
令和４年度 事業計画 

基本方針 
 

 一昨年からのコロナ禍が長期化する中で、入国制限によるインバウンド訪問客皆減

をはじめとした旅行需要の激減により、われわれ観光・交流業界にとって、甚大な重

大なあおりを受けている状況にある。また、この間の交流制限と目まぐるしいデジタ

ル技術の進化は、働き方やライフスタイルにも大きな変化がもたらしている。これら

の環境変化は、今後も不連続に進行するものであり、中長期の旅行需要は先行きが見

通しにくい状況にある。 

 一方で、本年度は、長崎駅周辺部の再開発や長崎スタジアムシティ構想など、市街

地を中心に、「100年に一度の大きなまちづくり」の途中にあるが、西九州新幹線開業

を控え、継続的な出島やグラバー園、夜景の整備や「出島メッセ長崎」、「長崎恐竜博

物館」などの施設整備を含め、これまで磨きあげてきた観光まちづくりを広く伝えて

いく一つの大きな機会を迎えている。 

 このような状況において、当協会はＤＭＯ事業計画に基づき、内外の環境を見据え

たうえ、喫近の課題であるアフターコロナにおける交流回復の早期化とともに西九州

新幹線の開業効果の最大化に向け、今年マーケティング調査・分析事業、国内誘客、

ＭＩＣＥ振興、修学旅行招聘などのプロモーション事業における着実な仕組みの構築

と事業進行を行っていくこととする。 

  

１ 西九州新幹線開業効果の最大化に向けて 

9月 23日の西九州新幹線の開業を見据え、開業前におけるおもてなしを含めた

消費拡大、訪問者満足度向上に資する受入環境準備、事前のプロモーションを実

施するとともに、開業効果の持続に向け、事業者と連携した取組みを行う。 

   

２ 新型コロナウィルス感染症からの回復に向けて 

「チーム ナガサキ セーフティ」の活動を通した、お客さまから選ばれる安全・ 

安心な観光地域づくりを推し進めるとともに、感染収束期に行われる国・県など

が行う各種プロモーションの機会をとらえ、長崎市への来訪意欲を向上させるＰ

Ｒ・宣伝を行うことで、早期に観光・交流需要回復に努める。 

 

３ 観光ブランディングの確立をはじめとした「選ばれる 21 世紀の交流都市」の 

  実現に向けた長崎市ＤＭＯ事業計画の着実な進行 

長崎市の観光・MICE 振興ビジョンである「選ばれる 21 世紀の交流都市」の実

現に向け、観光データの収集・分析等のマーケティングにより、効果的な誘致セ

ールス・プロモーションを実施するとともに、MICE誘致・受入の強化、まち MICE

事業の実施等、多様な関係者と連携して地域消費拡大の取組み推進により地域の

稼ぐ力を引き出し、観光地域づくりの舵取り役としての役割を果たす「長崎市版

DMO」の更なる確立を図る。特に長崎市観光マスターブランドの開始初年度にあた

り、ブランドコミュニケーションデザインと市内外における認知度向上を図る。 

また、これら DMO事業の事業進捗を定期的にモニタリングしていくために、長

崎市と連携した評価の仕組みを実行する。 

 

 



４ 経営･財務基盤 

 経営・財務基盤の強化と安定かつ長期的な財源確保は協会運営の基礎である。 

これまで収益をあげていた観光施設関連事業は一部を除き、昨年度末で終了し

たが、長崎市「観光・ＭＩＣＥ戦略」に基づいた、長崎市からのマーケティング、

プロモーション事業の受託により、事業財源には一定の目途がついたところであ

る。 

今後も現在の事業内容及び経費の検証に加え、新たな収益事業の確立向け、検

討していくとともに観光庁や県などの補助事業も活用し、交流拡大に資する事業

の実行に努める。 



事業計画 

 
１ 喫緊の諸課題への対応について 

（１）西九州新幹線開業に向けた取組み（新幹線アクションプランの着実な実行） 

  ① 西九州新幹線開業効果の最大化に向けた誘客プロモーションの実施 

西九州新幹線の開業効果を継続的に持続させるために、開業を契機として、

長崎市への訪問意欲向上、誘客促進及び滞在消費を喚起するプロモーション

を実施するとともに、交通事業者や九州都市圏と連携した回遊プロモーショ

ンを行う。 

  

