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１．開会 
 
２．議題等 
 
（１）長崎サミットプロジェクトの推進について 

 
（２）オープンイノベーションの手法によるプロジェクトへの 

取組の現状について 
 
 （３）第 23 回長崎サミットにおける発言項目案について 
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＜今後のスケジュール＞ 

 第 7 回、8 回推進会議    （今後日程調整) 

 第 23 回長崎サミット 令和 3 年 5 月 28 日(金) 

 第 24 回長崎サミット 令和 3 年 11 月 5 日(金) 
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長崎サミットプロジェクトの課題等

プロジェクト等 活 動 等 課題 ・ 対応等

長崎夜景プロモー
ション実行委員会

夜景プロモーション実行委員会（会長：山口商工会議所
副会頭）の活動 等
①「祈りの光」（平和公園から上る光の柱）点灯事業
②光のおもてなし
③「長崎夜曲」、「長崎夜曲動画」の各種大会、イベン
ト等での活用
・「長崎夜曲」の著作物使用許諾等に係る経費を支援
協会助成（H31）

④長崎市「環長崎港夜景景観向上基本計画」（H29年
度策定）

○活動の広がり
○長崎市「世界夜景サミット」開催（R3.11 主催：夜景観光
コンベンションビューロー）との連携事業

○長崎市「環長崎港夜景景観向上基本計画」に基づく夜景景
観向上

○ナイトタイムエコノミーの推進
・市の支援事業活用検討

長崎かんぼこ王国 ①イベント等における販売活動
・キッチンカーの活用 等
・キッチンカー製作等に係る経費を支援協会助成

②新幹線開業に向けた出店の検討
③情報発信等検討

○新幹線開業に向けた土産品の開発・販売の検討

魚の美味しいまち
長崎
（養殖漁業振興対策
との合同）

①「海のオーケストラ」実証実験
・推進会議の活動費充当
・長崎の魚を素材とした「海オケ丼（海鮮丼）」等の
商品を市内3ホテルが開発・販売（R2.11）し、アン
ケートを徴収（100食程度販売）

・コロナ第3波による緊急事態宣言等のため休止状態

○アンケート結果等の検証を行い、商品の改善、提供店の拡
大、関係機関の連携強化等を図る

○長崎市の「さしみシティ」（長崎の刺身のPR強化）の事業
制度活用・連携強化。その他の支援策の活用検討

○県事業の情報発信、イベント等連携・活用
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W T 等 名 活 動 等 課題 ・ 対応等

養殖業業振興対策 ①長崎大学海洋未来イノベーション機構「次世代養殖戦
略会議」の活動

○インテリジェント養殖等
［ブリ］
・エネルギー、通信等との融合による生簀モニタリング、沖
合養殖

・養殖業者のネットワークと核になる企業必要
［アカハタ］
・陸上養殖への取組
［トラフグ］
・陸上養殖、無毒化への取組
・加工、海外展開等のための組織の必要

産学官連携
（若者の地元定着
等）

①若者の地元定着に関する各機関の取組についての情報
共有、連携

②「NAGASAKIしごとみらい博」のオンラインによる実施
・学生生活の早い段階で長崎で働くことを選択しても
らう契機とする

・企業PR動画、Zoomによる県内企業と学生とのリアル
タイム交流等実施

・実行委員会に対し支援協会助成

○当面は現状の把握（コロナ禍の影響等）
○企業・学生（大学）の接点を増やす取組

留学生支援 ①産学官による推進体制を構築し、留学生の就職支援、
生活支援、受入・派遣促進を実施

②新体制強化、支援活動への参加者の増のため、留学生
支援センターの法人化準備（R3.4～法人化予定）

○留学生支援センターの法人化による連携・活動強化



W T 等 名 活 動 等 課題 ・ 対応等

MICE関連 ①MICE開業についての市民等への周知
・MICE開業1年前イベント

②誘致体制の強化
③MICE関連事業の地元企業による受注促進等
・MICE事業者ネットワーク活動
・MICEスクール開催

④MICE誘致推進協議会に対する支援協会の助成
・誘致活動、MICE事業者ネットワーク活動、MICEクー
ル共催、開業1年前イベント等

○MICE開業効果等の地元への波及
・経済波及効果、市民のMICE参画、学術・技術・イノベー
ションの振興等

・誘致への協力
・関連事業の受注体制強化

○MICE開業に係るイベント等への参画・協力
・こけら落としイベント（R3.11）等

○長崎市「観光・MICE戦略」、長崎国際観光コンベンション
協会「長崎市版DMO事業計画」策定
・「戦略」の具体化

新幹線開業効果最大
化

○新幹線開業アクションプラン（県・沿線市）の具体化
に向けた取組

○出島メッセ長崎開業、長崎開港450周年等のイベントと連動
した機運醸成

○県内青年団体等による実行委員会設立 気運醸成、受入体
制強化

○土産品の開発・商品化等の検討
○（市内）周遊等に係る交通体制整備検討 等







プライバシー  -利⽤規約
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トップページ   Dejima Naigai Crew 推進プロジェクト⼀覧
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取り扱い商品 FFF Projectについて お問い合わせ

https://thebase.in/?from=subsc2jsa-base-shop&p=shop
https://subsc2jsa.base.shop/cart/add/subsc2jsa-base-shop
https://subsc2jsa.base.shop/
https://subsc2jsa.base.shop/about
https://thebase.in/inquiry/subsc2jsa-base-shop
https://subsc2jsa.base.shop/about


https://subsc2jsa.base.shop/about
https://subsc2jsa.base.shop/about


プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく表記

© おさかなサブスク
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Strictly Confidential

