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1．全体構想 

1-①．観光立国ショーケースにおいて目指す姿 

 

「交流の産業化により栄える和華蘭文化のまち・長崎」 

 

長崎市は、古くからヨーロッパ・中国など世界に開かれた窓口として、440 年以上の歴史を有する

人の交流によって栄えた都市であり、歴史、伝統、文化、自然及び景観など豊かな地域資源がある。

東アジアに最も近い地理的条件にも恵まれ、近年、クルーズ客船をはじめとする外国人旅行者の増加

が著しい。 

この豊かな地域資源や立地を活かし国内外から人を呼び、交流人口が拡大することで、新たな創業

や雇用創出を促し地域経済の底上げを図る「交流の産業化」を長崎創生の特定戦略として掲げている。 

その中で、観光産業を生産性の高い基幹産業に成長させ、裾野の広い様々な分野において稼ぐ力を

伸ばし、経済の好循環を生み出していく。 

また、市民はおもてなしや異文化交流を通じ、まちの魅力や価値を再発見することで、世代を超え

育んできた長崎の歴史、伝統、文化等に対する誇りと愛着を深め、観光地域づくりへの積極的な参画

の気運を高めていく。 

官民一体となった「オール長崎」による「観光立国ショーケース」の取組みを加速することにより、

2020年までに「交流の産業化により栄える和華蘭文化のまち・長崎」の実現を目指す。 

 

この「交流の産業化により栄える和華蘭文化のまち・長崎」の実現に向け、観光立国ショーケース

の取組みの柱である「日本版DMOの確立」、「観光資源の磨き上げ」、「ストレスフリーの環境整備」、「海

外への情報発信」の4つの項目ごとに、目指す姿を掲げる。 



2/21 

 

1 日本版DMOの確立 

目指す姿:  世界水準の「長崎市版DMO」の確立による観光地経営が実現している 

長崎大学をはじめとする地元大学や民間企業及び長崎県との連携による観光客の属性、移動、宿

泊、消費等に関するビッグデータ収集・分析の基盤整備により、科学的なマーケティングが実現し

ている。また、地元関係機関との連携により、専門人材が育成され、効果的なブランディング及び

プロモーションが実施されている。 

さらに、地元金融機関をはじめとする民間資金の活用により、創業やイノベーションが活発化し

長崎の文化や自然等の強みを活かした様々なサービスが提供されている。 

商店街や農林水産業など多様な関係者を巻き込み、DMO が観光地経営の舵取り役としてマネジメ

ントすることにより地域にお金が落ちる仕組みができ、「稼ぐ力」を十分に引き出せている。 

併せて、DMO として安定的な自主財源を持ち、自律的かつ持続可能な組織運営及び事業実施が実

現している。 

 

2 観光資源の磨き上げ 

目指す姿: 「長崎にしかない」「長崎でしかできない」満足度の高いコンテンツを提供している 

軍艦島等を構成資産とする「明治日本の産業革命遺産」、平成30年度に世界遺産登録を目指して

いる「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の活用、世界新三大夜景（香港、モナコととも

に平成24年10月認定）のさらなる進化、江戸時代、西洋への唯一の窓口であった出島の復元整備

等が進み、長崎への旅行の動機づけとなる多様な観光資源が充実している。 

世界遺産、巡礼、夜景などテーマ性・ストーリー性のある周遊ツアーの造成や、伝統芸能である

「長崎くんち」、「長崎検番」などの文化を活用した体験コンテンツが四季を通して提供されている。 

市内中心部だけでなく、外海地区、高島地区、伊王島地区、野母崎地区など旅行者の多様なニー

ズに対応した交流コンテンツが充実し、滞在満足度の向上が図られている。 

 

 3 ストレスフリーの環境整備 

目指す姿: 誰でも、いつでも、どこでも、不自由なく安心して長崎の滞在を満喫している 

日本有数のクルーズ客船の寄港地として、1隻あたり4～5,000人規模での入国・観光など一度に

多くの観光客の受け入れを円滑に行っている。 

観光施設、商業施設、交通機関など外国人旅行者が訪れる全ての場所で英語、韓国語、中国語を

基本とした多言語対応とピクトグラムの活用が進むとともに、通訳アプリなどICTを活用したコミ

ュニケーションツールも導入され、誰もが言葉の不自由を感じることなく、滞在を楽しんでいる。 

公衆無線LAN環境については、民間事業者との連携により、Nagasaki City Wi-Fiの面的整備が

拡充し、観光施設、宿泊施設、商店街等の商業施設においては、キャッシュレス化が完了している。 

中心市街地においては、まちぶらプロジェクトが完了し、回遊性が飛躍的に高まり、滞在時間の

拡大により観光消費の増加が促されている。さらに、医療機関における急患への対応強化及び災害

発生時の避難誘導対策がしっかり図られている。 

 

4 海外への情報発信 

目指す姿: 国際観光都市としての認知度が飛躍的に向上し、多くの外国人旅行者が訪れている 

平和都市としての知名度と同様に、国際観光都市として認知され、2020年の東京オリンピック・

パラリンピック開催時には、世界中から多くの外国人旅行者が長崎を訪れている。 

また、団体旅行のみならず、多様な目的で滞在を楽しむ個人旅行者が増加している。 
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1-②.数値目標 

 

1 計画目標（ＫＰＩ：重要業績評価指標） 

ＫＰＩ 
基準値 

平成27 年 
目標値 

平成32 年 

観光消費額 1,368億円  1,600億円  

観光客数 669万人  710万人  

観光消費単価 20,442円  22,535円  

就業者誘発数 30,749人  35,600人  

観光満足度 55.8％  60%  

リピーター率 61.7％  67.0%  

     ※観光満足度は、観光動向調査における「大変満足」の回答割合を示す。 
     ※リピーターは、来訪２回以上を示す。 
     ※就業者誘発数は、観光消費額を基に長崎県産業連関表を用いて算出・推計した数値であり、 