② JR九州、長崎県、長崎県観光連盟と連携したプロモーションの実施 

令和 4 年 10 月～12 月にかけて開催予定の「佐賀・長崎デスティネーショ

ンキャンペーン」に向けて、各機関と連携したプロモーションを実施する。

また、これまで磨き上げや掘り起こしを行ってきた観光素材の提供や、体験

型コンテンツの販売促進を行うために、関係機関が主催する商談会やイベン

トに参加し、誘客促進につなげる。 

 

新規③ シュガーロード PASS の販売 

佐賀・長崎両県で造成したクーポン券付きまち歩き商品シュガーロード

PASSの販売促進を行い、市内周遊につなげる。 

 

新規④ 手ぶら観光サービスの実施 

観光客が市内観光を身軽に楽しむことができるよう、関係機関と連携し、

駅で観光客の荷物を預かり、宿泊施設まで届ける手ぶら観光サービスの実現

に向け取り組む。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症対策と回復に向けて 

  ① 安全・安心な観光・交流の街「ながさき」づくり 

訪問客が安心して滞在できるように、長崎市、佐世保市、雲仙市３市エリア

で始動した宿泊・観光施設の安全・安心の取組みである「team NAGASAKI SAFETY

（チームナガサキセーフティ）」は、「長崎県ツーリズム・アワード」で準グラ

ンプリを受賞し評価されたことにより、県、県内各市町、協会等の参画で県全

体での取組みに拡大した。 

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

上に繋がっている。 

昨年 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こと

から、引き続き、安全・安心な第三者認証制度として適切な運用を続けるとと

もに、交通・体験等の事業者に認証施設数の拡大を目指す。 

 

 

 

 



  ② 観光再始動プロモーションへの取組み 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きなダメージを受けている市内

の観光業界の回復を加速させるため、DXによる観光サービスの変革を推進する

とともに、令和 4 年 9 月 23 日の西九州新幹線開業に合わせて、10 月から開始

される「佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン」と連動した、ターゲッ

トエリアのプロモーションを強化する。 

 

２ DMO機能の強化 

（１）マーケティング事業【長崎市からの受託事業】 

旅行消費行動（旅マエ、旅ナカ、旅アト）に基づき、検索行動や位置情報な

どのビッグデータとアンケート調査などの動向調査を組合せながら、国内、海

外、MICEなどターゲットごとに把握、包括的に分析し、その結果を観光・MICE

戦略に反映させる。 

 ① 観光動向調査 

 ア 包括的マーケティングリサーチ 

マーケティング活動の中で発生する課題(企画・実行・効果検証)に対し、

訪問客、 MICE 参加者・主催者、市民、事業者を対象とした調査やビッグデ

ータの収集など様々な手法を用いて幅広く調査・分析を行う。 

 （ア）市場調査  

・ブランド調査（ブランド認知度・想起率、シーズンプロモーション効果

測定等）  

・コンテンツ・ターゲット調査（例：サステナブルツーリズム、重点ター

ゲット等）  

・ソーシャルリスニング調査  

 （イ）訪問客調査（位置情報データ、アンケートによる観光動向調査）  

 （ウ）MICE調査（インセンティブツアー市場動向、参加者・主催者調査）  

 （エ）事業者調査（観光・MICE関連事業者調査、受入水準調査）  

 （オ）市民調査（おもてなし、観光・MICE参加意向調査）  

 （カ）マンスリーレポート等の発行  

 

 イ イベント実施に伴う調査・分析 

 2023 ランタンフェスティバル、長崎帆船まつり（集客数、経済効果調査） 

 

 ウ 秋期・春期国道交通量・発地調査 

 

 ② 市民ネットワークの構築・強化 

訪問客、事業者、市民がともに win-win となる「選ばれる 21 世紀の交流

都市」を実現するため、マーケティング、魅力向上、消費拡大など様々なテ

ーマのセミナーやワークショップ等を開催し、幅広い市内事業者の観光・

MICEビジネスへの参画促進を図る。 

継続的な観光地マーケティング・ マネジメントを行うことにより、事業

者間のネットワークを強化していく。 (年４回実施) 

 

  



（２）観光交流ブランディング【長崎市からの受託事業】 

令和 3年度に検討した「長崎市観光マスターブランド」を柱とした、新たな

観光コミュニケーションプランに基づき、ブランド認知度・想起率を高め、長

崎市の訪問意欲を喚起するプロモーションを実施していく。また、同時に市内

事業者や市民へ理解浸透（インナーブランディング）を図り、ブランドと連動

した商品造成や“おもてなし”を強化し、訪問満足度の高い「選ばれる 21 世

紀の交流都市」の実現を目指していく。 

 

