
 

令和 3 年度事業報告 
 

 

事業概況 

１ 長崎市版 DMO の形成・進化 

（１）観光マスターブランド構築 

（２）各種データの収集・分析・共有・活用 

 

 

２ 国内誘致・消費拡大事業 

（１）国内一般観光客の誘致宣伝 

（２）国内修学旅行 

（３）国内観光客消費拡大事業 

（４）長崎さるく・まち歩き観光の見直し 

（５）イベントの実施及び助成等 

 

 

３ インバウンド誘致事業 

（１）誘客プロモーション 

（２）WEB プロモーション 

（３）誘致セールス 

 

 

４ MICE 振興 

（１）MICE 開催件実績 

（２）MICE 誘致活動 

（３）MICE 受入活動 

 

 

５ 経営･財務基盤 その他 

（１）観光施設関連事業の状況 

（２）地域受入基盤の強化 

（３）施設等運営受託 

（４）観光地域づくりの支援 

（５）会議運営、職員研修、調査 

（６）会員の異動 

 

 



 

事業概況 
 

 一昨年からの新型コロナウイルス感染拡大は、国民の生命だけでなく、経

済、消費活動、先行きの見えない不安など、深刻な影響をもたらしている。

観光・交流業界においては、感染対策強化とともに感染拡大期の誘客の工夫

が求められるなど、極めて厳しい状況となった。 

 当協会の運営においても、スタッフの感染対策をはじめ、販売部門の収入

減など収益事業に大きな影響を受けた。 

 

 このような状況を踏まえ、昨年度理事会での決議に基づき、日ごろの長崎

市との連携強化だけでなく、長崎県に対して、長崎市旅館ホテル連合会と連

名による「新型コロナウイルス感染症への対応要請」の申入れを 4月 21日に

行った。また、会員向けアンケート調査を 6月に実施し、7 月 8日の県議会観

光・IR・新幹線対策特別委員会と観光関係団体との意見交換会において、会

員の厳しい現状を伝え、対応策の強化を訴えるなどの取組みを行ってきた。 

 

 一方、ポストコロナを見据えた中期的な取組みとして、昨年度は、長崎市

から国内誘客事業の大部分が移行されたことに伴い、11 月の出島メッセ長崎

開業や本年 9月 23 日の西九州新幹線開業に向けた各種準備のほか DMO の形成

確立、事業進行を行ってきた。 

  

 まず、「長崎市観光・MICE 戦略」、「長崎市 DMO 事業計画」に基づき、事業の

根幹をなす「長崎市観光マスターブランド」の構築をはじめ、観光データの

収集・分析の強化や国内誘客事業の基盤となる計画策定・事業進行、長崎市

と連携した外部評価の仕組みづくりなど、DMOとして機能確立、強化を図って

きた。 

 これらの取組みにより、観光庁が選定する重点支援 DMO に 2年連続で選ば

れ、専門人材の採用支援などの取組みに活かすことができた。 

 

 また、感染対策として、県、市町の財政支援による産学官連携のチーム 

ナガサキセーフティ事業の一翼を担うとともに、国・県の誘客促進事業実施

の際、長崎市が選ばれるため、地域資源を活かしたメニュー開発などの観光

地としての魅力づくりや誘客拡大に向けた情報発信に取り組んできた。 

 

 デジタル技術の革新、SDGs の取組みの必要性など、観光・交流業界を取り

巻く環境の大きな変革期に当たり、引き続き、時代を見据えた事業を行いつ

つ、観光地域づくりの舵取り役としての機能強化を図っていくことが重要で

ある。   

 

 



 

事業実施内容 
 

１ 長崎市版 DMOの形成・進化 

（１）観光マスターブランド構築【長崎市からの受託事業】 

① 目的 

観光地としての認知度は高いものの、訪問意欲については国内の主要な観光

地のなかで中位に位置している近年の現状を踏まえ、“選ばれる交流都市”の

実現に向けて、訪問客に選ばれ市民が共感し、磨き上げる「観光ブランディン

グ」が必要不可欠である。 

これまで長崎市は“異国情緒”や“平和都市”が地域ブランドとして定着

してきたものの、ライフスタイルや価値観が著しく変化する現代では、安全・

安心をベースとしながら多様な訪問客にとってこれまで以上に、“訪れる価値”

がある地域として認知される必要がある。 

また、市民や事業者にとって長崎市で生活や事業を営むことの“地域的価

値”、そして平和都市長崎として未来に向けたメッセージを発信するという

“社会的価値”の 3つの視点からブランディングの構築に取り組んだ。 

 

② 目指すブランドの在り方 

長崎市が誇る「歴史・文化」を中心に、「食」、「海」、「平和」など普遍的な

価値を象徴し、100年に一度の大変革期など、常に進化し続ける長崎も同時に

イメージさせるブランド。 

 

③ 実施内容 

ブランドの検討・確立を多角的な見地から行うため、DMO を事務局に、有識

者、市内事業者（観光、物産、水産関係）、市民など 14名からなる「長崎市観

光マスターブランド検討委員会」を設置。市民ワークショップの開催や訪問客

や域内事業者等の調査を踏まえ多様な意見を聴取しつつ、コンセプトやスロー

ガン、ロゴマークについて、3回の検討会を経て最終案を取りまとめ、長崎市

へ提出し決定された。 

 

④ 決定したブランド 

開港 450 年、市民の暮らしのそばにはいつも、“新しい世界”が同居してお

り、絶えず変化・進化しつづける長崎の世界を、統一されたイメージで訪問客

に訴求していく。 

・ブランドコンセプト 「近さ」 

・スローガン     「暮らしのそばに、ほら世界。」 

・シンボルマーク     

 

 

 

 

 

 

 



 

⑤ 誘客プロモーションフレーズの策定  

マスターブランドを柱とした、一貫性・持続性を持った誘客プロモーション

を実現させる「象徴的フレーズ」を DMO とブランドチームで検討を進め、長崎

市により決定された。 

・誘客プロモーションフレーズ：「長崎で、会いましょう。」 

※ブランドと誘客プロモーションの関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各種データの収集・分析・共有・活用【長崎市からの受託事業】 

 ① マーケティングリサーチ 

ア 観光動向調査 

旅行消費行動に基づき、全体を俯瞰しながら、旅マエ→旅ナカ→旅アトの

意識や満足度・消費行動などを、国内・インバウンド・MICE・修学旅行等、

市場毎に把握した。 

 

（ア）市場調査（ブランド調査、ブランド容認調査、国内外ソーシャルリスニング調

査） 

（イ）観光動向調査（訪問客行動データ分析、アンケート調査） 

（ウ）MICE調査（市場動向、主催者、参加者） 

（エ）修学旅行調査（学校関係者） 

（オ）事業者調査（観光関連事業者調査、受入水準調査（商店街）） 

（カ）市民アンケート調査（観光まちづくりに対する印象、観光・MICE参加状況

等） 

（キ）モバイル空間統計データ購入・分析 

（ク）Yahoo!JAPAN 行動ビックデータ「DS.INSIGHT」ライセンス利用・分析 

（ケ）マンスリーレポート発行 

（マーケティングリサーチ結果、活動の共有化:令和 3 年 7 月分から毎月

発行） 



 

 
 

イ イベントに関する調査 

イベントや祭りが訪問動機となるように効果的なプロモーションを展開

するにあたり、観光地のイベントに関する市場調査を実施するとともに、長

崎ランタンフェスティバルがどの程度認知されているのかを調査・分析した。 

 

ウ 秋期・春期国道交通量・発地調査 

観光統計の基礎資料として活用することを目的に、長崎市への自動車入込

台数及び発地を調査した。（秋期、春期の 2回実施） 

 

 ② 多様な関係者への情報共有や戦略・課題解決施策の検討・実施 

多様な関係者の観光まちづくりへの参画と合意形成の促進を図る場を年間

4回開催した。参加者の意欲も高く、今後も DMOを中心として、マーケティン

グの観点から観光地域まちづくりを行っていくための合意形成の場としての

機能を果たしていく。 

 