県内における就業誘発数。 

 

 

  2 観光客数の増に向けた具体的指標 

具体的指標 
基準値 

平成27年 

目標値 

平成32年 

日帰り客数 381.4万人  407.0万人  

宿泊客数 288.0万人  303.0万人  

外国人延べ宿泊者数 33.8万人泊  40.0万人泊  

クルーズ客数 43.5万人  55.0万人  

修学旅行生数 29.7万人  35.0万人  

ＭＩＣＥ参加者数 33.5万人  39.2万人  

主要観光施設入場者数 256.5万人  286.0万人  

     ※主要観光施設入場者数は、グラバー園、出島、大浦天主堂、端島見学施設及びロープウェイの入場者数 

（利用者数）の合計を示す。 
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3 観光消費単価の増に向けた具体的指標 

具体的指標 
基準値 

平成27年 

目標値 

平成32年 

一般宿泊客 

観光消費単価 

（1人当たり） 

30,822円  34,900円  

一般日帰り客 

観光消費単価 
13,696円  14,900円  

平均宿泊数 1.35泊  1.65泊  

 

 

※ KPI及び具体的指標については、国の新たな目標値等を考慮し、今後見直しを検討していく。 
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2．取組内容 

2-①．日本版DMOの確立 

 

1 組織体制 

平成28年4月、（一社）長崎国際観光コンベンション協会は、日本版DMOの候補法人として登録さ

れた。平成28年7月、同協会内に「DMO推進本部」を設置し、プロパー職員2名と地元民間企業か

らの出向者2名の計4名体制により、インバウンドを中心とした取組みを開始したところである。 

 

 
 

 

2 具体的な取組の概要 

【平成28年度】 

平成28年度は、「レベル1」を達成するため、インバウンドを対象とし、下記の取組みを進めた。 

（1）多様な関係者の合意形成及びDMOを核とした観光まちづくりの意識醸成 

観光まちづくりやDMOの目指す方向性については、長崎都市経営戦略推進会議（長崎サミット

（構成:県、市、経済界、大学等））のメンバーである長崎の経済団体（長崎経済同友会）や地元

大学等関係団体とも協議を重ね、合意形成を進めるとともに、市民や事業者を対象としたセミナ

ー等を開催し意識醸成を図っている。 

今後、外部組織として、長崎市DMO推進協議会等を設置し、多様な主体との合意形成を図る。 
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（2）ビッグデータを活用したインバウンド戦略の策定 

モバイル空間統計等によるビッグデータを活用したデータ分析や官民連携による観光地づく

りのビジョン策定として「インバウンド戦略」を策定している。 

今後、ビッグデータの収集・分析については、域内・域外への移動分析に加え、九州内の移動

データ等の分析など、より詳細に外国人旅行者の動向等を把握するとともに、インバウンド戦略

に基づき、魅力的な商品づくりやプロモーションを推進する。 

 

（3）PDCAサイクルの導入 

長崎大学をはじめとする地元大学や民間企業で組織する「（仮）ビッグデータラボ」の構築を

図り、PDCAサイクルの導入を推進していく。 

 

 

 【平成29～32年度】 

   現在のインバウンドを対象とした取組みについて、成果や課題を検証し、継続的改善を図るとと

もに、年次計画で国内観光やMICE も対象とした取組みへ拡大させ、次の取組みにより「レベル3」

のDMO確立を目指す。 

 

（1）ワンストップサイトの活用等による本格的マーケティングの実施 

各種既存サイトの整理・統合・改良による総合ワンストップサイトの構築及びICTを活用した

情報発信、商品案内システムの構築等により本格的なマーケティングに取り組む。 

 

（2）多様な主体のプラットフォーム形成 

観光事業者を中心とした様々な民間団体等との協議・合意形成を重ねるとともに、外部専門家

の視点や助言も踏まえ、有機的なプラットフォームづくりを推進する。 

   

（3）安定的な財源確保及び自律的経営の推進 

     周遊ツアーや体験型コンテンツ等商品造成・販売等によるサービスの提供をはじめ、安定的

な財源確保による自律的な経営を推進し、民間から投資拡大を図る。 

また、宿泊税の導入についても検討を行う。 

   

  （4）専門人材の確保・育成 

長崎国際観光コンベンション協会の組織・人員体制、業務内容及び経営内容の本格的な見直し

を行うとともに、専門人材の確保・育成に取り組む。 

   

  （5）広域連携の強化 

九州観光推進機構が推進する「温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート」をはじめ、隣県の

DMO等との連携強化を図る。 
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2-②．２０２０年度までの取組事項 

(1)取組概要（総論） 

 

1 観光資源の磨き上げ 

長崎独自の歴史、伝統、文化、自然や景観などの豊かな資源を徹底的に磨き上げるとともに、これ

まで不足していた滞在型コンテンツの充実を図る。 

2つの世界遺産（候補）の「明治日本の産業革命遺産」、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」の保存・活用、世界新三大夜景の魅力向上、国指定史跡「出島」の復元整備等を推進する。 

世界遺産、巡礼、夜景などテーマ性・ストーリー性のある周遊ツアーの造成や、「長崎くんち」、「長

崎検番」などの伝統文化、「卓袱料理」をはじめとする豊かな食文化を活用した「長崎でしかできな

い」体験コンテンツやメニューの充実を図る。 

・ 「明治日本の産業革命遺産」及び「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の保存・活用 

・ 世界新三大夜景の魅力向上（遠景・中近景の夜景の重点的整備） 

・ 国指定史跡「出島」の復元整備・活用 

・ 伝統芸能や地域文化、離島などの自然を活かした滞在型体験プログラムの充実 

・ 食と体験を組み合わせたコンテンツの充実   など 

 

