
 
 

住民が共に育てる
観光まちづくり 

事例 

32 
長崎県 長崎市 

社団法人  長崎国際観光コンベンション協会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民が企画し、市民が実行し、 

結果としての利益も市民が享受する 

 「『長崎さるく博’06』は、オープンエリア型の博覧会の形式にそっ

て、わがまち長崎の魅力を広くプレゼンテーションするものであった」

と、「長崎さるく博’06」のコーディネート・プロデューサーの茶谷氏

は指摘する。市民が企画し、実行し、結果としての利益も市民が享受

することを目指した同博は、減少傾向にあった長崎市の観光客数を一

転させ、期間中 723 万人が「まち歩き」をし、延べ参加者数は 1,023

万人に達した。長崎市では、この平成 18年の「長崎さるく博’06」の

成功を受け、平成 19 年度から、社団法人長崎国際観光コンベンション

協会が運営事務局となり、通年実施型の「長崎さるく」をスタート。

学さるく・通さるくの参加者数は、平成 19～20 年度は、「長崎さるく

博’06」に比して半減したものの、コース数を順次拡充しながら対前

年プラスで推移。平成 22 年度には、「長崎さるく博’06」並みの参加

者数の獲得を実現し、長崎観光と一体的かつ持続的な取り組みとなっ

ている。 
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市民プロデューサー・ 

さるくガイドの長崎市民 

 
「長崎さるく博’06」は、市民が主

役（行政が下支え）であり、市民

がキーマン、市民プロデューサ

ーとなって隠れた場所、地域資

源の掘り起こしが取り組まれた。

結果、95 名の市民プロデューサ

ー、325 名のさるくガイド、184 名

のさるくサポーターが誕生し、そ

の後の「長崎さるく」へとつながっ

た 

第 2 種旅行業 



 
 

                      

個人客は上昇傾向にあったが、団体客減少

の速度に追いつかず、全体として減少傾向 
→ 旧来型の長崎市観光の取り組みを転換すべく、地

元人を中心に長崎市観光アクションプランを策定 

和華蘭に象徴されるユニークな資源が数多く

存在するが、活用することが難しい 

→ 継続することを前提に、市民が企画、実施、利益享

受を受けるイベント（長崎さるく博’06）を実施 

 
（地域の特徴） 

歴史に培われた和華蘭の文化と、その文化

の中で育った市民が住まう町 
 
 長崎市は、その歴史的な経緯から、和華蘭に象徴されるユニークで

魅力的な資源が数多く存在する。また、造船業をはじめとする長崎市

ならではの産業、経済活動も営まれており、さらに、そうした多様な

文化や産業によって構成される町には、多くの市民が居住し、各々が

長崎市の隠された魅力を楽しみながら生活している。こうした歴史、

文化、産業、そして市民が渾然一体となっていることが、長崎市の魅

力である。 

 
（取り組み概要） 

「まち活かし・人活かし」をコンセプトに、まち

歩き（さるく）を主体とした住民参加型の仕

組み「長崎さるく」 
 
 中長期的に観光客数が減少する状況を打開するためには、長崎市の

「まち」と「人」を活かし、個人化、体験重視化、女性主体化といっ

た観光スタイルの変化に対応していくことが必要であると長崎市観光

アクションプランにて提示。その上で、その具体策としてまち歩き（さ

るく）を主体とした住民参加型の仕組み「長崎さるく」の実施が検討

された。長崎さるくは、マップを片手に自由にまち歩きする「遊さる

く」、ガイド付きの「通さるく」、そして、専門家の講座や食事などが

付いた「学さるく」の 3本柱で構成され、市内複数の観光施設が竣工

する平成 18年(2006 年)を本番と定めた。その後、平成 16 年に 1ヶ月

ほどの「プレプレさるく博」、平成 17 年に 3 ヶ月ほどの「プレさるく

博」を実施。これらの準備期間を経て、市民プロデューサー95名、さ

るくガイド 325 名、さるくサポーター184 名を持って、平成 18 年に「さ

るく博’06」を開催。7 ヶ月で 723 万人が「まち歩き」をし、延べ参

加者数は 1,023 万人に達した。  

地域の課題 ソリューション 

「学さるく」の一例 ～光源寺『飴
屋の幽霊』ご開帳との組み合わせ 

「通さるく」の一例 ～長崎のチ
ャイナタウン 

 
212 日間にわたって開催された「長
崎さるく博’06」 



 
 

                      