ア DMOマーケティングセミナー・マーケティング・ラボの開催 

開催日 会 場 目的 登壇者 参加人数 

4 月 27 日 

ガーデンテラ

ス長崎ホテル

&リゾート 

「出島メッセ長崎」開業に伴

い、これまで以上に大きな大

会・学会や国際会議等の開催を

増やしていく中で、海外からの

富裕層から喜ばれる長崎なら

ではの受入環境強化に繋げる 

里岡 美津奈 氏 38 名 

7 月 8 日 

ガーデンテラ

ス長崎ホテル

&リゾート 

「ユニークベニュー満足度№1

の都市」を目指すべく、イベン

ト運営の企画の「質」の向上に

力をいれ、各事業者と連携しな

がら受入体制の構築と強化を

図る。 

(株)トランジットジェネ

ラルオフィス 

代表取締役 

中村 貞裕 氏 

（株）トランジットクルー 

代表取締役 

藤阪 敏至 氏 

37 名 



 

10 月 8 日 

伊王島海水浴

場 

コスタ・デル・

ソル 

「暮らすように旅する」観光の

在り方や、「過ごし方」の観点か

らこれからの長崎市観光に必

要なことは何か、事業者で取り

組めることは何かを考える 

(株)ガルテン 

代表取締役 

村上 萌 氏 

38 名 

（現地 25 名、 

オンライン 13 名） 

3 月 17 日 
出島メッセ長

崎 

西九州新幹線開業に向けた市

内事業者の機運醸成を図る。 

九州旅客鉄道(株) 

執行役員長崎支社長 

田中 渉 氏 

145 名 

（現地 51 名・ 

オンライン 94 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国内誘致・消費拡大事業 

（１）国内一般観光客の誘致宣伝【長崎市からの受託事業】 

① 国内観光誘客に伴うプロモーション事業 

コロナ禍の状況を踏まえ、長崎市の四季折々の魅力やイベント・着地型商品

等の情報を年間を通じて届け、誘客及び周遊を促すシーズンプロモーションを

実施した。 

 

ア シーズンプロモーションの実施 

データマーケティングを行いながら、これまでの「マス層」に加え、DMO

事業計画で新規戦略的ターゲットとしている「クリエイティブクラス層」と

「Z世代」に向けて、長崎市ならではの旅のスタイル、過ごし方を提案した。 

特に、「佐賀・長崎プレデスティネーションキャンペーン」や「長崎市恐

竜博物館開業」などの主要トピックスに加え、郊外エリアや食（特に長崎市

水産農林と連携した、さしみシティ）を重点的に訴求した。 

 

（ア）R3年度プロモーションコンセプト 

 

 

 

 



 

（イ）シーズンプロモーション実施内容、実績（7月 31日～3月 31日） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

季節 重点訴求エリア 特集コンテンツ 

夏 

（7月 31日～ 

9月 30日） 

市内中心部・ 

伊王島・ 

野母崎 

（クリエイティブクラス層

向け記事） 

・軍艦島、野母崎グルメ 

（Z 層向け記事） 

・軍艦島、野母崎グルメ、伊

王島グルメ 

（共通記事） 

・市内中心部の街並み 

秋 

（10月 1日～ 

11月 30日） 

外海・野母崎 

（クリエイティブクラス層

向け記事） 

・遠藤周作文学館、キリシタ

ン群、外海グルメ 

（Z 層向け記事） 

・遠藤周作文学館、キリシタ

ン群、外海グルメ 

（共通記事） 

・恐竜博物館 

冬 

（12月 1日 

～3月 31日） 

市内中心部・ 

外海・琴海 

（クリエイティブクラス層

向け記事） 

・外海琴海エリアドライブ

旅 

（Z 層向け記事） 

・市内中心部まちあるき旅 

（共通記事） 

・思案橋はしごグルメ 

（共通記事） 

・長崎のお魚グルメ 

 

長崎ランタンフ

ェスティバル 

（1月 28日～ 

2月 15日） 

 

 

（共通記事） 

・長崎ランタンフェスティ

バルで楽しむグルメ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 国内クリエイティブクラス女性層をターゲットとした観光促進施策 

「クリエイティブクラス女性層」に強みを持つコミュニティメディア（NEXT 

WEEKEND）とタイアップし、ワークショップ等を通じたターゲット層の訪問意

欲向上と滞在満足度向上につながるコンテンツ造成とプロモーション手法の

検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ワークショップ、セミナーの様子 

 

 

 

 

 

 

実施内容 開催日 参加人数 実績 

オンラインワーク

ショップ 

8月 21日 27 名 参加者満足度：100％（大変

満足 59.1％、満足 40.9％） 

NEXT WEEKEND スタ

ッフによるモニタ

ーツアーの実施 

10月 3日～

10月 5日 

5名 「長崎市で 1 泊 2 日暮らす

ように旅する」ための既存

コンテンツ編集、情報発信 

リーチ数：22,589件 

いいね数：865件 

マーケティングセ

ミナー 

10月 8日 38 名（現地 25

名・オンライ

ン 13名） 

参加者満足度：100％（大変

満足 47.6％、満足 52.4％） 



 

ウ SNSによる情報発信 

長崎市の魅力発信と共に訪問客の増加と周遊を促すことを目的に、長崎市

公式観光 Instagram アカウント「travel_nagasaki」を活用し、訪問客に対し

てグルメ・観光・イベントの情報を定期的に発信した。 

 

 

 

 
 

エ 長崎駅西口デジタルサイネージでの情報発信 

令和 3 年 11 月に新規設置された長崎駅西口のデジタルサイネージを活用

した運用管理を行い、観光・MICE関連情報を発信した。 

 

オ 長崎市着地型 MAPの作成・発送 

（ア）「長崎 MAP」の日本語版、英語版の改訂 

（イ）観光関連資料の発送、在庫管理 

 

カ その他媒体を活用したプロモーション 

     長崎の魅力をより広く訴求するために、WEB だけでなくターゲット層に直

接リーチできる、雑誌や交通広告など、リアルな媒体（メディア）を活用し

たプロモーションを実施した。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② WEBサイトの管理・更新によるプロモーション【長崎市からの受託事業】  

 長崎市公式観光サイト（あっ！とながさき）運用管理 

観光情報やイベント情報を最新の状態にするため、市や各施設、事業者など

と連携し掲載内容および写真データの更新を実施した。   

項目 令和 3年 9月 令和 4年 3

月 

フォロワー数 269名 1,100名 

総閲覧者数 113,954 名 180,868名 

内容 発刊日・期間 訴求内容 実績 

Discover Japan  

2月号掲載 

（７ページ掲載） 

令和 4年 1月 6日 長崎の魚 発行部数：10万部 

東京メトロ半蔵門線

窓上ポスター掲出 

（窓上１枠） 

令和 4 年 2 月 15 日

～令和 5年 2月 14日

（予定） 

長崎市への旅 広告到達率 

35,740名/日 

東急東横線窓枠ポス

ター掲出 

（窓上１枠） 

令和 4 年 3 月 30 日

～令和 5年 3月 31日 

（予定） 

長崎市への旅 広告到達率 

31,668名/日 



 

＜ホームページの年間アクセス数（セッション数）＞ 

年度 日本語 英語 韓国語 繁体語 簡体語 

令和 3年度 1,306,515 36,361 1,798 4,306 2,610 

令和 2年度 1,450,807 17,260  1,682 6,152 2,243 

増減  △144,292  19,101  116  △1,846 367 

 

