風にやっていけば観光を盛り上げていけるのか、観光協会含む会員の皆様

より多くの観光客に来ていただいて、生業が栄えていくのか答えが見えないなど悩み続けた

2年間となりました。このような中で少しづつ観光協会の在り方を考える時間を頂きました

ので、新たなチャレンジ、仕組みを変えてみたり。具体的に言うと天草宝島観光協会本部と

別に支部という形でいろいろな催しをしたり、お客様を呼び込む施策を考えたりしていまし

た。天草宝島観光協会という 1つの団体なので、支部という役割をなくして業界という形で

取組み 4 つの部会を立ち上げさせていただきました。宿泊、物販、アクティビティ、飲食、

4 つの観光の中で大きい土台を立ち上げて天草全体で業種間の情報を共有して色々なこと

を考えて部会同士の繋がり通じて新たな観光を作り出していきたいということで発足させ

ていただきました。まだまだ形にはなっていませんけれども、スタートしたばかりの事業に

なっています。コロナの 2年間で会員の皆様に観光協会何をやっているんだろうという思い

もあると思います。新しく始めた事業はどうなっているんだろう。というような疑問もある

のかなと思いますので、そういうことを尋ねるという意味でもこの総会の意味かなと考えて

います。ぜひ皆さまから色々な意見をいただきまして今後の天草の観光の発展のために繋げ

ていきたいと思っています。即日回答できない場合は必ず後日事務局から回答を送っていた

だくようにしたいと思います。会員の皆様におかれましては気兼ねなくお尋ねいただければ

と思います。それに加えましてコロナ禍ということもあり、長時間の会議が難しくもありま

すのでスピーディーな進行にも協力を頂いて、総会を終えることができるよう皆様の協力を

頂きまして会長挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い致します。 

 

３ 来賓あいさつ 

 【司会 山崎】 

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。天草市長馬場昭治様の挨拶を天草市観光文化部長上

田伸広様からお願いいたします。 

 

【天草市観光文化部長 植田伸広氏】 

皆様こんにちは。只今ご紹介頂きました、天草市観光文化部長の植田と申します。本日馬場

市長が公務の為出席できません。祝辞を預かって参りましたので代読させていただきます。

本日一般社団法人天草宝島観光協会総会が盛大に開催されますことをお喜び申し上げます。

また会員の皆様におかれましては、日頃から本市の観光振興に大変で熱心にお取組みを頂い

ておりますことに際し心から感謝を申し上げます。さて昨今の新型コロナウィルス感染拡大

により全国的、世界的にもとても厳しい状態が続いています。とりわけ緊急事態宣言の発出

や、蔓延防止等重点措置の適用など、外出や移動そのものが自粛を求められ、何度も続いた

ことにより観光業を始めとし多くの産業に多大な影響を及ぼしました。本市におきましても

令和元年 28万人だった宿泊客数が令和 2年には 8万人も減少し、約 20万人になるなど大き

な打撃を受けたことから、本市といたしましても観光事業者への支援策として宿泊キャンペ
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ーンや感染防止対策の補助金を創設するなど観光協会をはじめとする各種団体とともに連

携を図りながら様々な事業を実施してきたところでございます。本年 3 月 21 日の蔓延防止

等重点措置の適用終了後は、ワクチン接種が進んだことや、感染防止対策の徹底などにより

感染拡大が防がれ少しづつではありますが、天草にも観光客が戻りつつある状況でございま

す。更に、今後は様々な制限も緩和されていき国内だけではなく海外のお客様も増えまして、

多くの方にとってコロナ禍の中で控えていた旅行が日常生活の中に戻ってくることが想定

されます。本市といたしましてもこれを好機ととらえそのような方々に旅の目的地として天

草市を選んでいただけるようプロモーションや各種取組を積極的に進めていくこととして

おります。その中で本物の観光資源の魅力を伝え継続的に誘客を図ることが天草宝島観光協

会との連携、そして会員事業者の皆様の取り組みが欠かせないものと考えております。今後

も観光協会、観光事業をはじめとする各事業者の皆様、地域団体や市民の皆様、そして行政

が一体となって歩こう振興による天草地域の活性化に繋げてまいりたいと考えております

ので、引き続き皆様方のより一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。次に天草宝

島観光協会の更なる発展と、本日お集まりの皆様方の益々のご健勝を祈念いたしまして私か

らの挨拶とさせていただきます。令和 4年 6月 28日天草市長馬場昭治。代読でございます。

誠におめでとうございます。 

 

【司会 山崎】 

ありがとうございました。続きまして天草市議会議長中尾友二様お願いいたします。 

 