一過性のイベントに留めず、持続的な活動、

取り組みとしていく仕組みが必要 
→ 「さるく博’06」を、通年実施型の「長崎さるく」とし、さ

るくのコースや実施手法を拡充、更新している 

さるくガイドなど、多くの市民参加者のモチベ

ーションを維持し続ける仕掛けが必要 

→ 新しいガイド発掘のためのガイド研修の実施や、さ

るく以外にもガイドの活躍の場を設けている 

 
（地域資源の発掘と活用術①） 

期間限定の「さるく博’06」から、通年実施型

の「長崎さるく」への転換 
 
 「さるく博’06」は、「市民が企画し、市民が実施すること」「結果

としての利益は全て市民が享受すること」「イベントの大半は継続され

ることを前提とすること」が基本方針として掲げられており、その成

功を受け、翌年平成 19年からは、通年実施型の「長崎さるく」として、

展開されることになった。しかしながら、博後の平成 19 年、学さるく、

通さるくの参加者数は、半減することになる。 

 
（地域資源の発掘と活用術②） 

コースの拡充、内容のリニューアル 
 
 参加者数が半減した中で、通年実施型の長崎さるくを定着させてい

くため、コースの拡充や内容のリニューアルが持続的に行われた。結

果、「さるく博’06」から平成 22 年度にかけて、「通さるく」は 31 コ

ースから 58コース、「学さるく」は 74 テーマから 133 テーマへと拡充

され、参加者数も増大を続け、平成 22 年度には、「さるく博’06」と

ほぼ同数の水準にまで回復した。 

 
（地域資源の発掘と活用術③） 

新たなガイドの発掘と、既存ガイドのモチベ

ーション維持向上 
 
 コースの拡充に並行して、毎年、ガイド研修を行うことで、新しい

さるくガイドを発掘、養成にも取り組んだ。また、既存のガイドには、

観光施設でのガイドや、ランタンフェスタなどのイベントへの協力依

頼などを行い、その活躍の場を確保し、モチベーションの維持向上に

努めた。結果、現在も「さるく博’06」時を上回る 430 名のさるくガ

イドが確保され、持続的な活動を行う礎となっている。  

地域の課題 ソリューション 

平成 19 年度から「長崎さるく」と
して新たに展開。Webサイトも新調
した 

 

コースは、紙媒体の他、Webサイト
にてテーマ別、ニーズ別に、細かく
検索可能 

新たなガイド発掘に向けて、ガイド
研修を毎年実施している 



 
 

 
 
 
（地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス） 

 

現在の「長崎さるく」が開催されるに至る転機として、以下の

4 点を指摘することができる。平成 15 年度の「長崎市観光 2006

アクションプラン」の策定。平成 16～17 年度の準備期間。平成

18 年度の「長崎さるく博’06」の開催。そして、平成 19 年度か

らの「長崎さるく」である。 

 

（年表） 

平成 15 年 
（2003 年） 

長崎市観光 2006 アクションプラン策定委員会が、ま
ち歩きを主体にした住民参加型の取り組み実施を

市長に提言 

平成 16 年 
（2004 年） 

(4 月)本部長を市長とする長崎市 2006 プロジェクト
推進本部を設置。長崎市観光 2006 アクションプラン

推進委員会（後の、長崎さるく博’06 推進委員会）を
設立。茶谷幸治氏をコーディネート・プロデューサー
に委嘱 
(10 月)2004 年プレプレイベントの開催 

平成 17 年 
（2005 年） 

(7 月)2005 年プレイベントの開催 
(10 月)公式ガイドブック発行 

平成 18 年 
（2006 年） 

(4 月)長崎さるく博’06 開催(212 日間) 

平成 19 年 

（2007 年） 

推進委員会から、長崎国際コンベンション協会に事

務局機能を移管。 
通年型の取り組みとして、「長崎さるく」を実施 

平成 22 年 

（2010 年） 

長崎さるく博’06 開催時と同程度の参加者数を獲得

（通さるく＋学さるく） 

 
 

 
（統計データ） 

数字でみる「長崎さるく」 
 
 長崎さるくの参加者数は、「長崎さるく博’06」の翌

年に半減したものの、その後のコース拡充や見直し、

テーマ設定などの取り組みによって増大し、平成 22 年

度には、「長崎さるく博’06」開催時と同程度の参加者

数を獲得するに至った。 

7/30～10/16 の 79 日間

開催。 

通さるく 15 コース、学さる

く 14 テーマ、長崎体験 5

テーマ。 

参加者数は 5,192 名 

「長崎さるく」ができるまで 

10/23～11/23 の 32日間

開催。 

通さるく4コース、学さるく

4 テーマ、長崎体験 3 テ

ーマ。 

参加者数は 2,890 名 
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