   
 

 

（３）観光分野における DX の推進【長崎市からの受託事業】 

政府が取り組む観光 DX 推進の方針に沿い、デジタル技術を活かした一元的

な情報の収集・発信、予約・決済、訪問客の趣味・嗜好に合わせたサービスの

提供などの仕組みを構築することで、ポストコロナに対応し、新規訪問客・リ

ピーター獲得につなげる。 

 

 目指す姿：訪問客一人ひとりに最適化した双方向コミュニケーション型サイト 

 ・ブランディング活動と連動したワンストップサイト 

 ・AI機能による訪問客の旅行消費行動に寄り添う一人ひとりに最適な旅の提案 

・メディア連携など双方向コミュニケーションの実施による新規ファン獲得、

ロイヤルカスタマー化の促進 

 

① 訪問客向けワンストップシステムの強化  

サイトに掲載する情報を一元管理するとともに、個人の趣味嗜好に合わせ

最適化された情報、商品・サービス、予約・決済機能を集約したワンストッ

プ化により、誘客だけでなく、域内の周遊促進・消費の拡大につなげる。 

また、観光スポット・食・体験等のコンテンツを掲載・紹介するだけでな

く、SNS と連携させ、訪れた人の感想や写真、現在の状況などを公開できる

仕組みをつくることで、より興味・関心を引く双方向の情報発信を実現する。 



 

ア ユーザーの趣味嗜好に合った情報の提供（双方向のコミュニケーション）  

（ア）ターゲット、ユーザーの趣味嗜好に合わせ最適化した情報提供  

ユーザーニーズ等に合わせて最適な情報を提供するための仕組みを

構築するとともに、最適化した情報をまとめ、ニーズや状況等に合った

旅の提案を行うことで、旅行計画等に活用できるような仕組みを構築す

る。 

 

（イ）多様なテーマのメディア・SNSを活用した双方向コミュニケーション  

来訪目的の多様化に伴い、旅行系メディアだけでなく、ビジネス、ア

ウトドア、美容・健康、食など多様な趣味嗜好・ライフスタイル等を取

り扱うメディア等と連携し、ターゲット層に合ったコンテンツを紹介し

ていくことで、新たな訪問客層・コミュニティに訴求する。 

 

（ウ）実用可能な DX技術を活用した情報提供システムの実現 

ストレスなく Q&A が可能な観光事業用に最適化された AI チャットボ

ット、AI を活用したイベント情報の自動抽出と更新等、いつでもどこで

もユーザーが欲しい最新情報を最適化された形で提供できるようにす

る。 

  

（エ）法人・団体（旅行会社・学校関係者・MICE主催者）向け情報発信の強化  

ツアーの企画・造成を行う旅行会社向けに、オンラインセミナー・オ

ンラインツアーによる観光素材（体験）やスポット等の紹介を行う WEB

サイトを新たに構築する。  

 

イ ユーザーニーズの把握と今後の施策への展開 

蓄積したユーザーデータを分析することで、訪問客のニーズを把握し、

今後のプロモーション戦略に活用する。 

  

② 市内事業者向けワンストップシステムの強化  

ア 市内の多様な事業者からの最新情報投稿機能（情報収集） 

多様な関係者の最新情報を把握し、ワンストップで適切な発信を行うた

めに、事業者から情報収集する仕組みを WEBサイト上に構築する。 

  

イ 市内事業者へマーケティングデータ等の共有 

収集・分析した様々なデータを用い、長崎市の観光に関する最新状況を

データとコラムで解説・共有することで、DMO としての多様な関係者の巻

き込みと地域全体のマネジメント機能の強化を図る。  

 

③ その他  

システム構築によるサーバー切り替えに伴い、修学旅行ナビ、平和ガイド、

遊学券といった修学旅行に関する WEB サイトや MICE 向け WEB サイトなど既

存 WEBサイトと統合・連携を図る。 

 

 



３ 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】 

国内一般観光客誘致事業を当協会が担い、「世界新三大夜景」「日本新三大夜

景」に認定されている長崎夜景、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄

鋼、造船、石炭産業」、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」等の長崎

の魅力を、長崎市観光マスターブランドと連動させて、誘客及び情報発信を行

う。 

 