【天草市議会議長 中尾友二】 

 皆様こんにちは。只今ご紹介にいただきました天草市議会議長の中尾友二でございます。

一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。天草宝島観光協会令和 4年通常総会の開催にあ

たり、天草市議会を代表いたしまして一言ご挨拶をさせていただきます。天草宝島観光協会

におかれましては、本市の観光振興に日々ご尽力いただいていますことに心より感謝を申し

上げます。さて、新型コロナウィルス感染症感染拡大以降、人の移動そのものに制限が課さ

れ観光事業は急速に減少し観光関連産業を始め多大な業種で水を飲む影響を受けていると

思います。このような状況の中、本市のウィズコロナ、アフターコロナの景気不要の切り札

的存在は、何よりも観光振興でございます。本市は、県下最大級の面積を有し豊かな地域資

源が各地域に点在している利点がございます。また令和 5年の春には、皆様ご承知のように

仮称第 2瀬戸大橋が開通する予定であり、秋には御所浦恐竜の島博物館がオープンする予定

であります。これにより多くの観光客の来島が期待されるところでもございます。その観光

資源の核となっていただく天草宝島観光協会に寄せる期待は私共といたしましても、誠に大

きなものがございます。本日お集まりの会員の皆様におかれましては、本市発展において皆

様が携わる役割の大きさを再度ご認識頂き今後とも市政への温かいご支援、ご協力をお願い

いたします。結びになりますが、本会の今後さらなるご発展と、会員の皆様の益々のご健勝

を祈念いたしまして私のご挨拶とさせていただきます。令和 4 年 6 月 28 日天草市議会議長

中尾友二。本日の総会の開催誠におめでとうございます。 
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【司会 山崎】 

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松岡正之様お願いいたします。 

 

【熊本県天草広域本部長 松岡正之】 

皆様こんにちは。ご紹介頂きました広域本部松岡でございます。こういった形の総会 3年ぶ

りの開催と伺っております。顔を合わせての総会開催お祝い申し上げます。宝島観光協会に

おかれましては、山本会長始め会員の皆様方、天草地域の観光振興にご尽力いただき、また

県政にご理解ご協力いただき改めて御礼申しあげます。昨今の課題である新型コロナウィル

スにおいて、天草地域は都市部と時間差で人が増えたり、減ったりしています。今年になっ

て３千を超える陽性者が報告されています。これまで度重なる行動制限、休業要請にも協力

いただきまして、なんとか足掛けになっている状況でございます。皆様方のご協力に改めま

して感謝を申し上げます。今年の広域本部の話題といいますと、先程議長からもご紹介があ

りましたように、第２瀬戸大橋の開通でございます。いよいよ、今年度末ということになり

ました。国道３２４号の渋滞が大きく緩和される、天草の周遊性が高まるというところでこ

れまで以上に期待をしているところではありますが、これまで観光協会で実施されているい

ろいろな食のイベント等を楽しみに来ていただくお客様が渋滞にはまると、天草の良いとこ

ろがいっぺんに吹き飛んでしまうような状況になったら、今年度末以降はそれが解消すると

いうことで大変喜ばしいことであります。これに併せて天草の魅力をしっかりと発信をして

いきたいと思っております。推進協議会、県で事務局を持っておりますが、市を中心に今回

は福岡をターゲットに情報発信をしてまいりたいと思っておりますので、どうか皆様ご協力

の程宜しくお願いいたします。引き続き天草市さんのほうでも大矢崎にスポーツコミッショ

ンセンターが整備中でございます。御所浦恐竜の島博物館、苓北町ではビジターセンターリ

ニューアルオープンです。橋の開通に合わせていろいろな出来事が追い風になるようなこと

が出てまいります。我々も一生懸命頑張りますが、会員の皆様が先導者になって引っ張って

いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますが天草

宝島観光協会の益々のご発展と本日ご出席の皆様の益々のご健勝を祈念申し上げまして私

のご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。 

 

【司会 山崎】  

本日ご臨席賜りました来賓の皆様をご紹介します。前列左より天草市長、代理天草市観光文

化部長植田伸広様、天草市議会議長中尾友二様、熊本県天草広域本部長兼天草地域振興局長

松岡正之様、熊本県議会議員池田和貴様、熊本県議会議員楠本千秋様、熊本県議会議員西村

尚武様、熊本県観光戦略部政策審議監府高隆様、公益社団法人熊本県観光連盟会長専務理事

村上徹様、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

会会長古賀源一郎様、一般社団法人天草四郎観光協会会長松本秀彦様、あまくさ苓北観光協

会会長武林公久様。本日はご臨席いただきありがとうございます。熊本県議会議員池田和貴

様、天草市議会議長中尾友二様におかれましては、公務のため只今をもちまして退席をされ



 - 5 - 

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 516 名のうち本日の出席者 47 名、委任状の提出が 287 名で合計 334 名過半数に達

しており、会議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。本渡

支部の大中禎詞様にお願いしたいと存じます。ご異議ありませんか。では大中様よろしくお

願いいたします。 

 