③ 国内観光誘客に伴うセールス事業【長崎市からの受託事業】 

    令和 4 年 9 月 23 日に開業予定の西九州新幹線や佐賀・長崎デスティネーシ

ョンキャンぺーンの開催に向け、旅行関係者等が集まる商談会への参加や旅行

会社への誘致セールスを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン【連携事業】 

  （令和 4年 10 月～12 月開催：令和 3 年秋～プレキャンペーン） 

JRグループ（6社）と地元自治体や観光団体・事業者等が協力し、日本全国

から開催地への送客を目的として、全国規模で集中的に宣伝・販売促進を行う

国内最大級の観光キャンペーン。全国の旅行会社が開催地を着地とした旅行商

品を造成し送客するため、観光資源の顕在化・開発・磨き上げを行うとともに、

おもてなし等の受入体制の構築を図る。 

令和 3年度には、キャンペーン実施にあたっての準備、全国宣伝販売促進会

議の実施（昨年 11 月）を皮切りにプレキャンペーンが開始され、旅行会社へ

の商談や商品造成が実施された。当協会においても、事務局への観光素材の提

供、イベント連携のほか、シュガーロードを切り口とした市内周遊パスの造成

を行っており、今後、更なる連携を図り、本番に向けての準備、長崎市への訪

問滞在増を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 名称 主催 開催場所 

10月 6日 長崎県観光情報説明

会・個別相談会 

長崎県 雲仙市小浜体育館 

11月 9日 

 

佐賀・長崎デスティネ

ーションキャンペー

ン全国販売促進会議 

佐賀・長崎デスティ

ネーションキャン

ペーン事務局 

ガーデンテラス佐

賀ホテル＆マリト

ピア 

11月 29日・

30日 

関東地区クルーズ船 

誘致セールス 

長崎県 横浜市・東京都 

3月 3日 2022 年度下期九州観

光素材 WEB相談会 

長崎県 オンライン 

3月 14日～

17日 

佐賀・長崎デスティネ

ーションキャンペー

ン長崎県 WEB商談会 

佐賀・長崎デスティ

ネーションキャン

ペーン事務局 

オンライン 

全国宣伝販売促進会議の準備 

・観光資源の顕在化・開発・磨き上げ、商品開発支援等 

・観光素材集の作成、受入・おもてなし体制の構築 
 

宣伝活動・機運醸成 

・専用ホームページの開設 

・キャッチコピー・ロゴを掲載したのぼり（屋外・卓上）、チラシ作成、

ポスター掲出等 



 

（令和 3年度の主な取組み） 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：プレキャンペーンとの連携内容】 

   ・キャンペーン名：「Nao！西九州へ Go！」キャンペーン 

   ・実施期間：令和 3年 10月～令和 4年 3月 

   ・実施主体：JR九州 

・連携内容：宣伝物や商品造成に伴う長崎市の観光素材の提供 

プレキャンペーン開始日の長崎駅でのおもてなし 

PR活動（観光施設等へチラシの配布、WEBでの情報発信等） 

イベント連携（スイーツ・駅弁グランプリの事業者展開等） 

※2月下旬に博多駅前でのイベント参加を予定していたが、コロナにより中止と

なった。 

 

（２）国内修学旅行【長崎市からの受託事業】 

① 実績（宿泊客数、ガイド活動、遊学券） 

ア 長崎市修学旅行延べ宿泊者数 

区分 令和3年 令和2年 前年比 平成30年 平成30年比 

長崎市修学旅行

延べ宿泊者数 
160,650人 94,331 人 170.3％ 233,371 人 68.8％ 

令和 3 年の長崎市への修学旅行延べ宿泊者数（長崎県観光振興課 速報値 

1,496校 160,650 人 前年比 170.3％）は、昨年中止した学校が戻りつつあり、

海外及び首都圏を予定していた学校が、長崎市へ振り替えられたため増加した。 

 

イ ながさき修学旅行ガイド活動 

  区 分 内 訳 令和 3年度 令和 2年度 前年度比 平成 30年度  平成 30 年度比 

小 学 校 

学 校 数 259校 252校 102.8% 289校 89.6% 

案内人数 15,177人 15,358人 98.8% 19,196人 79.1% 

延べガイド数 1,735人 1,722人 100.8% 2,068人 83.9% 

中 学 校 

学 校 数 61校 31校 196.8% 83校 73.5% 

案内人数 4,262人 2,851人 149.5% 8,398人 50.8% 

延べガイド数 482人 312人 154.5% 909人 53.0% 

高等学校 

学 校 数 48校 19校 252.6% 37校 129.7% 

案内人数 4,641人 2,348人 197.7% 4,968人 93.4% 

延べガイド数 509人 261人 195.0% 546人 93.2% 

合  計 

学 校 数 368校 302校 121.9% 409校 90.0% 

案内人数 24,080人 20,557人 117.1% 32,562人 74.0% 

延べガイド数 2,726人 2,295人 118.8% 3,523人 77.4% 

案内人数は、修学旅行数の増加に比例して、前年度比 117.1%の結果となっ

全国宣伝販売促進会議の実施（11月） 

・旅行商品造成を目的として全国の旅行会社、JR各社を招待し、観光素材の

紹介や商談会、現地視察（エクスカーション）を実施した。 

 

旅行会社（仕入・造成担当者）との商談会を実施（3月） 

・販売促進会議後のフォロー及び商品造成を目的として商談会を実施した。 



 

た。コロナ禍前の平成 30年度と比較すると、案内人数は減少しているが、

修学旅行者数に対する利用率は増加している。 

 

  ウ 長崎遊学券の販売 

区 分 内 訳 令和 3年度 令和 2年度 前年度比 平成 30年度  平成 30 年度比 

長崎   

遊学券 

小学生用 14,204冊 13,424冊 105.8% 29,184冊 48.7% 

中学生用 19,386冊 8,872冊 218.5% 29,006冊 66.8% 

高校生用 23,955冊 14,640冊 163.6% 28,183冊 85.0% 

合計 57,545冊 36,936冊 155.8% 86,373冊 66.6% 

    

② 国内修学旅行の誘致活動 

ア セールス活動【長崎県観光連盟との連携】 

       新型コロナウイルス感染拡大に伴い、旅行会社及び学校訪問による誘致活動

は実施することができなかった。 

 

イ 情報発信・提供 

（ア）ホームページ「感動長崎 修学旅行ナビ」の運営 

   今年度は、「長崎 SDGｓ平和ワークショップ」及び「長崎平和 AR アプリ」

を新たに掲載し、長崎市の修学旅行に関する情報発信を行った。 

 https://syugaku.at-nagasaki.jp/ 

 

（イ）日本修学旅行協会、全国修学旅行研究協会との連携 

     教職員や旅行会社向けに、日本修学旅行協会が発行する「月刊教育旅行」

への長崎市の観光情報の掲載、「修学旅行ニュース」の提供、「長崎市恐竜博

物館のオープン」など WEB上での観光情報の掲載など、連携した情報発信を

行った。 

 

ウ 旅行ナビ本の作成 

     修学旅行誘致活動において、学校及び旅行会社へ長崎を PR するツールと

して活用するパンフレットを制作した。（制作部数：16,000 部） 

 

③ 国内修学旅行の受入活動 

ア 既存商品の販促 

（ア）長崎遊学券の販売強化 

（イ）ながさき修学旅行ガイドの運営【長崎市からの受託事業】 

a 登録数 156名（対前年比 86.2％） 

b 会議・研修会の開催 

c 全体会議、班長会議の開催 

会議名 回 日 程 場  所 参加人数 

班長会議 第 1回 7月 2日 出島交流会館 10名 

第 2回 11月 5日    〃 10名 

第 3回 3月 28日     〃 10名 

全体会議 第 1回 3月 29日 長崎歴史文化博物館 60名 

班長会議では、活動の方向性の確認と問題点や課題について意見交換を行

https://syugaku.at-nagasaki.jp/


 

った。 

全体会議では、令和 3年度の振返り及び令和 4年度に向けた取組みについ

て意見交換を行った。 

   

d コース研修の実施                           

日 程 
永井隆 

コース 

山王神社 

コース 

城山小学校 

コース 

原爆資料館･ 

平和追悼祈念館

コース 

参加

人数 

7月 27 日 6名 3 名 3名    7名 19名 

7月 28 日 4名 0 名 4名  6名 14名 

7月 29 日 2名 4 名 4名 2名 12名 

合 計 12名 7 名 11名  15 名 45名 

上記 4コースは、修学旅行の定番であり、特に新人ガイドの秋季繁忙期の

実践に向けたスキルアップ研修を実施した。 

 