  ① 国内観光客誘客プロモーションの強化 

   ア シーズンプロモーションの実施 

市内で開催されるイベントのほか、長崎市ならではの四季折々の魅力や

過ごし方等を紹介し、個人観光客の長崎市への訪問意欲を喚起できるよう

に、デジタルだけではなくいくつかのメディアを活用した効果的なプロモ

ーションを実施する。 

    

イ SNS（オウンドメディア）による情報発信 

令和 3年度から運用を開始した Instagram「travel_nagasaki」や「長崎

市の観光情報」による情報発信を継続し、旅マエ・旅ナカにおける「グル

メ」、「イベント」、「観光スポット」等の情報を定期的に発信することで、

フォロワー数の増加につなげるとともに、上記（ア）の国内観光客誘客プ

ロモーションとも連動させることで、効果的・効率的な情報発信を強化す

る。 

 

ウ 観光パンフレット等の作成・印刷・発送 

長崎市観光マスターブランドの映像作成、観光パンフレット等の作成及

び各種パンフレット等の在庫管理を行うとともに、関係各所への周知や訪

問客等への発送を行う。 

・長崎観光マスターブランド映像作成 

・2023長崎ランタンフェスティバルパンフレット、ポスター作成 

・長崎マップ日本語版、英語版印刷 

・長崎マップデータ繁体語版・簡体語版・韓国語版データ作成・印刷 

 

エ デジタルサイネージの運用 

長崎駅西口設置のデジタルサイネージの管理を行い、コンテンツの情報

収集及び情報発信を一元的に行うことで、来訪者の回遊性と満足度向上を

図る。 

 

オ イベントの広告・宣伝 

2023長崎ランタンフェスティバル、長崎帆船まつりの広告・宣伝を行う

ことで、長崎市への誘客を図る。 

     

② 観光展や商談会への参加 

  九州観光推進機構、長崎県観光連盟等が主催する各種展示会、商談会へ参

加するとともに、優良な事業者との関係づくりを行い、効果的な誘客方法を



検討、実施する。 

 

（２）国内修学旅行の強化 

① 長崎修学旅行ガイドの運営【長崎市からの受託業務】 

長崎を訪れる修学旅行の受入として、平和学習を中心にガイドによる案内

を実施する。 

ア ガイド研修 

（ア）全体研修の実施 

（イ）班別自主研修の実施 

（ウ）歴史ガイドの新規研修の実施 

 

② 体験プログラムの開発・受入 

ア これまで提供してきた修学旅行生の体験プログラムの活用促進を図る 

 

新規イ 令和 3 年度構築の新学習指導要領に対応したアクティブラーニングを可

能とした「長崎 SDGs平和ワークショップ」のプロモーションを開始する。 

 

新規ウ 令和 3年度の観光庁受託事業で開発した、修学旅行生（中学校・高校）向

けのデジタルツール「長崎平和 ARアプリ」のプロモーションを開始する。 

 

③ 修学旅行の情報発信・収集【長崎市からの受託事業】 

   ア 学校及び旅行会社向けの修学旅行総合パンフレット「長崎市修学旅行ガ

イドブック（感動長崎 修学旅行ナビ本）」を作成する。 

 

   イ 日本修学旅行協会及び全国修学旅行研究協会との相互連携を行う。 

 

新規ウ 長崎の修学旅行のキービジュアルの造成を行い、WEBサイトやガイドブッ

クなどに活用し、修学旅行プロモーションの機能向上を図る。 

 

④ 誘致・セールス 

長崎市、長崎県、宿泊施設協議会と連携し、セールス情報を共有しなが

ら、修学旅行地としての長崎の魅力をPRし、誘致につなげる。 

ア 商談会への出展 

東京・大阪・名古屋などで開催される九州観光推進機構主催の商談会

などに参加し、旅行会社・学校向けに長崎の商材・魅力をPRする。 

 

新規イ 修学旅行向け商品説明会の実施 

旅行会社の営業担当者を対象としたオンライン説明会を開催し、長崎

修学旅行ガイドや遊学券など商品の販売促進につなげる。 

 