 2 ストレスフリーの環境整備 

クルーズ客船など急増する外国人旅行者の受入に伴う交通渋滞緩和、医療機関における急患への対

応強化や災害発生時の避難誘導対策等の課題解決に取り組むとともに、外国人旅行者が一人でも安心

して周遊・滞在を楽しむための環境整備を行う。 

英語、韓国語、中国語を基本とした多言語対応及びピクトグラムの活用を推進するとともに、通訳

アプリなどICTを活用したコミュニケーションツールの導入を促進する。公衆無線LAN環境の整備に

ついては、民間事業者と連携しNagasaki City Wi-Fiの面的整備を推進し、観光施設、宿泊施設、商

店街等の商業施設において、キャッシュレス化を進める。 

・ クルーズツアーバスによる交通渋滞解消 

・ 医療機関における急患への対応強化 

・ 災害発生時の対応強化 

・ 公衆無線LAN環境の飛躍的改善 

・ 商店街など民間と連携したキャッシュレス化の推進  など 

 

3 海外への情報発信 

最重要市場のアジアだけでなく欧州やオーストラリアを対象市場に加え、平和都市としての知名度

を活かした情報発信を強化するとともに、FIT対策を強化するため、WEBプロモーション等デジタル

マーケティングを重点的に進める。 

・ 2020年の被爆75周年を契機とした「平和都市」の知名度を活かしたプロモーション強化 

・ 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録を契機とした巡礼ツアー誘致 

・ ICTを活用した動画コンテンツ等の充実 

・ 羽田空港・成田空港利用者の国内線・JRパスを活用した誘客促進  など 
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(2)取組の具体的な内容 

１ 観光資源の磨上げ  

 

＜地域資源を活用した新商品・サービスの開発・提供等＞ 

（1-1）ストーリー性のある周遊ツアー造成 

【実施主体】 

長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

平成28～31年度 

【内容】 

 民間事業者と連携し、世界遺産や夜景、歴史・「和華蘭」文化などテーマ性・ストーリー性のある周

遊ツアーを企画・造成する。既存ツアーについても、モニター体験など検証を重ね、販売促進につな

げる。 

 〔観光庁〕「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の活用 

     「広域観光周遊ルート形成促進事業」の活用 

【目標及び期待される効果】 

   滞在時間の拡大による観光消費額の増加及び滞在満足度の向上 

 

（1-2）伝統芸能や地域文化を活用した体験コンテンツの充実 

【実施主体】 

長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

平成29～31年度 

【内容】 

 民間事業者と連携し、「和華蘭」文化の魅力あふれる「長崎くんち」の出し物の一つである「龍踊り」

や「長崎検番」など長崎の伝統芸能や地域文化を活用した体験コンテンツを企画・造成する。 

既存メニューについても、モニター体験など検証を重ね販売促進につなげる。 

【目標及び期待される効果】 

   滞在時間の拡大による観光消費額の増加及び滞在満足度の向上 

 

（1-3）新たなお土産品の開発・販売 

【実施主体】 

 長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

 平成29～31年度 

【内容】 

 観光資源を活かしたお土産品開発に関するセミナー・個別相談会の開催及びコンテストの実施によ

り、民間事業者による新たなお土産品の開発を促進するとともに、観光消費額の拡大につなげる。 

【目標及び期待される効果】 

観光消費額の増加及びお土産品の充実による消費者の満足度の向上 
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（1-4）伝統工芸品の観光資源化 

【実施主体】 

 長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

 平成29～31年度 

【内容】 

 ステンドグラス、蚊焼包丁、長崎刺繍など「和華蘭」文化が息づく伝統工芸品の魅力発信の強化を

図るとともに、体験コンテンツを企画・造成する。既存メニューについても、モニター体験など検証

を重ね、販売につなげる。 

【目標及び期待される効果】 

   滞在時間の拡大による観光消費額の増加及び滞在満足度の向上 

 

 

＜日本食・食文化、農山漁村等の魅力活用等＞ 

（1-5） 魅力ある食材、メニューのブランド化 

【実施主体】 

 長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

 平成29～31年度 

【内容】 

新たなご当地グルメや特産品開発など地域ブランドの核となる素材、メニュー等を開発し、情報発

信を充実させることにより、食による消費拡大を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   飲食による消費額の増加及び滞在満足度の向上 

 

（1-6）食と体験を組み合わせたコンテンツの充実 

【実施主体】 

 長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

平成28～31年度 

【内容】 

 漁港などでの「漁業体験」と「漁師めし」等食と体験を組み合わせたコンテンツを企画・造成する。 

 〔観光庁〕「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の活用 

     「広域観光周遊ルート形成促進事業」の活用 

【目標及び期待される効果】 

滞在時間の拡大による観光消費額の増加及び滞在満足度の向上 
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＜文化財や地域の歴史的まちなみの保存・整備・活用、良好な景観の形成等＞ 

（1-7）「明治日本の産業革命遺産」の保存・活用 

【実施主体】 

 長崎市 

【時期】 

 ～平成32年度 

【内容】 

 「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産を適切に保存し、世界遺産

価値の理解促進を図るとともに、観光資源としての活用を推進する。 

また、世界遺産観光案内所の設置、構成施設における観光客受入態勢の整備を進め、観光客の満

足度向上を図る。 

〔文化庁〕「歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業」の活用 

     「防災・耐震対策重点強化事業」の活用 

【目標及び期待される効果】 

   世界に通用する資源の磨きあげによる滞在満足度の向上 

 

（1-8）「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の保存・活用 

【実施主体】 

 長崎市 

【時期】 

 ～平成32年度 

【内容】 

 国宝の大浦天主堂、外海地区の出津集落など「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成

資産を適切に保存し、世界遺産価値の理解促進を図るとともに、観光資源としての活用を推進する。 

また、世界遺産観光案内所の設置、構成施設における観光客受入態勢の整備を進め、観光客の満

足度向上を図る。 

〔文化庁〕「近代化遺産等重点保存修理事業」の活用 

    「文化的景観保護推進事業」の活用 

     「防災・耐震対策重点強化事業」の活用（再掲） 

【目標及び期待される効果】 

   世界に通用する資源の磨きあげによる滞在満足度の向上 

 