イ 新たな平和学習ツールの開発 

（ア）長崎平和 ARアプリ【観光庁採択事業】 

GIGA スクール構想への対応として、現地学習における付加価値の提供と

事前学習への対応により、修学旅行の学習効果を高めるデジタルツール「長

崎平和 AR アプリ」を開発した。修学旅行 2 校（聖ヨゼフ学園高等学校 2 年

生 39 名（神奈川県）、大阪信愛学院中学校 3 年生 24 名）と長崎市内で教育

旅行に携わる関係者を対象にモニターを実施した。いただいた声や課題など

を改善し、令和 4年度からの事業開始を目指す。 

 

（イ）長崎 SDGs 平和ワークショップ 

【長崎市観光客誘致推進実行委員会事業】 

学習指導要領の改訂に伴い、「SDGs の取組み」、「主体的・対話的で深い学

び」、「アクティブラーニング」など、学校教育におけるニーズの変化に対応

する学習プログラムとして「長崎 SDGs 平和ワークショップ」を造成した。

25名のガイド育成と研修を実施し、令和 4年度からの事業開始を目指す。 

 

 （ウ）オンラインによる修学旅行の実施【長崎県観光連盟との連携】 

新型コロナウイルス感染拡大によって修学旅行が中止になった学校を対

象に、グラバー園をはじめ浦上天主堂などの長崎の魅力を紹介するオンライ

ン修学旅行を実施した。 

・ 6月 23 日 東京都立志村学園高等部 3学年（80名） 

・10月 29 日 聖パウロ学園高等学校エンカレッジコース 3 学年（28名） 

・ 1月 19 日 東京都立志村学園高等部 2学年（80名） 

・ 3月 09 日  聖パウロ学園高等学校エンカレッジコース 2 学年（15名） 

 

（３）国内観光客消費拡大事業 

① 消費拡大の取組み【長崎市からの受託事業】 

長崎市内で体験できるコンテンツを見える化し、紹介、さらに予約決済もス

ムーズに行える仕組みを構築することで、長崎市への訪問意欲を向上させ、消



 

費拡大に繋がる取組みを実施した。 

 

ア 長崎市体験コンテンツデータベースサイト「PLAY NAGASAKI」の構築 

長崎市内の約 120の体験型コンテンツの中から、個人観光客のニーズを満

たしていると評価した約 80 の体験型コンテンツを抽出。そのうち、写真や

WEBサイトなど情報が整備されている、約 30のコンテンツを WEBに掲載。ジ

ャンル、旅の形態、予算、遊びたいエリア等からコンテンツを検索できるよ

うに整備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.nagasaki-visit.or.jp/jp/ 

 

イ 体験型コンテンツ予約販売サイトの構築 

日本最大級の遊びのプラットフォームを所有している OTAのアソビューと

連携「エリアゲート」の仕組みを活用し、即時予約、決済ができるコンテン

ツ販売サイトを制作し、既存の登録事業者を除いて本事業で 5事業者 9プラ

ンを掲載した。また、掲載に伴って、3日間約 40名の事業者に向けて体験型

販売セミナーを実施した。 

 
 
 
 
 

② 「朝たび長崎」宿泊プラン造成事業 

   長崎市観光に新しい価値を創出するための取組みとして、DMOが中心となり、

長崎市内の宿泊事業者、飲食事業者、体験事業者と連携し、「泊食分離と体験型

観光」を令和 2年度より推進している。令和 3年度は「朝たび長崎」宿泊プラ

ンとして参画事業者の拡大、プランの磨き上げを行い、宿泊事業者でプランの

販売を行った。 

販売期間（予約日ベース） 

※金・土・祝前日限定 
集客数 

プラン販売額実績（宿泊

費込みの想定金額） 

令和 3年 5月 14 日～ 

令和 4年 3月 26 日 

186名（個人 130名・

団体 56 名） 

約 100万円 

 

開催日 場所 参加人数 

10月 4日 長崎県美術館 26名 

10月 5日 ホテル外海イン 10名 

10月 6日 Ocean Resort Nomon 長崎 7名 

https://play.nagasaki-visit.or.jp/jp/


 

参画者 令和 3年度初 令和 3年度末 

宿泊 11者 22者 

飲食 3者 5者（夜プラン含む） 

体験 5者 5者 

 

③ 長崎県観光地受入態勢強化ステップアップ事業【実施主体：長崎県】 

長崎県と連携し、新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた長崎市観光の

魅力向上、受入態勢の強化のための取組みを市内事業者と実施した。 

 

長崎県ブランド魚を活用した消費向上対策事業 

実施主体 (一社)長崎国際観光コンベンション協会 

連携事業者 

Fデザイン NAGASAKI(株) 

中華酒家てんねん Market 

まくろう 

事業内容 長崎の食の魅力である「魚」をテーマとし、長崎の「農」と「海」

のコラボレーションで生まれた養殖魚「ゆうこう真鯛」を活用し

た「泊食分離プランの夕食」コンテンツを造成し、宿泊事業者の

プランとして販売する。 

事業の成果 3 事業者 4 店舗でそれぞれの店舗の強みを活かした「ゆうこう真

鯛」と県産酒をセットにしたプランを造成。実際に宿泊プランと

して宿泊事業者で販売し、3/1～3/31で 4件の利用があった。 

 

④ 佐賀・長崎デスティネーションキャンペーンに伴う商品造成 

 佐賀・長崎デスティネーションキャンペーンに伴い、シュガーロード PASS

（長崎 PLAN）を造成した。この商品は日本遺産シュガーロードを切り口として

おり、佐賀・長崎（佐賀、小城、嬉野、諫早、大村、長崎）の各店舗で、スイ

ーツと引換えができるクーポン券と専用 MAP がセットになったまち歩き商品

で、割引特典を受けることができる。全国の旅行会社や販売サイト及び各地の

観光協会（観光案内所等）で販売中。 

 

（４）長崎さるく・まち歩き観光の見直し 

    「長崎さるく」は、平成 18年(2006 年)から 16年が経過し、訪問客のニーズ

や観光スタイルの多様化への対応、持続可能なまち歩き制度への転換を図るた

め、長崎市と連携し抜本的な見直しを実施した。 

    これまでは、当協会が事務局として、各まち歩き団体の広報宣伝からお客様

の予約受付･ガイド配置を実施してきたが、今後は、実施主体が予約受付･ガイ

ド配置を行い、当協会は新しいまち歩き長崎さるく全体の広報宣伝を一元的に

実施することとなった。 

 

 

発売期間 発売金額 発売数 参加店舗・施設 

令和 3年 10月 22日～令和 4年 3月 31日 1,500円 78冊 24店舗・施設 

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 1,500円  29店舗・施設 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 長崎さるく運営事業【長崎市からの受託事業】 

    長崎市観光客誘致推進実行委員会から業務委託を受け、長崎さるく「通さる

く」における人気 5コースの予約受付･ガイド配置などの運営を実施した。 

 

対象コース 

 

委託期間：令和 3年 4月 1日～令和 3年 11月 30日 

    ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、長崎さるくは 4/25～6/7、8/10

～9/30の期間、催行中止となった。 

 

② 長崎さるく情報発信等【長崎市からの受託事業】 

    より多くの方にまち歩きを楽しんでいただくため、まち歩き団体の紹介や、

長崎さるくの情報発信を行った。また、長崎さるくホームページを改修した。 

    委託期間：令和 3年 11月 30日～令和 4年 3月 31日 

 

   ア まち歩き団体・商品の訴求      

      長崎市公式観光サイト「あっ！とながさき」に、掲載希望されるガイド

団体の商品を掲載し、情報発信を行った。 

 