（３）国内観光客消費拡大対策 

 ① 体験型コンテンツ造成事業や観光地機能向上事業などの活用 

（実施主体：観光庁、県など） 

令和 3年度においても、これまで観光庁が実施した誘客多角化事業等の体



験型コンテンツの造成事業や観光地の磨き上げの公募事業が予定されてお

り、これらを活用し、関係団体や活用する事業者と連携し、滞在増、消費増

に繋がる取組みを積極的に行う。 

  

  ② 体験型コンテンツ・ツーリズム強化 

 新規ア 長崎市版サステナブルツーリズムの設計 

既存コンテンツの高付加価値化や SDGs 等の新たな切り口を加え、コン

テンツの表現を工夫することで、地域の「環境」「文化」「経済」を守り・

育み持続可能な観光まちづくりに取り組めるように、長崎市ならではのサ

ステナブルツーリズムを設計し、滞在時間、観光消費の増加に繋がる滞在

スタイルを創り上げる。 

     

     イ 滞在型ツーリズムの強化 

令和 2年度から開始した「朝たび長崎」における「泊食分離と朝の体験

コンテンツ」の参画事業者の拡大や、宿泊し朝につなげる「夜の泊食分離

プラン」の参画事業者を拡大し、訪問客に提供できるプログラムを増やす

とともに、旅行会社にも活用していただけるよう販売促進することにより、

滞在時間、観光消費の増加に繋がる滞在型のツーリズムを強化していく。 

 

③ 消費拡大に繋がるコンテンツの見える化及びワンストップ機能強化 

新規ア 観光コンテンツデータベース型 WEBサイトの構築、運営 

事業者が販売している体験型コンテンツを、データベースで管理できる

機能を構築し、観光客がそれぞれ求めるニーズ（ジャンル、料金、即時予

約等）にマッチするコンテンツが一覧で表示される WEBサイト作ることで、

旅マエや旅ナカにおける情報発信及び現地における周遊促進、消費拡大を

図る。 

 

新規イ 体験型コンテンツ予約・決済サイト維持管理及び更新 

長崎市の体験型コンテンツ予約・決済サイト「エリアゲート」の維持管

理及び更新を行い、登録事業者の拡大を図ることで、消費拡大につなげる。 

 

新規ウ 旅ナカコンテンツの強化 

予約不要または当日予約対応等、市内事業者が実施するコンテンツの対

応の幅を広げることで、訪問客の旅ナカにおける行動変容に対応できるコ

ンテンツを強化し、滞在時間と消費の拡大を図る。 

 

新規エ 長崎市総合観光案内所におけるワンストップサービスの提供 

 

 

４ インバウンド誘致・消費拡大事業【長崎市からの受託事業】 

入国規制の緩和を受けて、関係機関（JNTO（日本政府観光局）、九州観光推進機

構、長崎県観光連盟等）と連携しながら、デジタルプロモーションを中心に、コ

ロナ収束後の復活期（令和 6年以降見込み）に向けた訪日・長崎旅行の期待感の

醸成に注力する。 



 

（１）誘客プロモーション 

早期の訪日旅行再開が期待できる主力市場の「台湾・香港」と、継続した取

組みを実施している欧州及びオーストラリア等の市場に対し、長崎県観光連盟

や九州主要都市と連携を強化した施策（共同 PR）を実施。 

 

（２）WEB プロモーション 

長崎市単独で運用している多言語 WEBサイトを大きく見直し、長崎県観光連

盟が運営する観光サイト「DISCOVER NAGASAKI」とのページ連携を強化するこ

とで、より多くのユーザーに有益な情報を発信する。 

 

（３）インバウンド消費拡大対策 

 体験型コンテンツ造成事業（実施主体：観光庁、九州運輸局などを含む） 

アジア富裕層や欧米豪などをターゲットとした、新たな滞在型コンテンツ

等については、観光庁などの事業を活用し、事業者と連携し取り組む。 

 

 

５ MICE 誘致・消費拡大事業 

（１）MICE 誘致事業【長崎市からの受託事業】 

MICE 誘致・受入のワンストップ機能を確立するために、「長崎 MICE 誘致推

進協議会」を軸に大学や経済界など関係機関との連携を強化する。効率的で

効果的な誘致事業を行うため、（一社）長崎国際観光コンベンション協会、長

崎市、株式会社ながさき MICE（以下、「3 者」という）の連携を強化する。 

また、「まち MICE」については、これまでのリアル開催に加えて、オンラ

イン・ハイブリッド開催においても推進を強化する。 

 

