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観光地域での観光立国のショーケース化提案書 （様式１） 

タイトル 
交流の産業化 

 ～インバウンドによる観光消費の拡大と持続可能な観光地域づくりを目指して～ 

提案自治体 

 

長崎市 

 

 

人口：435,265人（直近値H27.8末時点） 

 

 

 

外国人延べ宿泊者数（212,524人泊） 

（平成26年） 

 

 

担当者 

連絡先 

所属 長崎市観光推進課 

氏名 海外誘致係長 末安奈津 

電話番号: 095-829-1314 ／ ファックス番号: 095-829-1232 

メールアドレス: sueyasu_natsu@city.nagasaki.lg.jp 

1．全体構想 

1-①．観光地域での観光立国のショーケース化としての位置づけ 

都市･地域の規模、自然的･社会的状況、取組内容等からみた提案の先導性とその取組等を通じて実

現される観光立国のショーケース化の目標の考え方、他都市･地域への取組の幅広い波及効果等、提案

を評価する際の観点、提案の特徴について記述する。 

 

 

1長崎市を取り巻く情勢 

長崎市は開港以来440年以上の歴史を有する国際交流のまちとして、多様な文化や風習、まち並

みを残している。人口約43万5千人の中核市であるが、国立社会保障・人口問題研究所によると、

今後市内の人口は、平成52年時点で33万1千人と約10万人規模の減少が推計されている。 

この局面において、観光振興に取り組む意義は、交流人口の増加・賑わいの創出を図り、経済の

活性化につなげることにある。観光業は、宿泊、輸送、飲食、土産品販売など裾野が広い産業であ

ることから、観光振興がもたらす経済効果は極めて大きく、長崎市の平成24年の観光消費額は1,154

億円と、総生産額（名目GDP）約1.5兆円の約7.7％に当たり、その比率は年々増加している。  

現在、平成28年から平成32年までの5年間における「長崎市観光振興計画2020」を策定中であ

り、「交流の産業化」を通じて、観光関連産業において、若者が安心して働ける、やりがいのあるし

ごとを生むとともに、歴史と文化に彩られた長崎のまちの魅力を市民が再認識できるまちづくりを

通じて定住人口の増加につなげ、「住む人が誇り、誰もが訪れたいまち」の実現を目指す。 
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2 取り組みの継続性 

長崎市は平成23年に策定した「アジア・国際観光戦略（計画期間:平成23年-平成32年）」に基

づき、外国人観光客の受入環境の整備及び誘致活動・情報発信等について、官民連携による継続的

な取り組みを行ってきた。平成24年3月には「訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る地方拠点」

に認定されたことで、九州の主要な観光都市の一つとして受入態勢の整備を強化と地域の魅力向上

を図り、平成26年の外国人延べ宿泊者数は、212,524人と過去最高を記録した。 

平成27年6月には、日本版DMOを推進する取り組みの一環として「地域資源を活用した観光地魅

力創造事業」の採択を受け「『世界遺産登録候補資源と関連資産を活用した観光地の魅力創造』～ 新

たな魅力創造と持続可能な受入態勢の整備～ 」をテーマに交流人口の拡大と地域経済の活性化を

推進している。 

平成26年は、長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会（障がい者大会）開催地として「お

もてなし」の醸成と来訪者の利便性向上が図られた。この経験とスコットランドとの歴史的つなが

りを活かし、平成31年のラグビーワールドカップ日本大会に向けキャンプ誘致を推進しており、ス

コットランドラグビー協会幹部による視察（平成27年12月9日）においては、同協会最高経営責

任者からキャンプの可能性について「限りなく高い」と評価を得た。また、翌年の東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向け、県と連携して様々な競技のキャンプ誘致に取り組んでいる。 

さらに、日本有数のクルーズ客船の寄港地として、平成27年は約130隻、平成28年は190隻の

入港が見込まれるとともに、平成27年7月の「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産への登録

に次いで、平成28年度「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を間近に控え、ます

ます国内外からの観光客の増加が見込まれている。 

東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年には、被爆75周年を迎えることもあり、

平和都市としての知名度、2つの世界遺産及び世界新三大夜景（香港、モナコとともに平成24年10

月認定）等世界に誇れる素材を活かし積極的なPRと誘客を推進する。 

 

3 ショーケース化に向けた提案の特徴及び先導性 

 上記 2に記載の取り組みを継続して実施する中で顕著化した新たな課題に対し「攻め」の受入環境

整備を推進するとともにビッグデータ等に基づくマーケティング戦略の実施及び世界に通用する地域

ブランドの確立を進める。質の高いサービスを提供するための起業又は既存事業の拡充を促進し、雇

用創出・所得向上につなげることで経済の好循環の確立を目指す。このため次の基本施策を推進する。 

 ・ 長崎独自の歴史・文化等の資源磨き ～ひきつける～ 

 ・ ビッグデータ等の分析に基づくマーケティングの推進 ～よびこむ～ 

  ・ 受入態勢の整備とおもてなしの充実 ～もてなす～ 

  ・ 観光消費拡大の仕掛けづくり ～しかける～ 

  ・ 広域連携の強化 ～ととのえる～ 

 