（1-9）重要文化財及び洋館群の保存・活用 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成32年度 

【内容】 

  「和華蘭」文化の「蘭」の要素の一つである重要文化財（旧英国領事館、旧グラバー住宅）及び東

山手、南山手の洋館群の耐震対策・保存修理と観光資源としての効果的な活用を推進する。 

〔文化庁〕「近代化遺産等重点保存修理事業」の活用（再掲） 

     「防災・耐震対策重点強化事業」の活用（再掲） 
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【目標及び期待される効果】 

   世界に通用する資源の磨きあげによる滞在満足度の向上 

 

（1-10）国指定史跡「出島」の復元・活用 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成32年度 

【内容】 

  国指定史跡「出島」の復元整備及び出島表門橋架橋及び周辺整備を実施する。また、出島保存活用

計画に基づき、史跡拡大と公有化、特別史跡の指定に向けて検討を行う。 

ソフト事業として、オランダ商館ヘリテージネットワークでの学術的交流、オランダ・ライデン市

やマーストリヒト市との展示資料等の相互貸出しなど、市民や産学官による新たなネットワークをグ

ローバルに構築し、外国人旅行者の増加を図る。 

〔文化庁〕「歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業」の活用（再掲） 

【目標及び期待される効果】 

   世界に通用する資源の磨きあげによる滞在満足度の向上 

 

（1-11）世界新三大夜景の魅力向上 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  平成28～平成31年度 

【内容】 

長崎の立体的な夜景をつくり出す斜面市街地における人口減少等に伴う夜景の魅力低下への対応策

として、宿泊滞在型観光を進めるため、「（仮）夜間景観向上基本計画」に基づき、年次計画で、遠景・

中近景の視点から長崎の夜景の整備を行い、世界新三大夜景都市としてのさらなる魅力向上を図る。 

グラバー園、大浦天主堂及びその周辺、長崎水辺の森公園、長崎県美術館及びその周辺並びに出島

にイルミネーションを設置し、夜景イベント「ながさきクリスマス」を開催する。 

【目標及び期待される効果】  

   宿泊滞在型観光の強化及び世界に通用する資源の磨きあげによる滞在満足度の向上 

 

（1-12）景観を活かしたまちなみの魅力向上 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成32年度 

【内容】 

   文化財の活用やその周辺のまちなみの魅力向上を図り、歴史を活かしたまちづくりを推進する。 

【目標及び期待される効果】 

   世界に通用する資源の磨きあげによる滞在満足度の向上 
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＜地域の自然を活かしたエコツーリズムの推進等＞ 

（1-13）民泊・民宿等交流コンテンツの充実 

【実施主体】 

長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成29～31年度 

【内容】 

  旧合併7町のエリアを中心として、グリーンツーリズム団体の育成・支援を図るとともに、地域資

源を活かした地元の人々との交流コンテンツの企画・造成を行う。 

【目標及び期待される効果】 

滞在時間の拡大による観光消費額の増加及び滞在満足度の向上 

 

（1-14）離島などの自然を活かした体験プログラムの充実 

【実施主体】 

長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成29～31年度 

【内容】 

  池島坑内炭鉱体験、高島スキューバーダイビングなど商品企画・造成を行う。また、地元団体と地

域資源を活かしたイベントや交流コンテンツの企画・造成を行う。 

【目標及び期待される効果】 

滞在時間の拡大による観光消費額の増加及び滞在満足度の向上 

 

２ ストレスフリーの環境整備  

 

＜訪日外国人旅行者が滞在・周遊を楽しむための環境整備等＞ 

（2-1）回遊性を高めるまちづくり 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成32年度 

【内容】 

  まちなかエリアの魅力と回遊性の向上を図るため、長崎駅周辺エリア、中央エリア、まちなかエリ

ア、松ヶ枝周辺エリア等の道路及び地物等の修景デザイン計画を策定し、回遊路の整備や市街地再開

発を行う。 

また、寺町エリアにおいて賑わいを創出するため、拠点となる広場を整備する。町屋等の維持・保

全及び復元に対する助成を行う。 

〔内閣府〕「中心市街地活性化認定制度」の活用 

〔国土交通省〕「社会資本整備総合交付金」の活用 

〔国土交通省〕「街なみ環境整備事業」の活用 

【目標及び期待される効果】 

   回遊路の整備に伴う、まちなかの周遊促進及び滞在満足度の向上 
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（2-2）公共交通利用環境・タクシーサービスの充実 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  平成28～31年度 

【内容】 

  路面電車やバスなど公共交通機関の利用促進を図るため、交通事業者と連携し、分かりやすい多言

語案内・標記を行うとともに、情報発信の強化を図る。併せてタクシーサービスの向上を図る。 

〔観光庁〕「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」の活用 

【目標及び期待される効果】 

   市内の周遊促進及び滞在満足度の向上 

 

（2-3）観光案内の機能充実・手ぶら観光の充実 

【実施主体】 

  長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成29～31年度 

【内容】 

  総合観光案内所の充実を図るとともに、市内中心部における観光案内の整備を行う。また、「長崎と

天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録を見据え、外海地区にある道の駅「夕陽が丘そ

とめ」等の観光案内機能の充実を図る。 

さらに、観光客の手荷物を旅の玄関口であるＪＲ長崎駅から宿泊先まで配送し、観光客が手ぶらで

観光できる環境を整備することで、観光客の利便性の向上を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   市内の周遊促進及び滞在満足度の向上 

 