① 誘致・プロモーション 

3者が連携して、誘致に関する情報を共有し、MICE開催地としての長崎の

魅力を幅広く PRする。 

 

   ア 営業 

MICE情報システムをもとに、ターゲット分析の精度を高め、誘致ターゲ

ットを明確にする。セールスについては、3 者の連携より、セールスの優

先順位、手法や提案内容、スケジュール等の戦略を共有して組織的なセー

ルス活動を行う。また、開催決定の案件に対しては、各種サービスの提案

セールスを行い、まち MICEプロジェクトを推進する。 

 

  



イ セールス活動・キーパーソン招聘 

商談会への出展 

区分 商談会 概 要 

国内 

IME 

・毎年 2 月開催（東京都） 

・日本政府観光局（JNTO）が(一社)日本コングレス・コンベン

ション・ビューロー（JCCB）と共催して開催する、国内外の

学会・大会、企業ミーティング等に関する商談会。 

Meet 
Japan 

・毎年 12 月頃開催（東京都ほか） 

・JNTO 主催の国際会議のキーパーソンの招聘事業及び商談会。 

海外 IMEX 
・毎年 5 月頃開催（ドイツ・フランクフルト） 

・欧州最大の MICE 専門見本市。 

      長崎でのコンベンション開催に積極的な団体を長崎に招聘し、会場や

市内を実際に視察してもらうことで、コンベンション開催の決定を実現

する。 

 

② プロモーションツールの作成 

ア 主催者向け WEB サイトの運営・改修 

コンベンション開催情報と誘致・受入についての取組み、開催支援、主

催者の声など、MICEに関する幅広い情報を WEBサイトで発信する。 

 

イ 国際会議主催者向け PR 動画の改修 

令和 3 年度に撮影した素材を PR 動画に組み込み編集することで、完成

形の PR 動画に改修し、MICE 開催地としての長崎の認知度をさらに高めて

魅力を発信し、誘致につなげる。また、日本語のテロップを付けているた

め、国内の学会や大会の誘致にも活用する。 

 

ウ 主催者向けパンフレットの活用 

令和 3 年度に改訂した「長崎 MICE プランニングガイド」「長崎 MICE ユ

ニークべニューカタログ」「長崎 MICE体験コンテンツカタログ」を活用す

る。 

また、今後は SDGsの観点から紙媒体の印刷を減らし、WEBサイト上のデ

ジタル情報の活用を強化する。 

 

エ 参加者向け観光ガイドブックの活用 

令和 2 年度に作成した「長崎 MICE 観光マップ」を活用する。また、今

後は SDGs の観点から紙媒体の印刷を減らし、WEB サイト上のデジタル情

報の活用を強化する。 

 

オ 主催者向けコンベンションガイドの活用 

令和 3 年度に作成した「長崎 MICE コンベンション・宿泊ガイド」を

活用する。また、今後は SDGs の観点から紙媒体の印刷を減らし、WEB サ

イト上のデジタル情報の活用を強化する。 

 

カ 専門誌への出稿 

長崎での MICE 開催を促進するため、長崎でのコンベンション開催実績

や長崎市の MICE への取組みを MICE の専門誌などに掲載する。 



      

③ 誘致情報の収集・システム管理等 

ア JCCB データベース購入等 

イ ICCA 年会費の支払いによるデータベースへのアクセス 

ウ ネットワーク形成・人材育成等 

JNTO セミナー・JCCBビューロー部会への参加等 

 

（２）まち MICE の推進（受入機能強化・消費拡大）【長崎市からの受託事業】 

ユニーベニューや体験コンテンツのメニューを幅広く PR して、MICE 参加

者の滞在や周遊を促進し、満足度向上と消費拡大を図る。 

 

① ユニークベニュー、体験コンテンツの強化 

令和 3 年度に改訂した「MICE ユニークベニュー」と「MICE 体験コンテン

ツ」のカタログを誘致セールス時に活用して提案力を高め、施設の活用と商

品販売を目指す。 

 

② 飲食店舗情報システム等の活用による消費拡大 

飲食店情報システム「最初の晩餐」や飲食店 MAP 等を出島メッセ長崎や

MICE主催者、PCOなどを通じ、MICE参加者に広くご案内することで消費拡大

に努める。 

 

③ 映像看板・横断幕等の活用 

   長崎駅西口のデジタルサイネージや歓迎横断幕、大漁旗等の活用を図る。 

 