4 他都市･地域への取り組みの幅広い波及効果等 

長崎市は2つの世界遺産（候補）、夜景、歴史・文化豊かなまち並み、離島・半島（農業、漁業地域）に

おける自然環境など多様な素材・魅力を有する一方で、九州の西端に位置する地方都市として、少子・高

齢化をはじめ、合併地区等離島・半島における地域振興など地方が抱える様々な課題も有している。 

  今後、新幹線西九州ルートの整備や松が枝国際観光埠頭の 2バース化など交通インフラの改善も

見込まれる中、クルーズ客船の増加に伴う貸切バスの混雑解消や、けが・病気の際の受入体制等の

強化など他都市に先行する課題・問題への対応も積極的に図っていくこととしており、長崎市にお

ける受入態勢整備及び誘客に関する取り組みは、全国の自治体に幅広い波及効果が見込まれる。 
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1-②．現状分析（観光地域づくりの体制・観光資源（観光施設）･訪日外国人旅行者の実態等） 

観光地域づくりの体制・観光資源（観光施設）･訪日外国人旅行者の実態等について記述し、更にそ

の特徴について簡潔に記述する。 

 

1 観光地域づくりの体制 

 アジア・国際観光戦略（平成23年策定）に基づく外国人観光客の受入環境の整備及び誘致活動・

情報発信等を実施する体制として、宿泊・観光施設、交通事業者、商店街、金融機関等15団体で構

成する「アジア・国際観光推進に係る官民連携協議会」（平成23年4月設立、事務局:長崎市及び長

崎国際観光コンベンション協会（平成27年6月 観光資源を活用した観光地魅力創造事業採択））

による官民が連携した継続的な取り組みを実施している。 

  これに加え、平成27年度からは、通信事業者、地元大学の官民学が観光・防災等に関し包括連携

協定を結びビッグデータを活用した観光事業の最適化による「観光客満足度向上」及び「地域経済

の活性化」を推進することとしており、10月からワーキンググルーブを立ち上げている。 

  また、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）においても「交流人口拡大に向けた提言書」を策定中で、

地元経済界においてもインバウンドを推進し、地域における交流人口の拡大と消費拡大に取り組む

環境が整いつつある。また、同サミットにおいては、MICEの誘致・受入の推進についても最重点推

進項目として挙げられ、誘致・受入体制についても官民が連携した整備が進んできている。今後、

国際会議の誘致に向けて、長崎が持つ都市のポテンシャルを最大限生かすためにハード・ソフト両

面における体制を強化・拡充していくスピードを速め、確実性を高める取り組みを進めていく。 

  さらに今後は、農業・漁業を含む幅広い産業においても「交流の産業化」を推進すべく、「道の駅」

の活用や、農業・漁業体験や農産物・水産物加工体験、農林漁家民泊等のグリーン・ツーリズム等

の普及・拡大を図る。 

 【主な課題】 

・ビッグデータ等を活用した観光動向調査等の調査・分析の実施 

・豊富な観光資源をつなぐストーリーや周遊観光等滞在型観光の推進による観光消費額の増加 

・持続可能な推進体制（長崎版DMO）の構築 

 

2 主な観光資源 

（1）歴史・文化等 

   ・2つの世界遺産 

    「明治日本の産業革命遺産」 

公開施設: 旧グラバー住宅、三菱長崎造船所（小菅修船場跡、旧木型場）、高島炭坑、 

端島炭鉱（軍艦島） 

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」 

        大浦天主堂と関連施設、出津教会堂と関連施設、大野教会堂 

   ・国指定史跡「出島」 

・東山手・南山手地区の洋館群等（まち歩き） 

・平和公園、原爆資料館 

（2）自然・景観 

・世界新三大夜景（平成24年10月認定） 

・伊王島、高島等の離島エリア 
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（3）祭り・イベント 

   ・長崎くんち（毎年10月7～9日） 

   ・長崎ランタンフェスティバル（旧正月の2週間） 

 

（4）食 

   ・和華蘭の食文化が融合した「卓袱（しっぽく）料理」、ちゃんぽん、皿うどん等 郷土料理 

   ・日本一の漁種を誇る新鮮な魚介、和牛（第10回全国和牛能力共進会」日本一） など 

 

3 訪日外国人旅行者の実態 

外国人延べ宿泊者数は、東日本大震災で大きく落ち込んだ平成23年以降は、円安基調、東南アジ

アにおけるビザ緩和、格安航空路線（LCC）の福岡空港等への就航・増便を背景に増加が続いており、

平成26年には過去最高の212,524人（前年比19.0%増）を記録した。 

内訳として韓国、台湾、東南アジア（タイ・シンガポール）、香港向けの旅行社とタイアップした

PR 及びメディアを活用した一般消費者向けの PR が実を結び伸びている。特にタイにおいて、平成

25 年度実施した若手人気俳優らが出演する軍艦島を舞台にしたホラー映画「Hashima Project」に

よるPR効果が継続するとともに、平成26年度の取組みとして長崎市観光大使を務める人気ポップ

バンド La ONG FONG（ラ・オン・フォン）を活用したプロモーションが奏功し、外国人延宿泊者数

は、前年の2.5倍に増加した。 

 

 

・平成26年外国人延宿泊者数 212,524人（前年比19.0％増） 

 〔主な内訳〕 外国人延宿泊者数（前年比伸び率） 

  1 韓 国    70,946人 （17.2%） 

  2 台 湾    38,100人 （35.2%） 

  3 中 国    18,809人 （14.2%） 

   4 シンガポール  8,857人 （99.8%） 

  5 アメリカ    8,411人 （▲14.0%） 

  6 タ イ     7,767人 （154.7%） 

  7 香 港      7,016人 （55.0%） 

  8 オーストラリア 4,429人 （73.8%） 

 

 ・平成26年 国際クルーズ客船72隻、乗客・乗務員数 197,223人（前年比156.3%増） 

  平成27年 国際クルーズ客船129隻（見込） 
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図2-17 国・地域別外国人延べ宿泊者構成比【単位：％】 
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外国人観光客による観光消費動向調査については、平成24年度に実施して以来行っていなかったが