（2-4）案内板・サインの多言語化推進・ピクトグラムの活用 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  案内誘導板やサインの多言語化や設置などの整備を行い、案内態勢の充実を図る。また、文化財等

施設における説明板等の多言語対応を強化し、長崎の歴史・文化の理解促進を図る。 

〔文化庁〕「文化遺産総合活用推進事業」の活用 

【目標及び期待される効果】 

   市内の周遊促進、文化財等の理解促進及び滞在満足度の向上 
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（2-5）商品表示・飲食店メニューの多言語化推進 

【実施主体】 

  長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  多言語メニュー作成・検索サイト「EAT長崎」の言語数を12か国語に拡大する。当該サイトの活用

により、飲食店におけるメニューの多言語化を促進し、外国人旅行者が気軽に長崎の食を楽しむ環境

を整え、消費拡大を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   飲食による消費拡大及び滞在満足度の向上 

 

（2-6）多様なニーズに対応する地域ガイドの導入・育成 

【実施主体】 

  長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成29～31年度 

【内容】 

  外国人旅行者の多様なニーズに対応する地域ガイド制度の導入、「さるくガイド」の活用検討を行う。 

【目標及び期待される効果】 

   市内の周遊促進及び滞在満足度の向上 

 

（2-7）免税商店街化の促進 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  市内中心部の商店街等と連携し、消費税免税手続一括カウンターを活用した免税店舗の拡充を図る

とともに、PRを強化し利用促進を図る。 

【目標及び期待される効果】 

ショッピングによる観光消費額の増加及び滞在満足度の向上 

 

（2-8）トイレ増設・洋式化等機能向上 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  観光施設及び公園・街路等における公衆トイレ等の増設、改修及び洋式化等機能向上を図る。 

〔内閣府〕「中心市街地活性化認定制度」の活用（再掲） 

【目標及び期待される効果】 

   滞在満足度の向上 
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＜ＩＣＴを活用した訪日外国人旅行者拡大に向けた環境整備等＞ 

（2-9）官民連携した無線LAN環境の向上 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  平成27年度、市内の主要な観光施設（10か所）及び路面電車の全電停（39か所）に整備した「Nagasaki 

City Wi-Fi」の活用促進を図るとともに、民間事業者における公衆無線LAN環境の整備を支援し、面

的整備を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   通信環境の改善に伴う滞在満足度の向上及び口コミによる情報拡散 

 

（2-10）ICTを活用した新たなサービス提供 

【実施主体】 

  長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成29～31年度 

【内容】 

  産学官の連携により、市内に整備した公衆無線LAN環境やICTを活用し、多様なサービスを提供で

きるシステム・体制を構築するとともに、マーケティングに活用できるデータ収集・分析システムの

構築を行う。 

【目標及び期待される効果】 

   サービスの提供に伴う観光消費の拡大及び滞在満足度の向上 

 

 

＜カード・アプリによる「ストレスフリー」な環境整備等＞ 

（2-11）キャッシュレス環境の飛躍的改善 

【実施主体】 

  長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  観光施設、宿泊施設及び商業施設におけるキャッシュレス環境を改善するとともに、地域カードの

導入及びアプリ等ICTを活用した決済環境を拡大する。 

【目標及び期待される効果】 

   決済環境の改善に伴う消費拡大及び滞在満足度の向上 

 

 

 

 

 



16/21 

＜その他＞ 

（2-12）クルーズツアーバスによる交通渋滞緩和 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  平成28年度、国の事業により実施した実証実験の結果を踏まえ、クルーズ客船のツアーバスが引き

起こす市内中心部の交通渋滞対策を実施し、円滑な周遊環境を整える。 

〔観光庁〕「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」の活用（再掲） 

【目標及び期待される効果】 

   市内周遊の促進及び滞在満足度の向上並びに市民生活の質の維持 

 

（2-13）医療機関における外国人患者の受入体制強化 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  平成29～31年度 

【内容】 

  多言語コールセンターの設置や多言語対応ツール、共通マニュアル等の整備により、急増する外国

人旅行者のけが・急病の際の医療機関における受入態勢を整える。 

【目標及び期待される効果】 

   滞在満足度の向上 

 

（2-14）災害発生時の対応強化 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  平成29～31年度 

【内容】 

  観光施設における外国人旅行者の避難誘導マニュアル整備を行うとともに、災害発生時、一人でも

避難所等安全な場所に自力で逃げることができるアプリを制作し、災害に備える。 

【目標及び期待される効果】 

   滞在満足度の向上 
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３ 海外への情報発信  

 

＜ビジットジャパン事業により海外への地域の魅力を発信等＞ 

（3-1）プロモーション対象市場の拡大 

【実施主体】 

  長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成29～32年度 

【内容】 

最重要市場のアジアだけでなく欧州やオーストラリアを対象市場に加え、羽田・成田等空港利用者

を誘致するため、旅行社等と連携したツアー企画・造成及び情報発信の強化を継続的に実施する。 

【目標及び期待される効果】 

   欧州及びオーストラリアからの旅行者の増加（外国人延べ宿泊者数の増加） 

 

（3-2）巡礼等テーマ性のあるツアー誘致 

【実施主体】 

  長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成28～32年度 

【内容】 

  フィリピン・韓国市場等におけるキリスト教巡礼ツアーの誘致及びシュガーロード等スイーツやお

菓子作り等活かしたテーマ・ストーリー性のあるツアーの企画・造成を行う。また、「長崎と天草地方

の潜伏キリシタン関連遺産」の平成30年度の世界遺産登録に向けた巡礼ツアーのPR強化を図る。 

〔観光庁〕「ビジット・ジャパン地方連携事業」の活用 

【目標及び期待される効果】 

   テーマ型ツアー参加者の増加（外国人延べ宿泊者数の増加） 

 