   イ 長崎さるくホームページの改修 

      まち歩き観光を運営する各まち歩き団体の商品を掲載し、利便性向上を

出島タイムスリップ（出島） 

長崎のチャイナタウン～唐人屋敷から新地へ～ 

アンゼラスの鐘の丘を訪ねて～爆心地･平和公園から浦上天主堂～ 

長崎居留地プレミアムさるく～国宝大浦天主堂とグラバー園をめぐる～ 

龍馬が見上げた長崎の空～風頭から亀山社中跡へ～ 



 

念頭に置いた情報分類、デザインの見直し等を行った。 

 

新たなホームページのポイント 

・長崎さるく情報と発信の強化 

（団体や施設との連携、ページの更新） 

・まち歩き商品参加への誘導 

（商品が見える、探せる、買える） 

・様々のニーズに対応するマッチング機能 

（豊富な商品の掲載） 

 

 

 

 https://saruku.nagasaki-visit.or.jp/ 

 

      掲載ガイド団体数及び掲載商品数 

ガイド団体 商品数 

NPO法人 長崎の風 26 

NPO法人 長崎コンプラドール 4 

一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会 

（長崎ストーリーズ） 

10 

小島昭徳氏（個人） 14 

東 秀信氏（個人） 4 

合 計 58 

 

ウ 参加者実績：73回催行 243人 

 

③ 新しい長崎さるくの商品開発「長崎ストーリーズ」 

滞在時間の増加、消費拡大、お客様の満足度向上を目指すため、「長崎さる

く」を構成する１つの商品として、「長崎ストーリーズ」の商品造成及び有償ガ

イド育成を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ガイド育成 

一般公募による、応募者 85 名の中から、筆記試験、面接を行い、52 名を

ガイドとして登録した。ガイドに対して、令和 4年 4月 1 日からの販売開始

に向け、長崎ストーリーズの 10 コースの実地研修及び新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、オンライン研修を実施した。 

https://saruku.nagasaki-visit.or.jp/


 

     公募期間：10月 1日～11月 5日 

     筆記試験：11月 14日 10:30～11:30 （市立図書館） 

     面接期間：11月 19日～11月 24 日【期間中 4日間】 

  座学研修：12月 13日 13:00～18:00（市民会館 1階大会議室） 

  実地研修：12月 24日～3月 22日【期間中 13回実施】 

  オンライン研修：1月 26日～2月 28日【期間中 8回実施】 

 

イ 商品造成 

 
 

     商品数 10 コース 

       

 

 

 

 

 

     設定日：毎日 

     出発時間：10:00、14:00（♯4 は、9:50、13:50） 

     所要時間：2時間（♯4 は、2時間 40分） 

     料金：お一人様 1,600円～2,100 円（コースにより異なる） 

     事前予約制 前日 17時まで可能（14時出発のみ当日 10 時まで予約可能） 

 

  ウ ホームページ制作 

長崎さるくホームページ内に「長崎ストーリーズ」10コースの詳細を掲載

し、情報発信を行った。  

 

https://story.nagasaki-visit.or.jp/ 

   

♯1 出島さんぽ ♯6 居留地 路地裏さんぽ（南山手） 

♯2 唐人街と中華街さんぽ ♯7 居留地 路地裏さんぽ（東山手） 

♯3 グラバー園さんぽ ♯8 寺町と町家さんぽ 

♯4 坂本龍馬の足跡さんぽ ♯9 下町レトロさんぽ 

♯5 平和さんぽ ♯10 神社さんぽ 

https://story.nagasaki-visit.or.jp/


 

（５）イベントの実施及び助成等 

① イベントの実施 

日 程 イベント名 

4月 4日 令和 3年長崎ハタ揚げ大会【中止】 

7月 31日～8月 1日 令和 3年度長崎ペーロン選手権大会【中止】 

 

② イベントの助成【共催事業】 

日 程 イベント名 

4月 23日～27日 2020長崎帆船まつり【中止】 

4月 27日 開港 449周年記念行事（先賢顕彰式、ロマン長崎選彰式）【中止】 

7月 25日～26日 2020ながさきみなとまつり【中止】 

9月 19日～21日 2020長崎居留地まつり 

10月 7日～ 9日 長崎くんち（くんちの夕べほか）【中止】 

2月 12日～26日 2021長崎ランタンフェスティバル【中止】 

 

③ 他都市連携【共催事業】 

まつり交流事業については、全て中止となった。 

 

 

３ インバウンド誘致事業 

（１）誘客プロモーション【広域連携・豪州事業】 

     九州運輸局、(一社)別府市産業連携・協働プラットフォーム B-biz LINK、

福岡市、熊本市、有田町と連携し豪州市場向けのデジタルプロモーション事業

を実施した。 

① インフルエンサー招聘・情報発信 

ターゲット層に訴求力のある日本在住の有力インフルエンサーを招聘し、九

州ならではの食・文化・自然体験の観光コンテンツ情報を撮影と YouTube を活

用した配信した。 

ア 招聘人数：インフルエンサー 1名 カメラマン 1名 

イ 招聘期間：令和 3年 11月 22日～令和 3年 11月 26日 

ウ 招聘箇所：福岡市、有田町、長崎市、熊本市、別府市 

エ チャンネル名：internationally ME 

オ 動画再生回数：実績 66,850回 

 



 

 
 

② ランディングページの作成及び掲載（WEB 広告） 

訪日旅行に関する情報発信を行う WEBメディア「G’Day Japan」に、九州な

らではの食、文化、自然体験の観光コンテンツ情報を載せたランディングペー

ジを作成・掲載の上、広告宣伝を実施した。 

ア 実施期間：令和 3年 11月～令和 4 年 3月（準備期間を含む） 

イ 掲載期間：4 か月 

ウ ページ流入者数：実績 3,112人 

 

（２）WEB プロモーション 

JNTO・長崎県等と連携したプロモーションを実施した。 

① JNTO グローバルサイト「Japan's Local Treasures」へ記事掲載 

掲載内容：世界文化遺産である端島（軍艦島）の説明、ツアー内容紹介 

ターゲット層：英語圏 

 

② JNTO 観光コンテンツ多言語サイト「Experiences in Japan」へ記事掲載 

掲載内容：アイランドナガサキ 

国・地域：香港、タイ  

 

③ 長崎県観光連盟 オンライン FAM ツアーの実施 

新型コロナウイルスの影響で業務停滞している中国市場において、富裕層観

光客を取り扱っている現地旅行社に向け、関連観光商品を動画化した提案と長

崎県内の高級ホテルをオンラインによる FAMツアーで紹介した。 

ターゲット層：中国 

実施内容：2 本のオリジナル観光商品の行程を動画化し中国国内の旅行社へ

提案。観光商品企画担当を対象とする高級宿泊施設のオンライン

による FAMツアーを 3本実施した。 

 

（３）誘致セールス【長崎市からの受託事業】 

現地の旅行会社やインバウンド分野に強みを持つ企業に対し、長崎市へ宿泊

に繋がる情報や体験コンテンツ等を売り込み、長崎市へ滞在する旅行商品を造

成してもらうためのセールスを実施した。 



 

 
 
 
 

 

４ MICE 振興 【長崎市からの補助事業】 

（１） MICE 開催実績 

① 長崎市における MICE開催件数・人数 

（単位：件、人） 

 大会種別 
件数 人数 

 構成比 前年比  構成比 前年比 

学会・大会等 61 12.5% 234.6% 17,433 6.5% 365.8% 

会議・研修会・ 

一般会議・ 

シンポジウム等 

126 25.8% 76.8% 22,684 8.5% 127.5% 

展示会・イベント等 116 23.8% 828.6% 152,769 56.9% 1831.3% 

スポーツ 137 28.1% 214.1% 66,469 24.8% 202.5% 

その他 48 9.8% 480.0% 8,986 3.3% 148.4% 

合  計 488 100.0% 175.5% 268,341 100.0% 384.6% 

 