平成27年度、長崎県が行う動向調査の中で長崎市の動向調査も併せて行う。 

平成28年度からは、満足度調査及びビッグデータを活用した分析も含め、毎年実施することとする。 

 

 

1-③．ショーケース化に向けた目標 

観光立国のショーケース化の取組を通じて得られる地域の目標について、具体的な数値目標を記述

する（目標設定の根拠を含む）。 

 

1 計画目標（案）（ＫＰＩ：業績評価指標） 

観光客数：７1０万人 

観光消費額：１，６００億円 

就業者誘発数：３５，５９２人 

観光満足度：６０％ 

  リピーター率 : ７２．０％ 
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 2 計画目標（ＫＰＩ：重要業績評価指標） 

ＫＰＩ 
基準値 

平成26年 
目標値 

平成32年 

観光消費額 1,243憶円 1,600憶円 

観光客数 631万人 710万人 

観光消費単価 19,699円 22,860円 

就業者誘発数 27,503人 35,592人 

観光満足度 
54.3％ 

※平成25年 
60% 

 

リピーター率 
66.0% 

※平成25年 72.0% 

     ※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。 

 ※観光満足度及びリピーター率の基準値は、平成25年の値。 

       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。 

 

     観光客数の増に向けた具体的指標（案） 

具体的指標 
基準値 

平成26年 
目標値 

平成32年 

延べ宿泊客数 414.3万人 496.0万人 

 
うち国内客 393.0万人 456.0万人 

うち外国客 21.3万人 40.0万人 

日帰り客数 356.5万人 397.0万人 

クルーズ客数 19.9万人 45.5万人 

修学旅行生数 28.5万人 35.0万人 

ＭＩＣＥ参加者数 
35.6万人 

※平成25･24･23年平均 
39.0万人 

 

主要観光施設入場者数 239.6万人 265.0万人 

     ※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）としている。 
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 観光消費単価の増に向けた具体的指標（案） 

具体的指標 
基準値 

平成26年 
目標値 

平成32年 

一般宿泊客 
観光消費単価 
（1人当たり） 

29,395円 36,100円 

一般宿泊客 
観光消費単価 

（1人・1日当たり） 
19,935円 21,800円 

一般日帰り客 

観光消費単価 
13,318円 14,300円 

平均滞在日数 1.66日 1.71日 

宿泊客平均滞在日数 2.51日 2.64日 

     ※主要観光施設は、グラバー園、出島、大浦天主堂、端島見学施設、ロープウェイ 
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※必ず改ページ 

2．取組内容 

2-①．日本版DMOの運営体制 

観光立国のショーケース化において観光地域づくりの舵取り役となる日本版ＤＭＯの運営体制について

記述する。 

※観光立国のショーケース化において連携する他の都道府県･市町村があれば、それについても記述す

る。 

 

日本版 DMO候補法人の登録（平成 27年 11月 18日 観光庁）について、現在、（一社）長崎国際観光コ

ンベンション協会において「地域DMO」としての登録を準備中。 

同協会にDMO機能を集約させるため、「アジア・国際観光推進に係る官民連携協議会」をベースに行政、

宿泊業者、飲食業者、交通事業者等観光業者及び水産業関係者など多様な業種の関係者が参画する「DMO

ナガサキ協議会（仮）」を立ち上げ、同協会が事務局として持続可能な体制構築を進める。 

 

 

2-②．取組概要 

全体構想を踏まえた取組に関する概要を記述する。 

 

1 長崎独自の歴史・文化等の資源磨き 

（1）歴史・文化の資源を磨く 

・2つの世界遺産の保存・活用 

・歴史文化基本構想等に基づく文化財の保存・活用 

・出島保存管理計画に基づく国指定史跡の拡大と魅力向上 

（2）自然・景観や食文化を活かす 

・夜景の魅力向上 

・朝型観光資源の掘り起しと活用 

 

2 ビッグデータ等の分析に基づくマーケティングの推進 

（1）観光動向の調査・分析 

・観光スマートシティ構想の推進 

・ビックデータを活用した観光動向・消費動向の分析 

（2）効果的な情報発信 

・一元的なシティ・プロモーションの展開 

 

3 受入態勢の整備とおもてなしの充実 

（1）受入態勢の整備 

・2つの世界遺産の受入態勢整備 

・観光案内所の機能強化 

・交通アクセスの改善 

・専門的な人材の確保と育成に向けた推進体制の見直し 

（2）おもてなしの充実 

・ユニバーサルツーリズムの推進 

・宿泊客の受入態勢強化 
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4 観光消費拡大の仕掛けづくり 

・着地型旅行商品の企画造成 

・食と観光の連携強化 

・免税店の拡充等によるショッピング・ツーリズムの拡大 

 

5 広域連携の強化 

・国との連携強化 

・九州との広域連携推進 

・県内自治体・観光施設との連携推進 

 

【参考】 

地域DMOとしての登録を目指す（一社）長崎国際観光コンベンション協会におけるこれまでの取り組み 

※平成26年度事業報告より 

Ⅰ 国内一般観光客誘致宣伝及び商品造成の強化 

1 観光客誘致対策宣伝活動 

2 旅行会社等対策宣伝活動【共催事業】 

3 観光情報の提供及び発信【共催事業】 

4 都市連携【事務局事業】 

5 着地型旅行商品の企画及び販売【事務局事業】 

6 ながさきの「食」の活用【共催事業】 

7 手ぶらで長崎観光サポート事業実施【事務局事業】 

 