４ 議長選出 

 只今議長に指名を受けました、本渡支部の大中禎詞でございます。それでは着席をして議

長務めさせていただきます。それではこれより会を始めますが大事な機会でございます。皆

様のご理解頂きながら円滑に議事がすすむようご協力を宜しくお願いいたします。それでは

議事録の作成を事務局に、署名人を本渡支部一郷幸則様、五和支部野﨑多喜子様よろしく願

いいたします。議案第 1号令和 3年度事業報告について、議案第 2号令和 3年度決算及び監

査報告についてを議題とします。事務局に説明を求めます。 

 

【事業部マネージャー 大塚】 

 事業部マネージャーの大塚です。着座にてご説明を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 2～3 ページをご覧ください。

１観光宣伝及び観光客の誘致事業で季節ごとにグルメキャンペーンを実施しました。秋に天

草伊勢えび祭り、あまくさ丼丼フェア、冬に＃天草大王と車えび、春に天草生うに三昧を開

催しております。通年で、天草朝食を紹介しています。実績についてはそれぞれ記載の通り

です。本年 5月末で実施しておりました、天草生うに三昧の実績がまとまりましたので、こ

の場でご報告いたします。宿泊・日帰り含めの人数は、合計 8,512名、前年比 116％、前々

年比 249％でした。売上合計は 56,301,322円で、前年比 114％、前々年比 326％でした。 

なお、天草生うに三昧では、各メニューに 100円の資源保護費を創設し、藻場の再生や稚ウ

ニの放流に充てる資源保護費を徴収しました。総額 444,879円を今後天草漁協に寄付し、資

源の保護に充てる予定です。4～6 ページをご覧ください。各支部が中心となり、事業を実

施しております。7～8 ページをご覧ください。周辺地域との連携事業及び、修学旅行を誘

致するための教育旅行の事務局を行いました。9 ページをご覧ください。部会を立ち上げ、

各部会で事業に関する協議を行っております。詳しい内容は 10ページ以降をご覧ください。

なお、随時部会員を募集しておりますので、事務局へ所属希望の会員の皆様はご連絡くださ

い。14 ページから特別会計の事業になります。天草市からの受託事業及び広告収入やポル

ト指定管理、冬の天草誘客推進協議会の事務局等を受け、収益を得ております。17 ページ

には、昨年 10 月～12 月まで天草市地域の魅力再発見キャンペーン vol.2 を実施し、のべ

6,452人の集客につながっています。決算については城下よりご説明します。 
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【事務局マネージャー 城下】 

 総務部の城下と申します。着座にて説明いたします。27ページをお開きください。令和 3

年度決算報告を致します。貸借対照表資産の部流動資産合計 12,918,294 円、資産合計

15,218,304円、負債の部負債合計 10,294,612円、正味財産合計 4,923,692円、負債及び正

味財産合計 15,218,304 円。28 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。

経常収益、受取会費 5,950,000 円、受取補助金等 54,264,896 円、経常収益計 63,290,299

円、経常費用 1 事業費 61,768,469 円、2 管理費 1,088,572 円。29 ページをご覧ください。

経常費用計 62,857,041 円、当期経常増減額 433,258 円、一般正味財産期首残高 4,490,434

円、一般正味財産期末残高 4,923,692 円となります。30 ページをご覧ください。特別会計

の貸借対照表になります。流動資産合計 39,363,823円、負債の部、負債合計 5,557,325円、

一般正味財産合計 33,806,498 円、負債及び正味財産合計 39,363,823 円。31 ページをご覧

ください。特別会計正味財産増減計算書になります。経常収益 5 事業収益 78,685,011 円、

業務受託料収入 70,946,195 円、経常収益計 79,648,233 円、経常費用 1 事業費 67,766,038

円、2 管理費 3,818,800 円、経常費用計 71,584,838 円、当期経常増減額 8,063,395 円。32

ページをご覧ください。一般正味財産期末残高 33,806,498円となりました。 

 

【議長 大中】 

ありがとうございました。令和 3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 宮﨑】 

 監事の宮崎でございます。私から監査報告をさせていただきます。33 ページをご覧くだ

さい。令和 3 年 4 月 1日から令和 4 年 3 月 31 日までの事業年度における会計及び業務の監

査につきましては、私と近藤監事 2 名にて四半期ごとの定期監査並びに 5 月 20 日に決算監

査を行いました。決算監査におきましては、福田事務局長他 2名の職員立ち合いのもと帳票

並びに関係書類、預金通帳との突合出納帳精査を行いました。監査の結果は報告書の通りで

ございますが、事業報告等の監査結果につきましては、事業報告並びに付属明細は、法令及

び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。理事の職務の執行に関す

る不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。次に計

算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果につきましては、これらの書類は当法

人の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認めます。令和 3年度における各理事の業務執行状況につきましては、適正であったと認め