② コンベンション開催補助金利用件数 

＜文化・学術コンベンション（九州大会以上）＞ 

延べ宿泊者数 助成額 
件数 

令和 3年度 令和 2年度 令和元年度 

200人以上 300人未満 200,000 円 0件 3件 6件 

300人以上 500人未満 300,000 円 2件 10件 9件 

500人以上 1,000人未満 500,000 円 1件 4件 11件 

1,000人以上 1,500 人未満 1,000,000 円 0件 1件 3件 

1,500人以上 2,000 人未満 1,500,000 円 0件 3件 2件 

2,000人以上 3,000 人未満 2,000,000 円 0件 2件 1件 

3,000人以上 3,000,000 円 0件 3件 0件 

 

＜文化・学術コンベンション（各県持ち回り九州大会）＞ 

延べ宿泊者数 助成額 
件数 

令和 3年度 令和 2年度 令和元年度 

200人以上 300人未満 100,000 円 0件 5件 5件 

300人以上 500人未満 150,000 円 0件 0件 2件 

500人以上 1,000人未満 250,000 円 0件 1件 2件 

1,000人以上 1,500 人未満 500,000 円 0件 0件 0件 

1,500人以上 2,000 人未満 750,000 円 0件 0件 0件 

2,000人以上 3,000 人未満 1,000,000 円 0件 0件 0件 

3,000人以上 1,500,000 円 0件 0件 0件 

開催日 名称 主催 開催場所 

9月 30日～

10月 1日 

九州インバウン

ド観光商談会 

九州観光推進機構 オンライン 



 

    新型コロナウイルス感染症拡大のため、学会の開催数は前年に比べて増えた

が、開催形態がハイブリッドやオンラインとなったものが多く、宿泊者数を基

本とする開催補助金の依頼はほとんどなかった。 

 

（２）MICE誘致活動 

① 誘致・セールス 

    新型コロナウイルス感染症拡大による行動制限で、訪問できない期間は電話

やメールを利用し、「出島メッセ長崎」の開業、DMOのワンストップサービス機

能による誘致・受入、また「まち MICE」の取組み等を提案して誘致セールスを

実施した。 

ア 訪問件数：県内企業・団体（26 件）、県内大学（84件）、 

首都圏（10件）、福岡（5件） 

イ 電話・メール：62件 

 

② 商談会への参加 

    商談会については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、前年に引

き続き、令和 4 年の第 31 回国際 MICE エキスポ（IME）はオンライン開催とな

った。IMEの商談会では、10団体との商談を行い、令和 7年の大型大会の開催

地を探している主催者より、長崎を候補地として検討する回答をいただき、誘

致セールスにつなげることができた。一方で、国際商談会（Meet Japan）につ

いては、開催方法が都市の PR 動画制作という内容に変更されたため、参加す

ることができなかった。 

・第 31回 国際 MICEエキスポ（IME）（令和 4年 2月 16日～17日） 

 

③ 出展 

4件の大会・会議で PRブースを出展し、MICE開催都市としての長崎の PRを実施

した。 

ア ICCA年次総会ハブ会議 

     日程：令和 3年 10月 25日～27 日 

     場所：出島メッセ長崎 

  イ 佐賀・長崎 DC 全国宣伝販売促進会議 

日程：令和 3年 11月 9日 

場所：ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピア 

  ウ 第 7回スーパーマーケット協会全国大会・長崎大会 

     日程：令和 3年 11月 17日 

場所：出島メッセ長崎 

  エ 九州・長崎 IR推進フォーラム 

     日程：令和 4年 1月 14日～15日 

場所：出島メッセ長崎 

 

④ 出稿・広告掲載 

出島メッセ長崎を周知していただく機会として、長崎の強みである医療・水

産の関係者が目にする媒体への情報発信を行い MICE誘致への導線作りを行った。 

ア   医療系 M3.com（医療関係者にメールで広告配信） 



 

配信数 ドクター 3，000人 

イ   医療系 日経ヘルスケア（広告出稿） 

発行部数 約 20,000部 

ウ  水産系 養殖ビジネス（広告出稿） 

発行部数 約 3,800部 

エ  MICE JAPAN（出島メッセ長崎の開業及び ICCA年次総会ハブ会議開催 

の記事掲載） 

発行部数 20,000部 

掲載期間  10月号、11月号、12月号 

オ  ICCAホームページバナー 

掲載期間 令和 3年 10月 1日～令和 4年 3月 31日 

 

⑤ 誘致ツールの作成 

ア プロモーション動画（MICE向け動画）素材撮影 

最新の長崎のコンベンション施設としての魅力を主催者に PRするために、 

出島メッセ長崎での MICE開催の様子やヒルトン長崎の撮影、またドローン 

による空中撮影を行った。撮影した動画は令和 4年 5月に編集して完成さ 

せ、今後の MICE誘致セールス及び商談会等で広く活用していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Mf_mrRsIybw 

 

イ コンベンション＆宿泊施設ガイドの制作（100部） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 長崎 MICE 誘致推進協議会との連携 

長崎市全体での MICE誘致を高めるため、長崎 MICE誘致推進協議会の事務局 

として取り組んだ。 

      長崎 MICE誘致推進協議会（令和 3 年 12月 22日 総会） 

     ・会員数  59団体（総会開催時点） 

     ・参加者数 55団体 

 

https://youtu.be/Mf_mrRsIybw


 

（３）MICE受入活動 

① 長崎観光ガイドブック等の提供 

コンベンション交付資料 提供数 

長崎観光マップ 5,080部 

ペーパーバッグ 3,217枚 

大会資料詰用封筒（角２） 3,260枚 

 

②「まち MICE」推進 

ア 長崎 MICE EXPO【FFG主催】 

新型コロナウイルス感染症対策を万全に行いながら、3 日間にわたり食の

商談会や地元事業者の物販、ライブやシンポジウムなど、市民参加型のイベ

ントが開催され、若年層からシニア層まで幅広く「出島メッセ長崎」の認知

拡大の機会となった。 

日時： 令和 3年 11月 13日～14 日 

場所：出島メッセ長崎 イベント展示ホール 

参加者数：約 15,000名 

 

イ MICE向け体験プログラムの商品化、ガイドブック等作成 

モニター調査等を実施し、前年度よりも MICE 主催者・参加者の声を反映

させたコンテンツを造成した。また、体験コンテンツを提案するツールとし

てチラシを作成し、誘致セールスの際に活用した。 

 

ウ ユニークベニューの利用促進 

     ユニークベニューの活用促進に向け、施設の拡充、メニュー化（調査、評

価、開催プラン策定）、実証実験を行い、ガイドブック及び WEB サイトの整

備を行った。（掲載数 20施設） 

これにより、MICE主催者へ文化財をはじめとした歴史ある建築物や長崎ら

しさを感じられる特別な場所での懇親会を提案する体制が整った。 

開催実績 大会名：ICCAハブ会議 レセプション 

         場所：孔子廟 

         参加者数：約 30名 

 

エ 長崎市飲食店舗情報サイト（最初の晩餐）におけるコンテンツの追加・情報

発信 

     MICE主催者・参加者の声をもとに、夕食後の 2軒目需要に対応すべく、バ

ー・ラウンジの店舗情報を 50 店舗掲載するなど掲載店舗数と特典数を増加

させた。また、トラフグの特集ページと提供店を掲載するなど、内容を充実

させた。 

 

 

 

 

 

        https://nagasaki-gourmet-emag.jp/jp/ 

https://nagasaki-gourmet-emag.jp/jp/


 

オ 長崎駅周辺グルメ MAPの作成 

     出島メッセ長崎で開催される MICE 参加者の利便性の向上と市内への滞在

時間および消費拡大を推進するためのツールとして 34 店舗の飲食店舗 MAP

を作成した。 

    

 

 

 

 

③ おもてなし歓迎演出 

ア 浜町アーケードの MICE横断幕 

    出島メッセ長崎の開業に合わせて掲示し、出島メッセ長崎の開業と長 

崎市の MICE への取組みを市民へアピールした。また、訪問者に対し 

て、おもてなしとして歓迎の意を示した。 

    掲出期間 令和 3年 11月 1日 ～12月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 空港歓迎看板 

    長崎空港にて 4件掲示 

 