（3-3）MICE誘致強化 

【実施主体】 

  長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成29～32年度 

【内容】 

  インセンティブツアーの誘致を強化するとともに、交流拠点施設整備に合わせ、熱帯医学研究や放

射能研究に優れた長崎大学等と連携した国際会議の誘致及び国際平和都市会議の誘致等 MICE の誘致

強化を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   ビジネス客の増加（外国人延べ宿泊者数の増加） 
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＜地域の魅力を伝える放送コンテンツ等の発信等＞ 

（3-4）放送コンテンツ等を活用した情報発信 

【実施主体】 

  長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成28～32年度 

【内容】 

  地元放送局等と連携した放送コンテンツの制作及びタイなど現地における放映、観光・物産展の開

催及びICTを活用したWEBコンテンツの制作など情報発信ツールの充実を図る。 

〔総務省〕「放送コンテンツ海外展開助成事業」の活用（民間主体による申請） 

【目標及び期待される効果】 

   影響力のある媒体を活用した映像による長崎の観光都市としてのイメージ向上 

   FIT旅行者の増加（外国人延べ宿泊者数の増加） 

 

（3-5）ICTを活用したWEB発信の強化 

【実施主体】 

  長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成29～32年度 

【内容】 

  OTA 等との連携強化や影響力のあるサイトの活用など WEB を活用したプロモーションの推進及びデ

ジタルマーケティングの強化を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   影響力のある媒体を活用した映像による長崎の観光都市としてのイメージ向上 

   FIT旅行者の増加（外国人延べ宿泊者数の増加） 

 

（3-6）フィルムコミッションの推進 

【実施主体】 

  長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  ～平成32年度 

【内容】 

  映画等のロケ地誘致及び舞台となった著名な作品を活用した情報発信の強化を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   影響力のある媒体を活用した映像による長崎の観光都市としてのイメージ向上 

   FIT旅行者の増加（外国人延べ宿泊者数の増加） 
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＜文化プログラムを活用した日本文化の発信等＞ 

（3-7）オペラ「マダムバタフライ」国際コンクールの実施 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  平成29～32年度 

【内容】 

  オペラ「マダムバタフライ」の国際コンクール開催等「マダムバタフライフェスティバル」を活用

した情報発信及び文化発信プログラムの充実を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   長崎の観光都市としてのイメージ向上 

   FIT旅行者の増加（外国人延べ宿泊者数の増加） 

 

＜その他＞ 

（3-8）ラグビーワールドカップキャンプ誘致 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  ラグビーワールドカップ2019における各国選手団のキャンプを長崎市に誘致することで、世界のト

ップ選手との触れ合いなどを通じた国際交流を行い、地域活性化につなげるとともに、長崎市のスポ

ーツ振興を図る。 

【目標及び期待される効果】 

  長崎の観光都市としてのイメージ向上及び外国人延べ宿泊者数の増加 

 

（3-9）東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  ～平成31年度 

【内容】 

  2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける各国選手団のキャンプを長崎市に誘致すること

で、世界のトップ選手との触れ合いなどを通じた国際交流を行い、地域活性化につなげるとともに、

長崎市のスポーツ振興を図る。 

【目標及び期待される効果】 

   長崎の観光都市としてのイメージ向上及び外国人延べ宿泊者数の増加 
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４ その他  

（4-1）ビッグデータを活用したPDCAサイクルの確立 

【実施主体】 

  長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

  平成28～32年度 

【内容】 

  長崎大学及び民間事業者と連携しビッグデータの収集・活用について基盤整備を図るとともに、長

崎市を訪問している国内・外国人旅行者の属性、訪問場所、消費額等を聞き取り調査に基づく分析に

より明らかにし、観光施策のＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）につなげる。 

〔内閣府〕「地方創生推進交付金」の活用 

【目標及び期待される効果】 

   効率的・効果的なマーケティングの実施による観光客誘致推進 

 

（4-2）クルーズ客船の円滑な受入 

【実施主体】 

長崎市及び長崎国際観光コンベンション協会 

【時期】 

～平成32年度 

【内容】 

  急増するクルーズ客船の受入態勢の強化を図るとともに、乗客・乗務員に対する着地ツアーの販売

等サービスの充実を図る。 

〔観光庁〕「訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業」の活用（再掲） 

【目標及び期待される効果】 

   クルーズ客による観光消費額の拡大及び滞在満足度の向上 

 

（4-3）交流拠点施設整備の検討推進 

【実施主体】 

  長崎市 

【時期】 

  平成28～32年度 

【内容】 

  ビジネス客・富裕層を取り込む交流拠点施設整備の検討を行う。 

【目標及び期待される効果】 

   ビジネス客の増加（外国人延べ宿泊者数の増加）及び施設整備に伴う滞在満足度の向上 
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（4-4）ソフト、ハードの両面からの観光まちづくりの推進 