Ⅱ 国内修学旅行誘致及び受入体制の強化 

1 国内修学旅行誘致対策の強化【事務局事業】 

2 情報発信・情報収集【事務局事業】 

3 受入基盤の整備【事務局事業】 

 

Ⅲ まち歩き・まち体験「長崎さるく」の進化 

1 日本一のまち歩き・まち体験プログラムの造成【事務局事業】 

2 受入体制の強化【事務局事業】 

3 情報発信の強化【事務局事業】 

4 さるく関連ツールの販売促進【事務局事業】 

5 夜景ナビゲーターの育成及び派遣【事務局事業】 

 

Ⅳ 外国人観光客誘致及び受入体制の強化  

1 海外誘致宣伝の強化【共催事業】 

2 外国人観光客の受入態勢の強化【共催事業】 

 

Ⅴ 世界都市・長崎に向けたＭＩＣＥ振興 

1 誘致宣伝活動の拡充及び強化【事務局事業】 

2 開催支援方策の充実【事務局事業】 

3 ＭＩＣＥ受入体制の強化【事務局事業】 

4 「長崎ＭＩＣＥ施設」整備に係る長崎市との連携 
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Ⅵ 地域受入基盤の強化 

1 観光関連事業者の人材育成等の取り組み強化【事務局事業】 

2 長崎市からの受託【事務局事業】 

 

Ⅶ 観光地域づくりの支援  

1 長崎ペーロン選手権大会実行委員会等の運営【事務局事業】 

2 長崎ハタ揚げ振興会の運営【事務局事業】 

3 長崎観光龍踊り会の運営【事務局事業】 

4 長崎市宿泊施設協議会の運営【事務局事業】 

5 ロマン長崎選彰委員会の運営【事務局事業】 

 

Ⅷ 収益事業の活性化など経営基盤の強化 

2-③．具体化する予定の取組に関する事項  

取組の具体的な内容 

 応募要領Ⅱ-2.の具体例を踏まえ、下記を例に詳細に記述する。事項数に応じて、適宜記載欄を増やすも

のとする。なお、要領Ⅱ-2.①～③のどの分類に該当するか明記すること。 

(a)長崎独自の歴史・文化等の資源磨きの実施・・・① 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

1 歴史・文化等の資源磨き 

（1）2つの世界遺産の保存・活用「明治日本の産業革命遺産」 

構成資産全体の価値や 23 の構成資産に関するインタープリテーション計画に沿い、保存・

活用を図る。旧グラバー住宅については、耐震化診断を基に改修工事や展示見直しを進める。 

民間が所有する構成資産については、保存修理等必要な整備事業について、国・県とともに費

用的・技術的な支援を行い、保存・活用を図る。 

    「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」については、一つの宗教にとどまらない我が国の歴史

的な価値を明らかにし、観光客等の理解を深めるとともに、地域住民の祈りの場としての共存

を図る。 

 （2）歴史文化基本構想に基づく文化財の保存・活用 

     歴史的風致維持向上計画及び東山手・南山手地区の魅力向上プラン等を策定することにより、

文化財の保存・維持管理及び活用を進めるとともに、民間と連携した市有洋館の有効活用を図



11/20 

る。また、各施設の強みや関連施設とのストーリー性を活かし、まちづくりの視点や整備手法

等を取り入れて、環境整備や修景事業等を行い、地域全体の回遊性を促進する。 

  （3）出島保存管理計画に基づく国指定史跡の拡大と魅力向上 

     出島復元整備工事（6 棟復元整備、出島表門橋架橋）を進めるとともに、出島保存復元計画

（平成27年度策定）に基づき、史跡拡大を図る。また、テーマやストーリー性のある施設（出

島とシーボルト記念館等）の連携促進等によりソフトにおいてもさらなる魅力向上を図る。 

2 自然・景観や食文化を活かす 

 （1）夜景の魅力向上 

     世界新三大夜景・日本新三大夜景の魅力を進化させるため、夜景観光の基本計画を策定し  

夜景の全体的なあり方、中景・近景のライトアップ・イルミネーション等エリアごとの整備方

針を定め、夜景の魅力向上及び観賞メニューの充実を図る。 

 （2）朝型観光資源の掘り起こしと活用 

     朝型観光推進のため、民間事業者等と連携し朝市等資源の掘り起しを行い、旅行商品・メニ

ューの造成を図る。 

【効果】  

1 主要観光施設入場者数（平成32年目標値 265万人） 

2 外国人延べ宿泊者数（平成32年目標値 40万人） 

(b)ビッグデータ等の分析に基づくマーケティングの推進・・・③ 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者、地元大学 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

1 観光動向の調査・分析 

 （1）観光スマートシティ構想の推進 

     産学官連携のもと、Nagasaki City Wi-Fi の無線 LAN スポットの統合認証システムを核に観

光アプリ等様々な情報提供サービスと連携させることで観光動向の把握が可能なソーシャル・

ビッグデータ収集・分析基盤を構築する。 

     地元金融機関等と連携し、交通系 IC カードの普及・利便性拡大のための具体的な方法を検

討する。公共交通機関、美術館・博物館、観光施設等で相互利用可能な共通パスの導入に向け

て検討を進める。 

 （2）ビッグデータを活用した観光動向・消費動向の分析 

     国が提供する「地域経済分析システム（RESAS）」及び独自に収集するデータを活用し、観光

客の行動・動態等を分析するとともに、効果的なプロモーション戦略及び受入戦略を策定する。 

2 効果的な情報発信 

  ・ 一元的なシティ・プロモーションの展開 

     文化、観光、産業、ものづくり、スポーツ等の都市の個性・魅力づくりの施策の一元化を図

り、シティ・プロモーションの推進を図る。国・地域別、ターゲット別のきめ細やかなプロモ

ーションを行い、既存のプロモーションの枠組・手法にとらわれないターゲットの趣向に即し

た、より機動的・効果的な手法を追求する。 

    