④ MICE 統計効果分析測定の実施 

・調査内容 (1) MICE市場動向調査 (2) MICE参加者調査  

      (3) MICE主催者調査 

・調査時期 令和 3年 12月 

・調査対象 JCCB（(一社)日本コングレス・コンベンションビューロー） 

会員の団体のうち、地方開催の可能性がある団体 

・調査方法 配布方法：メール 回収方法：WEB 

・回収率   2.6％（回答 102団体/送付 3,850団体） 

 

 ⑤ 長崎 MICE 事業者ネットワークとの連携 

長崎市全体での MICE受入効果を高めるため、長崎 MICE事業者ネットワークの

事務局として取り組んだ。 

長崎 MICE事業者ネットワーク（令和 3年 11月 29日総会） 

 ・会員数  133 団体（総会開催時点） 

 ・参加者数 116 団体 



 

   ・幹事会（2回開催） 

令和 3年 7月 28日 場所 長崎市立図書館 

令和 3年 9月 22日 場所 長崎県美術館 

 

 

５ 経営･財務基盤 その他 

（１）観光施設関連事業の状況 

① 当期部門別収支及び概況 

                                単位：千円 

項目       年度 
Ｒ３年度 
計 画 

Ｒ３年度 
実 績 

Ｒ2年度 
実 績 

対前年比 
実 績 

グラバー園売店 594 △4,166 △5,007 841 

自由亭喫茶室 993 1,184 △2,586 3,770 

通信販売部 1,382 250 △1,029 1,279 

企画商品（長崎遊学券） 902 6,025 △903 6,928 

レトロ写真館 606 △761 △762 1 

旅行商品 1,295 188 542 △354 

亀山社中物販 309 292 277 15 

イベント販売 178 △132 △159 27 

その他の収支 869 6,755 12,464 △5,719 

合  計 7,128 9,635 2,837 6,798 

 

    新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言、まん延防止等重点措

置により、4 月 28 日～6 月 7 日（41 日間）、8 月 10 日～9 月 12 日（34 日間）、

1月 21日～2 月 20日（31日間）の計 106 日間にわたり、観光施設は休園を余

儀なくされグラバー園内の販売事業も大きな打撃を受けた。 

9 月の解除後は、徐々に売上も上向き、修学旅行も春季の振替で賑わいをみ

せ長崎遊学券の販売数も回復した。なお、長崎くんちやランタンフェスティバ

ルの大型イベントは、前年度につづき開催が中止になり、会場出店は実施でき

ず、収益に繋がることはなかった。 

 

② グラバー園内 売店・自由亭喫茶室の運営終了 

    グラバー園指定管理者制度の改正により、令和 4年度から園内施設の目的外

使用ができないことから、令和 3年度をもって売店・自由亭喫茶室の運営から

撤退した。 

  ア グラバー園売店 

  年間売上金額：42,104,193円（前年度比 116.8％ / H30 年度比 35.2％） 

年間利用者数：  30,714名（ 同  127.1％  /   同  35.4％） 

イ 自由亭喫茶室 

   年間売上金額：12,834,100円（前年度比 131.3％ / H30 年度比 41.2％） 

年間利用者数：  13,938名（  同   131.5％ /    同  35.2％） 

 

 ③ 企画商品（長崎遊学券） 

    長崎市内の主要観光施設 8 ヶ所の入場券と、人気観光施設 20 ヶ所の割引券



 

がついた、修学旅行生のためのガイドブック付き観光施設入場券「長崎遊学券」

を発行し、修学旅行を造成している旅行会社等に販売した。 

    入場券施設：グラバー園、出島、亀山社中記念館、長崎原爆資料館、長崎歴

史文化博物館、シーボルト記念館、旧香港上海銀行長崎支店記

念館、孔子廟・中国歴代博物館 

   販売単価：小学生用 500円、中学生用 550円、高校生用 650円 

 販売実績：合   計  57,545冊 (前年度比 155.8％ / H30 年度比 66.6％） 

小学生用  14,204冊（  同   105.8％  /    同  48.6％） 

中学生用  19,386冊（  同   218.5％  /   同    66.8％） 

高校生用  23,955冊（  同   163.6％  /   同    84.9％） 

年間売上金額： 33,335,050円（  同   157.9％  /    同  70.3％） 

長崎遊学券ホームページ https://nitca.sakura.ne.jp/yugakuken/ 

 

④ グラバー園レトロ写真館 

    6 月末で営業を終了する予定（理由：施設耐震工事）であったが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大期間中の休園の影響により、前倒しで閉鎖した。 

    営業期間： 4月 1日～27日 

売上金額： 193,000円（前年度比 5.7％ / H30年度比 1.4％） 

利用者数：   149名（  同  5,1％ /   同   1.1％） 

   

⑤ 旅行商品（浪漫ながさき旅情報） 

    人気の軍艦島上陸クルーズや福江島への日帰りツアーなど、既存ツアーの代

理販売をホームページにて行った。 

  年間参加者数：106人（前年度比 82.1％ / H30年度比 12.2％） 

 ・軍艦島クルーズ   87人（同  75.0％ /  同  11.3％） 

 ・福江島日帰りツアー 19人（同 146.1％ / 同  19.7％） 

年間売上金額：1,856,903円   （同 158.8％ / 同  10.8％） 

 

⑥ 亀山社中記念館売店 

    施設に関連する書籍や坂本龍馬をテーマにした商品を販売した。 

年間売上金額：639,894円（前年度比 86.9％/ H30年度比 33.7％） 

 

 ⑦ イベント販売 

    新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、長崎くんちとランタンフェス

ティバルが中止となった。 

 

（２）地域受入基盤の強化 

観光関連事業者人材育成・スキルアップへの取組み強化 

接客サービス講習会等会員ニーズを踏まえた効果的な講習会を開催した。今

回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンラインで実施した。 

日時：1月 18 日 14：00～16：00 

「実践！ウィズ・コロナ時代に選ばれる接客術」 講師：原田 正美氏 

 

 



 

（３）施設等運営受託 

① 仮設総合観光案内所業務 

長崎市からの業務受託により JR 長崎駅構内の「仮設総合観光案内所」にお

いて、来崎する内外観光客に長崎市内及び周辺地域の観光全般について、案内・

説明・紹介にあたった。 

また、ラッキー自動車(株)からの業務受託により、仮設総合観光案内におけ

るタクシー観光案内を行った。 

    開所時間：年中無休 午前 8時から午後 8時まで 

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のための閉鎖期間： 

5月 12日から 6月 7日まで（27 日間） 

      8月 11日から 9月 12日まで（33 日間） 

      1月 21日から 3月 6日まで（45 日間）計 105日間 ※電話応対は供用継続 

    利用者総数：16,587名（前年比 106％） 

  (単位：名) 

観光案内全般 旅館案内 電話案内 文書案内 外国人案内 合計 

13,542 

（同 104％） 

3 

（同 14％） 

2,412 

（同 113％） 

126 

（同 80％） 

504 

（同 119％） 

16,587 

（同 106％） 

 

② 長崎市亀山社中記念館受付業務 

長崎市からの業務受託により受付及び入館料金の収納業務を行った。 

新たな取組みとして、高知県の坂本龍馬関連施設と相互に連携し、お互いのチ

ラシを施設に設置して坂本龍馬ファンの集客に努めた。 

開館時間：年中無休 午前 9時から午後 5時まで 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための閉鎖期間： 

 4月 28 日から 6月 7日まで（41日間） 

       8月 10 日から 9月 12日まで（34日間） 

 1月 21 日から 3月 6日まで（45日間） 計 120日間 

    入場者総数：計 17,730名（前年度比 92％） 

 

（４）観光地域づくりの支援 

 ① 安心安全な観光・交流の街「ながさき」づくり team NAGASAKI SAFETY 

令和 2 年度、長崎市・佐世保市・雲仙市 3 市でのスタートとなったこの取組み

が、「長崎県ツーリズム・アワード」で準グランプリを受賞・評価されたことによ

り、県、県内各都市、協会等の参画で県全体の取組みに拡大した。また、飲食部

門についても別組織ではあるが、実行委員会が立ち上がるなど、市民・事業者の

コロナ対策の意識醸成に一翼を担うとともに、事業・ブランド認知度の向上につ

ながっている。 

 