【実施主体】 

長崎市 

【時期】 

～平成32年度 

【内容】 

  平成34年の九州新幹線西九州ルート開業を見据えて、ＪＲ長崎本線連続立体交差事業、長崎駅周辺

土地区画整理事業等の関連事業を推進する。また、街路事業（長崎駅周辺エリア）道路整備により、

交通結節点のアクセス向上を図るとともに、長崎駅周辺の浸水対策と下水道施設の統合を図る。 

〔国土交通省〕「社会資本整備総合交付金」の活用（再掲） 

【目標及び期待される効果】 

   交通アクセスの向上及び環境整備による外国人旅行者の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

地域資源を活用
した新商品・
サービスの開
発・提供等

(1-1)ストーリー
性のある周遊ツ
アー造成

(1-2)伝統芸能
や地域文化を活
用した体験コン
テンツの充実

(1-3)新たなお土
産品の開発・販
売

(1-4)伝統工芸
品の観光資源化

日本食・食文化、
農山漁村等の魅
力活用等

(1-5)魅力ある食
材、メニューのブ
ランド化

(1-6)食と体験を
組み合わせたコ
ンテンツの充実

文化財や地域の
歴史的まちなみ
の保存・整備・活
用、良好な景観
の形成等

(1-7)「明治日本
の産業革命遺
産」の保存・活用

１．観光資源の磨上げ

（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

龍踊体験、長崎検番体験、ペーロン体験と
ランタンフェスティバル、くんち等を活用した
商品造成・モニター実施・PR

セミナー・
個別相談会実施

商品開発支援
コンテスト開催

販路開拓・
販売促進

体験コンテンツ造成・モニター実施・PR
ステンドグラス、蚊焼包丁、長崎刺繍等伝統工芸品の魅力発信

企画・開発 モニター実施・情報発信

企画・検討 造成・モニター実施

漁業体験と漁師めし など

ユネスコ勧告対応
保存・整備

端島炭坑、三菱長崎造船所旧木型場など
整備活用・追加検討

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

モニタリング

既存食材・メニューのブランド化、魅力向上（長崎そっぷ、サバサンド等）

世界遺産、夜景、歴史・文化など
テーマ性・ストーリー性のある周遊ツアー企画・造成



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

文化財や地域の
歴史的まちなみ
の保存・整備・活
用、良好な景観
の形成等

(1-8)「長崎と天
草地方の潜伏キ
リシタン関連遺
産」の保存・活用

(1-9)重要文化
財及び洋館群の
保存・活用

(1-10)国指定史
跡「出島」の復
元・活用

(1-11)世界新三
大夜景の魅力向
上

(1-12)景観を活
かしたまちなみ
の魅力向上

地域の自然を活
かしたエコツーリ
ズムの推進等

(1-13)民泊・民
宿等交流コンテ
ンツの充実

(1-14)離島など
の自然を活かし
た体験プログラ
ムの充実

１．観光資源の磨上げ

（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

旧長崎英国領事館保存修理（～H34） 旧グラバー住宅主屋・附属屋耐震（H30～32）

ツーリズム団体の育成・強化 地域連携・活動強化

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

H28.10 第Ⅲ期復元
6棟供用開始 保存活用計画策定、国指定史跡範囲拡大・公有化

H29.12 
出島表門橋架橋

その他洋館群の耐震対策、保存・修理、活用

つながるDejimaプロジェクトの推進（企画展開催等による海外との交流促進）

(仮)夜間景観向上基本計画策定(H28～29）
斜面市街地（遠景）・重点エリア10地区（中・近景）
実施設計・照明等整備（H29～31）

中心市街地活性化基本計画による事業推進（～H31）
まちなみ整備 唐人屋敷顕在化 など

商品企画・造成 地域連携・活動強化

池島坑内炭鉱体験、高島スキューバーダイビングなど

歴史的風致維持向上計画策定（H29）個別事業実施（H30～）

推薦書見直し イコモス審査 世界遺産登録 整備活用の実施・追加検討



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

訪日外国人旅行
者が滞在・周遊
を楽しむための
環境整備等

(2-1)回遊性を高
めるまちづくり

(2-2)公共交通
利用環境・タク
シーサービスの
充実

(2-3)観光案内
の機能充実・手
ぶら観光の充実

(2-4)案内板・サ
インの多言語化
推進・ピクトグラ
ムの活用

(2-5)商品表示・
飲食店メニュー
の多言語化推進

(2-6)多様なニー
ズに対応する地
域ガイドの導入・
育成

(2-7)免税商店
街化の促進

２．ストレスフリーの環境整備

（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

手ぶら観光強化（外国人観光客へのサービス拡大）

地域ガイドの導入（募集・登録・育成）
さるくガイドの活用検討

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

多言語メニュー作成支援サイト「EAT長崎」の活用促進
（H29.1月 100店舗） 対応言語の拡大（4→12言語）

消費税免税手続一括カウンターの店舗拡充・利用促進
商店街等における免税店舗化の支援 活用促進のためのPR強化

長崎駅周辺エリア、中央エリア、まちなかエリア、松が枝周辺エリア等の
都市基盤・交流基盤の整備（街路・回遊路の整備、町屋等の維持・保全、市街地再開発）

公共交通機関利用促進
（調査・検討）

路面電車・バスなど
交通事業者と連携した改善・充実

民間交通事業者による多言語表記・案内の強化

タブレット等を活用した多言語対応強化
（長崎駅、道の駅「夕陽が丘そとめ」など）

交通拠点における案内誘導板・サインの多言語化
文化財等施設における説明板の多言語化推進



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

訪日外国人旅行
者が滞在・周遊
を楽しむための
環境整備等

(2-8)トイレ増設・
洋式化等機能向
上

ＩＣＴを活用した
訪日外国人旅行
者拡大に向けた
環境整備等

(2-9)官民連携し
た無線LAN環境
の向上

(2-10)ICTを活
用した新たな
サービス提供

カード・アプリに
よる「ストレスフ
リー」な環境整
備等

(2-11)キャッシュ
レス環境の飛躍
的改善

その他

(2-12)クルーズ
ツアーバスによ
る交通渋滞緩和

(2-13)医療機関
における外国人
患者の受入体制
強化

(2-14)災害発生
時の対応強化

２．ストレスフリーの環境整備

（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

サービス検討・開発 提供開始・PR

観光施設・まちなか等のトイレの増設・改修・洋式化

民間における無線LAN環境の向上

公衆無線LANエリアの面的拡大