ます。以上ご報告させていただきます。 

 

【議長 大中】 

 ありがとうございました。只今事務局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、発信につきましては、趣旨を明確にまた端的に発言願います。それではご質

問ある方は挙手にてお願いいたします。質問がないようですので、令和 3年度事業報告並び
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に決算の報告につい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。皆様ありがとうございました。次に第 3号議案役員の

選任についてを議題とします。事務局に説明を求めます。 

 

【事務局マネージャー 城下】 

 理事である天草市市役所平山高広氏が人事異動により観光振興課長から天草市役所牛深

支所総務振興課長に就任され、辞任届が提出されていますので、理事候補者 1名についてお

諮りします。理事候補者天草市観光振興課長松﨑義文様ご起立ください。 

 

【議長 大中】 

 お諮りします。理事について承認していただける方は挙手をお願いします。ありがとうご

ざいます。挙手多数と認めます。よって理事候補者として松﨑義文様を原案通り可決いたし

ます。ありがとうございました。それでは議事を続けます報告第 1号令和 4年度事業計画及

び収支予算について事務局からの報告をお願いします。 

 

【事務局マネージャー 大塚】 

事務局より説明させていただきます。3月に開催いたしました理事会において令和 4年度の

事業計画並びに予算につきましては承認を受けておりますので、今回はご報告とさせていた

だきます。資料は 36 ページをご覧ください。令和 4 年度一般社団法人基本方針は、アフタ

ーコロナに向けた新しい観光にチャレンジとしており、会員自ら考え、新しいことにチャレ

ンジし、アフターコロナを見据えた天草の観光の取り組みを行うこととしております。下記

の４つの柱をもとに、事業を展開していくこととしております。①新型コロナウイル須の感

染防止に最大限努力し、安心安全な旅行を提供できる取り組みを行う。②地域の枠を超え業

種での連携を深め、活動を行う③天草の食で満足度向上をする。④組織運営の円滑化を図る。

昨年度に加え新規に実施する事業について説明いたします。38 ページをご覧ください。項

目 2段目に天草市の宿泊実態調査とございます。天草市の観光施策の重要な指標となる宿泊

客数及び宿泊施設概要等を把握するため、年間を通じて市内の全宿泊施設を対象にした調査

を行うことが新規事業になります。予算については城下よりご説明いたします。 

 

【事務局マネージャー 城下】 

40 ページをご覧ください。一般会計の収支予算書になります。一般正味財産増減の部、受

取会費 5,900,000円、受取補助金等 58,979,000円、受取負担金 3,510,000円、雑収益 269,318

円、経常収益計 68,658,318 円。経常費用、事業費 69,919,988 円、委託費 35,367,400 円、

管理費 1,362,012円、41ページをご覧ください。経常費用計 71,282,000円となります。42

ページをご覧ください。特別会計の収支予算書となります。事業収益 42,551,000 円、業務

受託料収入 31,942,000円、その他収入 2,869,000円、経常収益計 42,552,502円、経常費用、

事業費 44,376,000 円、経常費用計 76,359,000 円、43 ページをご覧ください。一般正味財

産期末残高 33,806,498円となります。以上になります。 
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【議長 大中】 

只今事務局よりご報告がありましたことについて、皆様に質問をお伺いします。ご質問があ

られる方は挙手にてお願いします。なきようですので、只今の報告を持ちまして議題がすべ

て承認されたこととして事務局に進行をお返しします。皆様ご協力ありがとうございました。

これを持ちまして議長を解任させていただきます。ありがとうございました。 

 

【司会 山崎】 

 それでは閉会を当協会副会長田口京重が申し上げます。 

 

８ 閉会 

【副会長 田口京重】 

 皆様長時間と言おうと思ったんですけれども、時間もそんなにかからずスムースに短い時

間でできました。ありがとうございました。ここ 2年コロナウィルスの関係で経済状況、社

会的な状況が大きく変化しました。しかしながら今年度から行政と会員の皆様と一緒になっ

てウィズコロナに向けての取り組みが開催かれることに期待しております。これを持ちまし

て令和 4年天草宝島観光協会通常総会を閉会します。本日は誠にありがとうございました。 

 

【司会 山崎】 

皆様にお知らせいたします。この後午後 4 時 30 分より懇親会を隣の会場で行います。今回

は着座形式のため準備に 30 分程度かかります。申し訳ございませんがご参加される方は 1

階控室または、ロビーなどでお待ちください。お時間になりましたら入口の座席表をご覧の

うえご移動願います。ありがとうございました。 

（一社）天草宝島観光協会令和４年通常総会の議事録につきましては、以上のとおりです。 

 

 

令和４年６月２８日 

 

  