【効果】  外国人延べ宿泊者数（平成32年目標値 40万人） 
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(c）受入態勢の整備とおもてなしの充実・・・② 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者（宿泊施設、交通事業者）、地元大学 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

 1 受入態勢の整備 

  （1）2つの世界遺産の受入態勢整備 

      各遺産のストーリーや価値・魅力を観光客わかりやすく伝えるため、ICT の活用を含め、多

言語での分かり易い解説・情報発信を行う。地域住民等と連携し、各地域・構成資産等におけ

る多様なガイドを育成・活用するとともに、継続的な研修を実施することにより質の確保に努

める。 

  （2）観光案内所の機能強化 

総合観光案内所の多言語対応の高度化を図るとともに、道の駅「夕陽が丘そとめ」について

JNTO認定の外国人観光案内所への整備を進める。 

災害等緊急時に備え、観光施設宿泊施設等受入側におけるマニュアルを整備するとともに、

関係機関と連携し、情報共有体制を構築する。また、災害時は Nagasaki City Wi-Fi接続時の

初期画面等を活用した情報発信等を行う。 

  （3）交通アクセスの改善 

交通事業者と連携して、空港、駅など交通拠点から観光地へのアクセスや地域間の周遊の利

便性向上を図る。観光バスによる路上混雑の解消を図るため、県、交通事業者等と連携して、

駐停車スペース・待機場所の確保に取り組む。 

  （4）専門的な人材の確保と育成に向けた推進体制の見直し 

産学官の連携を強化し、観光産業における経営課題やその解決策に関する研究を促進すると

ともに、人材育成・経営改善につなげる。 

観光に関する様々な形態のインターンシップにより観光産業に対する社会的関心・就業意欲

を高め、優秀な人材の確保を図る。 

      各地域・構成資産等における多様なガイドを育成・活用するとともに、継続的な研修を実施

することにより質の確保に努める。 

 2 おもてなしの充実 

  （1）ユニバーサルツーリズムの推進 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会、九州新幹線西九州ルート開業等に向けて、

バリアフリー観光についての計画策定を行う。また、ユニバーサルツーリズムに対応したまち

づくりを推進するため、バリア及びバリアフリー情報の収集・発信や移動支援等についての取

組みを充実させるとともに、景観やエリアの個性を生かした快適な散策ルートを整備する。 

  （2）宿泊客の受入態勢強化 

長崎ランタンフェスティバル開催期間や連休期間など季節によっては、ホテル・旅館等の宿

泊施設の供給が逼迫することが懸念されため、こうした宿泊需要に弾力的に対応し、年間を通

して宿泊施設の十分な供給確保を図る。 

外国人観光客に人気のあるゲストハウス等の多様な宿泊施設の活用を図るとともに、芸術家

が一定期間滞在し、制作活動等を実施するアーティスト・イン・レジデンスの取り組みを推進

する。 

【効果】   外国人延べ宿泊者数（平成32年目標値 40万人） 
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(d）観光消費拡大の仕掛けづくり・・・② 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者（金融機関、商店街、農林漁業者等） 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

 ・ 観光消費の拡大 

  （1）着地型旅行商品の企画造成 

エリアごとの特性を活かし、テーマ性を持った周遊・滞在ルートを構築し、多様性に富んだ

魅力ある旅行商品を提供・発信する。自然、景観に恵まれた離島・半島エリアにおいては、農

業・漁業体験や農産物・水産物加工体験、農林漁家民泊等のグリーン・ツーリズム等の普及・

拡大を図る。 

まち歩き商品「長崎さるく」においては、長崎の食や物産、体験、宿泊につながる企画を充

実させるとともに、民間事業者の参画を促し、地域経済の活性化に繋げる。 

  （2）食と観光の連携強化 

「魚のおいしいまち」など食と観光の連携を強化し、地域ブランドの核となる素材、メニュ

ーの選定や課題の把握、プロモーション展開を図る。 

飲食店における多言語メニューの導入を促進するとともに外国人観光客向けの情報発信を充

実させることにより、食による消費拡大を推進する。 

  （3）免税店の拡充等によるショッピング・ツーリズムの拡大 

地元金融機関と連携し、外貨両替機の設置及び海外発行クレジットカード等が利用可能なATM

の導入を推進し、外国人観光客が買い物をしやすい環境を整える。 

商店街等と連携し、消費税免税店舗の拡充を推進する。 

「道の駅」を核として、周辺の農林漁業者等と連携し、農林水産物や、地域の特色を活かし

て開発された6次産業化商品の販売を促進する。 

 

【効果】   観光消費単価（1人あたり）（平成32年目標値 36,100円） 

 

(e）広域連携の強化・・・②・③ 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

1 国・県・他市町との連携強化 

 （1）国との連携強化 

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」の方針に従い、訪日外国人の「地方への

誘客」の一翼を担うべく、「ビジット・ジャパン地方連携事業」等をはじめとする国の様々な支

援制度を活用し誘客及び受入環境整備の展開を図る。また、JNTOが行うプロモーション事業と

の連携強化に努める。 

 （2）九州との広域連携推進 

「第 2期九州観光戦略及び長崎県観光推進基本計画」との整合性及び連携を図り、観光振興

の各施策に取り組む。また、「温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート」を活用した九州全体
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による広域連携をはじめ、「明治日本の産業革命遺産」及び「長崎の教会群とキリスト教関連遺