観光施設・宿泊施設・商店街等におけるキャッシュレスの推進
地域カードの導入・アプリ等によるキャッシュレス化

実証実験 改善策実施

実証実験（医療通訳コールセンター設置）
受入態勢強化

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

多言語避難誘導アプリ作成

観光施設におけるマニュアル整備



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

ビジットジャパン
事業により海外
へ地域の魅力を
発信等

(3-1)プロモー
ション対象市場
の拡大

(3-2)巡礼等テー
マ性のあるツ
アー誘致

(3-3)MICE誘致
強化

地域の魅力を伝
える放送コンテ
ンツ等の発信等

(3-4)放送コンテ
ンツ等を活用し
た情報発信

(3-5)ICTを活用
したWEB発信の
強化

(3-6)フィルムコ
ミッションの推進

文化プログラム
を活用した日本
文化の発信等

(3-7)オペラ「マ
ダムバタフライ」
国際コンクール
の実施

３．海外への情報発信

（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

シュガーロード連携ツアー誘致
フィリピン巡礼ツアー誘致

世界遺産登録のよるPR強化

羽田・成田空港利用者の取り込み

タイ市場における情報発信強化

WEBコンテンツ制作

WEBを活用したプロモーション推進
デジタルマーケティングの強化

マダムバタフライフェスティバルの実施

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

MICE誘致の強化インセンティブツアー誘致の強化

映画「沈黙 -サイレンス-」を活用したPR・ツアー誘致、ロケ誘致



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

その他

(3-8)ラグビー
ワールドカップ
キャンプ誘致

(3-9)東京オリン
ピック・パラリン
ピックキャンプ誘
致

３．海外への情報発信

（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

H28.6ホストタウン登録
（ベトナム）

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

H27.12事前キャンプ決定
（スコットランド）

公認キャンプ候補地
立候補・視察受入

交流事業開催

事前トレーニング
候補地ガイドへの登録



小項目 具体的取組 ２０１６年度
（平成２８年度）

２０１７年度
（平成２９年度）

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（平成３１年度）

２０２０年度
（平成３２年度）

その他

(4-1)ビッグデー
タを活用した
PDCAサイクル
の確立

(4-2)クルーズ客
船の円滑な受入

(4-3)交流拠点
施設整備の検討
推進

(4-4)ソフト、ハー
ドの両面からの
観光まちづくり
の推進

４．その他

（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 工程表（様式２）

九州新幹線西九州ルート開業（H34）を見据えた長崎駅周辺整備事業の推進
（JR長崎本線連続立体交差事業、長崎駅周辺土地区画整理事業）

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

サウンティング調査
事業者選定等

事業者公募 設計・建設

長崎大学と連携した基盤整備・（仮）「ビッグデータ活用ラボ」の取組み

受入態勢強化、歓迎イベント等おもてなしの充実、着地型ツアー・コンテンツ等の販売



（長崎市） 観光立国ショーケース実施計画 概要（様式３）

● 「交流の産業化により栄える和華蘭文化のまち・長崎」

観光立国ショーケースにおいて目指す姿

外国人延べ ●観光消費額: 1,600億円 ●観光客数: 710万人 ●外国人延べ宿泊者数: 40万人 ●リピーター率: 67.0%2020年の
数値目標

世界水準の「長崎市版DMO」の確立により観光まちづくりを推進し、長崎独自の豊かな観光資源を磨き上げることにより、「長崎にしかない」満足度の高い
コンテンツを提供する。ストレスフリーの環境整備により、誰でも、いつでも、どこでも、安心して滞在できる環境整備を行うとともに、デジタルマーケティングを
強化することにより、国際観光都市としての認知度を高める。

取組概要（総論）

日本版ＤＭＯ

主な取組

ストレスフリーの環境整備

観光資源の磨上げ 海外への情報発信

地方公共団体名 長崎市 日本版ＤＭＯ候補法人名 長崎国際観光コンベンション協会

● 交流拠点施設整備の検討推進 ビジネス客・富裕層を取り込む交流拠点施設整備の検討を行う。

その他

長崎独自の歴史、伝統、文化、自然や景観等の豊かな資源を徹底的に磨き
上げるとともに、これまで不足していた滞在型コンテンツの充実を図る。
● 「明治日本の産業革命遺産」・「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連
遺産」の保存・活用

● 世界新三大夜景（香港、モナコとともに平成24年10月認定）の魅力向上
● 国指定史跡「出島」の復元整備、重要文化財及び洋館群の保存・活用
● 長崎くんち等伝統芸能や文化、自然を活かした体験プログラムの充実
● 漁業体験と漁師めしなど食と体験を組み合わせたコンテンツの充実

クルーズ客船など急増する外国人旅行者の受入に伴う課題解決に取り組む
とともに、外国人旅行者が一人でも周遊・滞在を楽しむための環境整備を行う。
● クルーズツアーバスによる交通渋滞解消
● 医療機関における急患への対応強化・災害発生時の対応強化
● 公衆無線LAN環境の飛躍的改善
● 飲食店における多言語メニュー作成支援サイト「EAT長崎」の活用促進
● 商店街など民間と連携したキャッシュレス化の推進

最重要市場のアジアだけでなく欧州やオーストラリアを対象市場に加え、
平和都市としての知名度を活かした情報発信を強化するとともに、FIT対策を
強化するため、WEBプロモーションなどデジタルマーケティングに取り組む。
● 2020年の被爆75周年を契機とした「平和都市」としてのPR強化
● 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の平成30年度の世界遺
産登録に向けた巡礼ツアー誘致

● ICTを活用した動画コンテンツ等の充実
● 羽田空港・成田空港利用者の国内線・JRパスを活用した誘客促進
● MICE誘致の強化（交流拠点施設への誘致を含む）

● 多様な関係者の合意形成及びDMOを核とした観光まちづくりの意識醸成
● 地元大学等と連携したビッグデータを活用したインバウンド戦略の策定
● PDCAサイクルの導入
● ワンストップサイトの活用等による本格的マーケティング
● 多様な主体のプラットフォーム形成
● 安定的な財源確保及び自律的経営の推進（宿泊税導入の検討など）
● 専門人材の確保・育成
● 広域連携の強化（温泉アイランド九州、隣県DMOとの連携など）