   

 

 

 

 

https://www.at-nagasaki.jp/safety/ 

https://www.at-nagasaki.jp/safety/


 

これらの動きにより、12 月には日本観光振興協会主催（観光庁講演）の「日本

の観光再生シンポジウム」での発表に招聘されるなど、全国的にも評価を受け始

めている。 

 

② 長崎市ペーロン協会、長崎ペーロン選手権大会実行委員会の運営 

長崎市ペーロン協会の事務局を担当し、伝統あるペーロンの保存育成に努め

ているが、令和 3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。 

また、兵庫県相生市、天草郡苓北町のペーロン大会も中止となり、親善交流

については取りやめた。 

ア 長崎市ペーロン協会 

（ア）地区大会への助成 

各地区ペーロン大会はすべての地区において中止となった。 

（イ）国内大会へのチームの派遣について 

派遣予定していた「相生ペーロン祭」「苓北じゃっと祭天草 苓北ペー

ロン大会」については、いずれも新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止となった。 

イ 長崎ペーロン選手権大会実行委員会 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。 

 

③ 長崎ハタ揚げ振興会の運営 

「長崎ハタ揚げ振興会」の事務局を担当し、ハタ揚げの継承に努めており、

伝統ある名物行事「令和 3年長崎ハタ揚げ大会」については、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止になった。 

    

④ 長崎観光龍踊り会の運営 

「長崎観光龍踊り会」の事務局を担当しており、令和 3 年度においては、1

件の出演要請に応えた。 

行 事 名：ポルシェ 356クラブオブジャパン ガラパーティー 

出演日時：令和 3年 11月 6日 19:30～ 

出演会場：ヒルトン長崎 

 

⑤ ロマン長崎選彰委員会の運営（事業終了） 

「ロマン長崎選彰委員会」の事務局を担当し、長崎市観光親善大使「ロマン

長崎」の育成派遣を行った。近年、IT や SNS を活用した広報 PR へ移行してい

ることや、応募者数と派遣依頼件数の減少が継続していることから、一定、本

会の役割を果たしたとし、令和 3年度をもって事業を終了した。 

  ア ロマン長崎 4名 

   岩本恵子、小谷花恵、苑田大誠（令和元年度から継続） 

     山﨑千晏（令和 2年度から継続） 

イ 活動実績 

     出演件数：14件（市内 11件、市外 3件） 

     出演日数：19日（市内 11日、市外 8日／のべ日数） 

     依頼内訳：観光宣伝 5件、物産展 2件、イベント 4件、記念行事・式典等 

3件 計 14件 



 

（５）会議運営、職員研修、調査 

① 経営管理委員会主導による事務局運営 

    役員で組織された専門委員会である経営管理委員会を 3回開催し、経営計画

に基づいた事業計画の進捗状況を報告し、会員協働による事業推進を行った。 

 

② 総会、理事会、監査会及び経営管理委員会の開催 

5月 28日 令和 2年度監査会（11:00～ホテル JALシティ長崎） 

 6月 15日 理事会（15:00～長崎県勤労福祉会館） 

      15日 通常総会（16:00～長崎県勤労福祉会館） 

         ※新型コロナウイルスの感染予防および飛散防止の観点から、理

事会にオブザーバー参加することにより議案内容を説明した。 

11月 2日 第 1回経営管理委員会（13:30～長崎県勤労福祉会館） 

    2月 22日 第 2回経営管理委員会（10:30～長崎県勤労福祉会館） 

    3月 14日 第 3回経営管理委員会（13:30～長崎県勤労福祉会館） 

      29日 理事会（14:00～出島メッセ長崎） 

 

③ 総会等への出席（抜粋）※コロナ禍による書面決議を除く 

4月 9日 長崎開港記念会理事会・総会（サンプリエール） 

17日 暴力追放いのちを守る長崎市民集会（市民会館） 

27日 開港 450周年記念式典（長崎ブリックホール） 

27日 長崎ペーロン選手権大会実行委員会（長崎新聞文化ホール） 

7月 5日 長崎市 DX推進委員会（長崎市役所会議室） 

6日 長崎県スポーツコミッション総会（ホテルニュー長崎） 

13日 長崎県観光連盟総会（ホテルニュー長崎） 

27 日 長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会（長崎市議会会議室） 

30 日 ポストコロナ交流人口拡大対策特別委員会（長崎市議会会議室） 

8月 3日 長崎県文化観光推進協議会（長崎県庁会議室） 

10月 26日 新幹線暫定開業効果最大化実行委員会（長崎商工会館） 

11月 4日 写真の街・長崎実行委員会（長崎商工会館） 

19日 九州・沖縄地区コンベンション推進団体連絡会議（宮崎市） 

29日 長崎 MICE事業者ネットワーク総会（出島メッセ長崎） 

12月 22日 長崎連携中枢都市圏ビジョン会議（長崎市役所会議室） 

22日 長崎 MICE誘致推進協議会総会（出島メッセ長崎） 

22日 長崎新幹線建設推進実行委員会（長崎県庁会議室） 

23日 長崎交通圏タクシー準特定地域協議会（長崎タクシー会館） 

2月 8日 長崎市歴史的風致維持向上協議会（長崎市議会会議室） 

3月 17日 開港 450周年事業実行委員会（サンプリエール） 

24日 長崎日蘭協会総会（長崎歴史文化博物館） 

 

④ 職員研修の実施 

各種セミナー等への参加、Eラーニングを活用した職員研修の実施 

 

⑤ 調査 

「新型コロナウイルス感染症による影響及び県に期待する支援内容に関する緊



 

急アンケート」を実施 

実施日：令和 3年 6月 22日～6月 27日 

対象 ：会員の企業・団体（メールアドレスを有する会員のみ） 

調査数：385 

回答数：113（回収率 29.4％） 

 

 

（６）会員の異動（順不同） 

入会 11、退会 33          ［令和 4年 3月 31日現在会員数 421］ 

入 会 (株)ｺｽﾓ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ        入 会 (株)阪急交通社長崎支店 

〃   (株)ﾘｰｼﾞｮﾅﾙｸﾘｴｰｼｮﾝ長崎      〃   (福)ゆうわ会 

〃  (株)ゼンリン                  〃    ビーウィズ(株) 

〃  (株)ジーエークレアス キンコーズアミュプラザ長崎店  〃   日本通運(株)長崎支店 

〃     リモ・ナガサキ        〃    (株)トラベルジップ 

〃    (株)ウィナス 

 

退 会  長崎猫倶楽部           退 会 (株)西日本新聞広告社長崎 

〃    (有)共同タクシー            〃   民宿つどい 

〃   (株)プロダクションナップ    〃   ページワンプランニング(株) 

〃    (株)智書房               〃   ふじわら旅館 

〃    松尾保険オフィス           〃   (株)長崎ｶｽﾃﾗｾﾝﾀｰ心泉堂 

〃   (有)マイティー・スパロウ     〃    九州印刷(株) 

〃    長崎人力車 俥樂             〃  (有)ジーエヌインク 

〃   山口鍛冶工場                〃   長崎大学医学部 

〃   天ぷら・割烹のだ            〃  (株)木村物産事業部北九州支店 

〃   近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ(株)長崎支店   〃   スローフードファクトリー長崎あぐりの丘 

〃   Ａⅰ国際医療研究所      〃   長崎県社交飲食業生活衛生同業組合 

〃   長崎コンプラドール           〃  ｴｽ･ｼﾞｰ･ｼｰ佐賀航空(株)長崎支店 

〃   お好み焼き勝星            〃  ＣＯＰＥＮ 

〃   草花洛              〃  老 李 

〃   (株)サンコーポレーション    〃  トータルスポーツデザイン(株) 

〃   ＭＯＤＡＬ            〃  (株)ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 

〃     戸田建設(株)九州支店 

 