産」の2つの世界遺産の関係自治体と誘客・情報発信において連携を図る。 

 （3）県内自治体・観光施設との連携推進 

県内自治体及びハウステンボス等観光施設と連携することで、周遊観光を促進するとともに、

地域全体の魅力を複合的に向上させることで、効率的なプロモーション展開を図る。 

 

【効果】   外国人延べ宿泊者数（平成32年目標値 40万人） 

 

2-④．課題 

取組の実施にあたって制度的な課題等が想定される場合にはその内容を記載 

 

〇 商店街における消費税免税手続き一括カウンターの設置に伴う制度上の課題について 

 

長崎市においては、浜市商店街振興組合と連携し、免税一括カウンターの設置による免税店舗の拡充に

取り組んでおり、平成28年2月1日の供用開始を目指しているが、今回対象の「浜んまち商店街」エリア

においては、商店街振興組合の組織が成立する以前から、浜市商店連合会という任意団体が存在しており、

各店舗は基本的に同連合会に加入し、商店街振興組合の範囲を越えた販促活動等に取り組んでいる。 

 一方、長崎浜市商店街振興組合は、アーケードの管理を主目的として設立された団体であり、その設立

時において、建物の間口の広さによる組合費設定など、原則として地権者の加入を想定した規約設定にな

っていることから、多くの店舗・テナントは、浜市商店連合会には加入していても、商店街振興組合には

加入していない、というような状況にある。（自身の土地に建物を持ち、自身で店舗を経営されている方で

あっても、商店街振興組合に加入しているのは地権者としての個人で、店舗を経営する会社組織は浜市商

店連合会に加入、というケースなどもある。） 

 このような長崎浜市商店街振興組合の組合員でない店舗は、手続委託型消費税免税店となることができ

ないことから、商店街エリア全体での免税店舗拡充を図るうえで、制度の要件緩和が課題であると認識し

ている。 
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必ず改ページ 

3．平成28年度中に行う事業の内容 

取組の内容 

 応募要領Ⅱ-2.の具体例を踏まえ、下記を例に詳細に記述する。事項数に応じて、適宜記載欄を増やすも

のとする。なお、要領Ⅱ-2.①～③のどの分類に該当するか明記すること。 

(a)長崎独自の歴史・文化等の資源磨きの実施【再掲】・・・① 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

1 歴史・文化等の資源磨き 

（1）2つの世界遺産の保存・活用「明治日本の産業革命遺産」 

構成資産全体の価値や 23 の構成資産に関するインタープリテーション計画に沿い、保存・

活用を図る。旧グラバー住宅については、耐震化診断を基に改修工事や展示見直しを進める。 

民間が所有する構成資産については、保存修理等必要な整備事業について、国・県とともに費

用的・技術的な支援を行い、保存・活用を図る。 

    「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」については、一つの宗教にとどまらない我が国の歴史

的な価値を明らかにし、観光客等の理解を深めるとともに、地域住民の祈りの場としての共存

を図る。 

 （2）歴史文化基本構想に基づく文化財の保存・活用 

     歴史的風致維持向上計画及び東山手・南山手地区の魅力向上プラン等を策定することにより、

文化財の保存・維持管理及び活用を進めるとともに、民間と連携した市有洋館の有効活用を図

る。また、各施設の強みや関連施設とのストーリー性を活かし、まちづくりの視点や整備手法

等を取り入れて、環境整備や修景事業等を行い、地域全体の回遊性を促進する。 

  （3）出島保存管理計画に基づく国指定史跡の拡大と魅力向上 

     出島復元整備工事（6 棟復元整備、出島表門橋架橋）を進めるとともに、出島保存復元計画

（平成27年度策定）に基づき、史跡拡大を図る。また、テーマやストーリー性のある施設（出

島とシーボルト記念館等）の連携促進等によりソフトにおいてもさらなる魅力向上を図る。 

2 自然・景観や食文化を活かす 

 （1）夜景の魅力向上 

     世界新三大夜景・日本新三大夜景の魅力を進化させるため、夜景観光の基本計画を策定し  

夜景の全体的なあり方、中景・近景のライトアップ・イルミネーション等エリアごとの整備方

針を定め、夜景の魅力向上及び観賞メニューの充実を図る。 

 （2）朝型観光資源の掘り起こしと活用 

     朝型観光推進のため、民間事業者等と連携し朝市等資源の掘り起しを行い、旅行商品・メニ

ューの造成を図る。 

【効果】 

1 主要観光施設入場者数（平成32年目標値 265万人） 

2 外国人延べ宿泊者数（平成32年目標値 40万人） 
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取組の内容 

(b)ビッグデータ等の分析に基づくマーケティングの推進【再掲】・・・③ 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者、地元大学 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

1 観光動向の調査・分析 

 （1）観光スマートシティ構想の推進 

     産学官連携のもと、Nagasaki City Wi-Fi の無線 LAN スポットの統合認証システムを核に観

光アプリ等様々な情報提供サービスと連携させることで観光動向の把握が可能なソーシャル・

ビッグデータ収集・分析基盤を構築する。 

     地元金融機関等と連携し、交通系 IC カードの普及・利便性拡大のための具体的な方法を検

討する。公共交通機関、美術館・博物館、観光施設等で相互利用可能な共通パスの導入に向け

て検討を進める。 

 （2）ビッグデータを活用した観光動向・消費動向の分析 

     国が提供する「地域経済分析システム（RESAS）」及び独自に収集するデータを活用し、観光

客の行動・動態等を分析するとともに、効果的なプロモーション戦略及び受入戦略を策定する。 

2 効果的な情報発信 

  ・ 一元的なシティ・プロモーションの展開 

     文化、観光、産業、ものづくり、スポーツ等の都市の個性・魅力づくりの施策の一元化を図

り、シティ・プロモーションの推進を図る。国・地域別、ターゲット別のきめ細やかなプロモ

ーションを行い、既存のプロモーションの枠組・手法にとらわれないターゲットの趣向に即し

た、より機動的・効果的な手法を追求する。 

    