（３）産学官と連携した誘致受入 

「出島メッセ長崎」をはじめ、市内各施設で誘致可能な大会・学会などを、

「ALL長崎」で産学官一体となって誘致活動を行っていくとともに、誘致に成

功した大会等の受入効果を最大化していくために組織化した「長崎MICE誘致

推進協議会」、「長崎MICE事業者ネットワーク」の事務局を担い、長崎市にお

けるMICE誘致・受入の核として取り組んでいく。 

 

 ① 長崎MICE誘致推進協議会（事務局） 

長崎市内・県内にある支部と連携し、関連団体の本部等への要請を行うと

ともに、誘致成功時は地元事務局として機能していくための支援を行ってい

く。 

    ・MICE事業者ネットワーク会員を対象とした MICEサービスカタログの改修 

    ・MICEキーパーソンの派遣と招聘における旅費助成 

 

 ② 長崎 MICE事業者ネットワーク（事務局） 

    MICEビジネスに積極的に参画していくための、PCO等との商談会などを行う。 

 

  



（４）MICE 開催の効果分析・統計調査等【長崎市からの受託事業】 

長崎市で開催される MICE に関して、主催者や参加者による経済効果、満足

度等のほか、市内事業者の受注状況、市民の意識調査を行い、MICE開催の効果

を定量的・定性的に把握する。また、その調査・分析結果を多様な関係者と共

有することで、受入態勢や提供するモノ・サービスの質を高め消費拡大を図る

とともに、主催者・参加者の満足度向上につなげる。 

調査対象者 主な調査項目 活用方法 

主催者の開催状況 

150 団体 

・参加者数 

・MICE 開催・出展経費（発注額） 

・開催満足度 など 

・MICE に関する定量的・定性的効果を

測定し、MICE 開催による効果の全体

像を把握するとともに、効果的な

MICE 振興策実施のための基礎資料と

する。  
参加者の滞在状況 

1,600 人 

・宿泊の有無 

・消費額 

・滞在満足度 など 

事業者の受注状況 

150 社 

・MICE 開催に伴う受注額 

・受入の課題 など 

・長崎 MICE 事業者ネットワークの取

組みを検証するとともに、課題を抽

出し改善を図る。 

 

 

６ 経営･財務基盤 その他 

（１）収益事業の運営 

① イベント等における商品販売事業の促進 

ランタンフェスティバルや長崎くんちなどのイベント出店による会員事

業者の商品販売の促進に努める。 

② 長崎遊学券の販売促進 

長崎市への修学旅行誘致及び滞在時間の延長を目的に平成12年度より販

売している「長崎遊学券」は、長崎市内8ヵ所の主要観光施設の入場券と20

ヵ所の人気観光施設の割引券がついた修学旅行生のためのお得で便利なガ

イドブック付き観光施設入場券として、利用者からも好評を得ている。WEB

サイトからの情報発信や販促用パンフレットを用いた旅行会社等への宣伝

を強化しながら販売を継続する。また、長崎市での滞在時間を長くするコ

ースや季節に合わせたコースなど、地元長崎がおすすめする修学旅行のモ

デルコースを作成し、旅行会社に提案することで、遊学券の販促を行う。 

   ＜販売目標内訳数＞ 

券種 販売額（円） 販売目標数（冊） 

高校生用 650  25,000 

中学生用 550  25,000 

小学生用 500  25,000 

合計 75,000 

 

③ 浪漫ながさき旅情報による着地型旅行商品の販売 

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

代理販売を中心に WEBサイトでの販売を継続する。 

 



  ④ 旅行・運輸業者との連携 

    各事業者の長崎キャンペーン企画等に参画することで収益向上を図る。 

 

新規⑤ 長崎SDGs平和ワークショップの販売促進 

長崎市のSDGsへの取組みにおける、修学旅行で行われている平和学習の

学習効果を高める取組みとして作成したプログラム「長崎SDGs平和ワーク

ショップ」を販売する。企画・実施の長崎市観光客誘致推進実行委員会が

誘致を担い、事務局の当協会が既存の平和ガイドや遊学券などの商品と合

わせて販売を行う。 

 

新規⑥ 長崎平和ARアプリの販売促進 

長崎市の平和推進を強化するため、修学旅行生（中学校・高校）に対する

デジタルツール「長崎平和ARアプリ」を販売する。現地学習に加えて、事前

学習と事後学習でも活用できるため、修学旅行の学習効果の向上と、学校

側の業務軽減を提案することで販促を行う。また、平和ガイドとの班別自

主研修が、ガイド不足によりお断りしているケースがあり、その代案とし

ての販売も行う。 

 