【効果】   外国人延べ宿泊者数（平成32年目標値 40万人） 

 

取組の内容 

(c）受入態勢の整備とおもてなしの充実【再掲】・・・② 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者（宿泊施設、交通事業者）、地元大学 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

 1 受入態勢の整備 

  （1）2つの世界遺産の受入態勢整備 

      各遺産のストーリーや価値・魅力を観光客わかりやすく伝えるため、ICT の活用を含め、多

言語での分かり易い解説・情報発信を行う。地域住民等と連携し、各地域・構成資産等におけ

る多様なガイドを育成・活用するとともに、継続的な研修を実施することにより質の確保に努

める。 

  （2）観光案内所の機能強化 

総合観光案内所の多言語対応の高度化を図るとともに、道の駅「夕陽が丘そとめ」について
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JNTO認定の外国人観光案内所への整備を進める。 

災害等緊急時に備え、観光施設宿泊施設等受入側におけるマニュアルを整備するとともに、

関係機関と連携し、情報共有体制を構築する。また、災害時は Nagasaki City Wi-Fi接続時の

初期画面等を活用した情報発信等を行う。 

  （3）交通アクセスの改善 

交通事業者と連携して、空港、駅など交通拠点から観光地へのアクセスや地域間の周遊の利

便性向上を図る。観光バスによる路上混雑の解消を図るため、県、交通事業者等と連携して、

駐停車スペース・待機場所の確保に取り組む。 

  （4）専門的な人材の確保と育成に向けた推進体制の見直し 

産学官の連携を強化し、観光産業における経営課題やその解決策に関する研究を促進すると

ともに、人材育成・経営改善につなげる。 

観光に関する様々な形態のインターンシップにより観光産業に対する社会的関心・就業意欲

を高め、優秀な人材の確保を図る。 

      各地域・構成資産等における多様なガイドを育成・活用するとともに、継続的な研修を実施

することにより質の確保に努める。 

 2 おもてなしの充実 

・ ユニバーサルツーリズムの推進 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会、九州新幹線西九州ルート開業等に向けて、

バリアフリー観光についての計画策定を行う。また、ユニバーサルツーリズムに対応したまち

づくりを推進するため、バリア及びバリアフリー情報の収集・発信や移動支援等についての取

組みを充実させるとともに、景観やエリアの個性を生かした快適な散策ルートを整備する。 

 

【効果】   外国人延べ宿泊者数（平成32年目標値 40万人） 

 

取組の内容 

(d）観光消費拡大の仕掛けづくり【再掲】・・・② 

【主体】 長崎市、長崎国際観光コンベンション協会、民間事業者（金融機関、商店街、農林漁業者等） 

 

【時期】 平成28年度～ 

 

【内容】 

 ・ 観光消費の拡大 

  （1）着地型旅行商品の企画造成 

エリアごとの特性を活かし、テーマ性を持った周遊・滞在ルートを構築し、多様性に富んだ

魅力ある旅行商品を提供・発信する。自然、景観に恵まれた離島・半島エリアにおいては、農

業・漁業体験や農産物・水産物加工体験、農林漁家民泊等のグリーン・ツーリズム等の普及・

拡大を図る。 

まち歩き商品「長崎さるく」においては、長崎の食や物産、体験、宿泊につながる企画を充

実させるとともに、民間事業者の参画を促し、地域経済の活性化に繋げる。 

  （2）食と観光の連携強化 

「魚のおいしいまち」など食と観光の連携を強化し、地域ブランドの核となる素材、メニュ

ーの選定や課題の把握、プロモーション展開を図る。 

飲食店における多言語メニューの導入を促進するとともに外国人観光客向けの情報発信を充
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実させることにより、食による消費拡大を推進する。 

  （3）免税店の拡充等によるショッピング・ツーリズムの拡大 

地元金融機関と連携し、外貨両替機の設置及び海外発行クレジットカード等が利用可能なATM

の導入を推進し、外国人観光客が買い物をしやすい環境を整える。 

商店街等と連携し、消費税免税店舗の拡充を推進する。 

「道の駅」を核として、周辺の農林漁業者等と連携し、農林水産物や、地域の特色を活かし

て開発された6次産業化商品の販売を促進する。 

 

【効果】   観光消費単価（1人あたり）（平成32年目標値 36,100円） 

 

※ 必要に応じて適宜、行や欄の追加、注記・例示の削除を行ってよい。また、様式に入力する文字は10.5ポイント以上とするこ

と。 
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必ず改ページ 

4．評価指標及び数値目標 

※工程とともに様式３へも記載する事 

観光立国のショーケース化に向けた目標の進捗状況を的確に把握できるよう、取組内容に応じて、絶対

値、変化率等の定量的な評価指標及びその評価指標の数値目標を設定する（設定の根拠を含む）。 

 計画目標（ＫＰＩ：重要業績評価指標） 

ＫＰＩ 
基準値 

平成26年 
目標値 

平成32年 

観光消費額 1,243憶円 1,600憶円 

観光客数 631万人 710万人 

観光消費単価 19,699円 22,860円 

就業者誘発数 27,503人 35,592人 

観光満足度 
54.3％ 

※平成25年 
60% 

 

リピーター率 
66.0% 

※平成25年 72.0% 

     ※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。 

 ※観光満足度及びリピーター率の基準値は、平成25年の値。 

       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。 

     観光客数の増に向けた具体的指標（案） 

具体的指標 
基準値 

平成26年 
目標値 

平成32年 

延べ宿泊客数 414.3万人 496.0万人 

 
うち国内客 393.0万人 456.0万人 

うち外国客 21.3万人 40.0万人 

日帰り客数 356.5万人 397.0万人 

クルーズ客数 19.9万人 45.5万人 

修学旅行生数 28.5万人 35.0万人 

ＭＩＣＥ参加者数 
35.6万人 

※平成25･24･23年平均 
39.0万人 

 

主要観光施設入場者数 239.6万人 265.0万人 

     ※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）としている。 



20/20 

 

     観光消費単価の増に向けた具体的指標（案） 

具体的指標 
基準値 

平成26年 
目標値 

平成32年 

一般宿泊客 
観光消費単価 
（1人当たり） 

29,395円 36,100円 

一般宿泊客 
観光消費単価 

（1人・1日当たり） 
19,935円 21,800円 

一般日帰り客 
観光消費単価 

13,318円 14,300円 

平均滞在日数 1.66日 1.71日 

宿泊客平均滞在日数 2.51日 2.64日 

     ※主要観光施設は、グラバー園、出島、大浦天主堂、端島見学施設、ロープウェイ 

 

 

 



（長崎市）観光地域での観光立国のショーケース化［全体構想］（様式２）

観光立国のショーケース化としての位置づけ

ショーケース化に向けた目標

現状分析（観光地域づくりの体制・観光資源（観光施設等）･訪日外国人旅行者の実態等）

〇 平和都市としての知名度を活用し、2つの世界遺産（候補）及び世界新三大夜景などの素材を活用しするとともに、地域の食、文化、自然などの資源を
世界に通用するレベルまで磨き上げることにより、満足度の高い滞在と消費拡大を実現する。

〇 従来の取り組みの中で顕著化した新たな課題に対し「攻め」の受入環境整備を推進するとともにビッグデータ等に基づくマーケティング戦略の実施及び
世界に通用する地域ブランドの確立を進める。

ＫＰＩ
基準値

平成26年

目標値

平成32年

観光消費額 1,243憶円 1,600憶円

観光客数 631万人 710万人

観光消費単価 19,699円 22,860円

就業者誘発数 27,503人 35,592人

観光満足度
54.3％

平成25年

60%

リピーター率
66.0％

平成25年
72.0％

具体的指標
基準値

平成26年

目標値

平成32年

一般宿泊客

観光消費単価

（1人当たり）

29,395円 36,100円

一般宿泊客

観光消費単価

（1人・1日当たり）

19,935円 21,800円

一般日帰り客

観光消費単価
13,318円 14,300円

平均滞在日数 1.66日 1.71日

宿泊客平均

滞在日数

2.51日 2.64日

具体的指標
基準値

平成26年

目標値

平成32年

延べ宿泊客数 414.3万人 496.0万人

うち国内客 393.0万人 456.0万人

うち外国客 21.3万人 40.0万人

日帰り客数 356.5万人 397.0万人

クルーズ客数 19.9万人 45.5万人

修学旅行生数 28.5万人 35.0万人

ＭＩＣＥ参加者数

35.6万人

平成25･24･23年

平均

39.0万人

主要観光施設

入場者数
239.6万人 265.0万人

【観光地域づくりの体制】
宿泊・観光施設、交通事業者、商店街、金融機関等で構成する「アジア・国際観光推進に係る官民連携協議会」（平成23年4月設立、事務局:長崎市及び
長崎国際観光コンベンション協会（平成27年6月 観光資源を活用した観光地魅力創造事業採択））による官民が連携した継続的な取り組みを実施。
【観光資源】
「明治日本の産業革命遺産」 、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の2つの世界遺産（候補）をはじめ、国指定史跡「出島」、東山手・南山手地区の洋館群、
世界新三大夜景（平成24年10月認定）などのまち並みや景観、伊王島、高島等の離島エリアの豊かな自然など多様な資源を有する。
【訪日外国人観光客の実態】
平成26年の外国人延べ宿泊者数は過去最高の212,524人（前年比19.0%増）を記録し、クルーズ客船の寄港数は、平成27年で130隻を超える見込み。



（長崎市）観光地域での観光立国のショーケース化提案書（様式２）



観光地域での観光立国のショーケース化・［工程表］
～取組と評価指標・数値目標（ＫＰＩ）～

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ＫＰＩ

・主要観光施設入場者数

【平成32年目標値 265万人】

・外国人延べ宿泊者数

【平成32年目標値 40万人】

１．長崎独自の歴史・文化等の資源磨き

歴史・文化の資源を磨く

自然・景観や食文化を活かす

３２年度

様式３

２．ビッグデータ等の分析に基づくマーケティングの推進

３．受入態勢の整備とおもてなしの充実

４．観光消費拡大の仕掛けづくり

５．広域連携の強化

観光動向の調査・分析

効果的な情報発信

受入態勢の整備

おもてなしの充実

着地型旅行商品の企画造成、食と観光の連携強化

免税店の拡充等によるショッピング・ツーリズムの拡大

九州との広域連携推進

県内自治体・観光施設との連携推進

・外国人延べ宿泊者数

【平成32年目標値 40万人】

・外国人延べ宿泊者数

【平成32年目標値 40万人】

・観光消費単価（1人あたり）

【平成32年目標値 36,100円】

・外国人延べ宿泊者数

【平成32年目標値 40万人】