新規⑦ 長崎ストーリーズの販売促進 

「長崎さるく」がさらに多くの訪問者や幅広い層に参加していただくた

め、「長崎ストーリーズ」を造成した。 

メインターゲットを県外からの訪問客とし、長崎訪問前の予約を促すた

め、WEBサイトやアクティビティサイトへの掲載、旅行会社へのツアー組み

込みを実施する。また、長崎到着後や当日でも参加できるようにすること

で、訪問者のすき間時間に訴求していく。 

 

（２）地域受入基盤の強化 

新規① （仮称）「DMO ネットワーク」の構築 

日ごろから情報の共有を行うことにより、市内の回遊性拡大、消費拡大を

速やかに進めていくため、当協会（DMO）が実施する観光地域づくり事業に積

極的に参画する事業者・個人のネットワークを構築する。 

 

② 観光関連事業者の人材育成・スキルアップへの取組み強化 

ア 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の実施 

イ 会員との協働による協会事業の推進強化 

 

③ 専門人材の確保・育成（観光庁 世界水準の DMO 形成事業活用） 

ア 任期満了を迎える COO・CMO（業務遂行責任者）の採用 

イ 外部教育プログラムの活用（e-ラーニング：Globis社等） 

ウ その他、スタッフの業務意欲向上に資する人事制度等の改正並びに事業の

検討 

 

（３）長崎市等からの受託 

長崎市等から下記の業務を受託する。 



① 総合観光案内所業務 

② 亀山社中記念館受付業務 

新規③ 観光地域づくり推進業務 

④ さるく情報発信等業務 

⑤ 長崎修学旅行ガイド業務 

 

（４）観光地域づくりの支援 

① 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 

昭和 52年 2月 10日に設立された「長崎市ペーロン協会」の事務局を担当

し、伝統ある長崎ペーロンの保存育成に努めるとともに、7 月下旬に実施す

る「ながさきみなとまつり」の一環として「長崎ペーロン選手権大会」など

関連諸行事を実施し、長崎市の重要な観光資源である長崎ペーロンの振興を

図る。 

 

② 長崎ハタ揚げ振興会の運営 

昭和 57年 3月 18日に設立された「長崎ハタ揚げ振興会」の事務局を担当

し、伝統ある長崎名物行事ハタ揚げの振興を図り、4 月第 1 日曜日に長崎新

聞社との共同主催により「長崎ハタ揚げ大会」及び関連諸行事を実施し、長

崎ハタ揚げの振興を図る。 

   （令和 4 年度大会は中止） 

 

③ 長崎観光龍踊り会の運営 

昭和 54 年 2 月 13 日に設立された「長崎観光龍踊り会」の事務局を担当

し、内外訪問客の誘致宣伝並びに歓迎受入等、長崎市の代表的な郷土芸能「長

崎龍踊り」をもって、長崎市の観光宣伝と振興に積極的に参加する。 

 

（５）経営管理委員会の定期開催による事務局運営 

理事で組織された専門委員会の一つである経営管理委員会が、事務局運営状

況の定期的な報告を受けることにより、会員協働による事業推進を図る。 

 

（６）市が設定する外部評価制度への対応 

令和 3 年度の事業計画において設置を予定していた観光地域づくり推進事

業（DMO事業）に関する外部評価組織は長崎市側に設置されることとなったが、

外部からの事業評価に資する KPI等及び報告内容等については、長崎市と連携

し仕組みを構築する。 

 

（７）組織機構の見直し 

観光施設関連事業の大幅な見直しを受け、観光・交流まちづくりの舵取り役

である DMOとして事業推進を図るために必要な体制見直しを機動的に行う。 

 

（８）財務体制の段階的見直し等 

① スクラップアンドビルド方式による公益等事業のあり方の研究 

② 職員の意識改革と組織強化 

③ 業務改善等の取組み 



 （９）会議、運営及び調査 

① 総会、理事会、監査会及び専門委員会の開催 

② 観光・コンベンション諸会議、会合、諸行事への出席 

③ 新入会員の拡大 

④ 事務局体制の強化 

⑤ 先進都市調査 

 

（７）組織機構の見直し内容 

   
 

 

 