（新案②）長崎サミットと連携した「出島」組織 「Dejima Naigai Crew」

長崎都市経営戦略推進会議Dejima Naigai Crew

・
・
・

プロジェクト①

・
・
・

・「Dejima Naigai Crew」は長崎サミットでの議論をきっかけに、既存の長崎都市経営戦略推進会議とは別のチームとして設立。
・このチームは、「広域自治体・基礎自治体・メディア・金融等が横断的に連携し、オープンイノベーション推進支援の動きを
行っていく関係各ステークホルダーの出島組織」として、基礎自治体等が横断的に連携することを前提とした組織体。
※「Dejima Naigai Crew」は支援部隊であり、各プロジェクトのプレイヤーは地場、都市部の企業等

・長崎サミットだけでなく、他の基礎自治体のコンソーシアムにも関わっていくことを見込む。

他の基礎自治体
コンソーシアム

長崎県

基礎自治体

銀行

メディア

長崎サミット

連携連携

・Dejima Naigai Crewのプロジェクトを一部、長崎都市経営戦略推進会議のワーキングへ合流させることを
見込む等、今後、Dejima Naigai Crew、長崎都市経営戦略推進会議が一体となって推進していく事柄も発生
するため、連携強化の意味でも、両者の事務局機能は一体化する。
・長崎都市経営戦略推進会議の事務局運営については、全てが（一社）長崎都市経営支援協会の拠出リソース
に依存しているわけではなく、県全域の地域活性化に資する銀行リソースに依る部分もあるため、同事務局
においては、Dejima Naigai Crewの後方支援を行い、県全域のイノベーション推進に寄与していくもの。

事務局（長崎都市経営戦略推進会議の事務局が、Dejima Naigai Crewの事務局機能も拡充）

CHECK
POINT

プロジェクト②

既存ワーキング①

既存ワーキング②

共有案件 共有案件長崎市における案件は共有化し、支援協会の支援対象に

CHECK
POINT

サポート サポート

リソース
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拠点・事務局

○水産業活性化、海洋生物を活用した創薬、海洋をキラーコンテンツとした観

  光産業、海洋環境産業等異分野・異業種間で連携構築

○水産海洋産業の情報収集等、大学と共同での技術開発・産業化支援、大型資

  金獲得支援、異分野・　異業種間連携支援、創薬連携支援

プラットフォーム等 構成等

長崎県

（次世代情報化推進

室）

Society5.0

目的・活動等の内容

○Society5.0の実現に向けた産学官金によるオープンイノベーションによる開

  発・実証・実装

○AI、IoT、ビッグデータ等による地域課題の解決

○DXの推進による生産性向上等

事業者、業界団体、ICT業

界、大学、金融、各市町　等

長崎オープンイノ

ベーション拠点

長崎大学

（研究推進課）

長崎市、NTT-US、

NTT-W、長崎大、長崎県立

大、JSB・FFG

長崎市における地域

活性化・地域課題解

決に関する連携協定

長崎市

（都市経営室）

長崎県、長崎県産業振興

財団、長崎大学

○IT活用による地域課題解決の支援

○まちづくり支援

○長崎県の産業振興、地域課題解決のため、県・財団・大学が有する資源、機

   能等の効果的な活用

○4分野、5領域で連携・協働・人事交流

FFGアントレプレ

ナーシップセンター

長崎大学

研究開発推進機構

次世代養殖戦略会議

長崎大学

（海洋未来イノベー

ション機構）

長崎大学、会員企業等

FFG寄附講座

○次世代のアントレプレナー人材育成

　・学部生・院生向け教育プログラム、社会人向け履修証明プログラム、研究

      者向けインキュベーションプログラム提供

　・大学の知財の事業化・実用化促進

　・アントレプレナーシップ、ベンチャー創出に関する情報発信、交流連携機

      会提供

産学官連携等に係るプラットフォーム等
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拠点・事務局プラットフォーム等 構成等 目的・活動等の内容

○「オープンイノベーション」手法を用いて長崎地域以外の自治体も含めプロ

   ジェクトの推進を支援するグループ

○県内・県外企業によるオープンイノベーション型新規事業創出支援

　・長崎の地域課題と都市部のリソースを掛け合わせることによって長崎発イ

     ノベーションを推進

○長崎出身の著名人による情報発信

○県全体を元気にするアイデアを公募し、自発的なプロジェクトを通して本県

   に興味・関心を持ってもらう

CO-DEJIMA 長崎県産業振興財団  

長崎県
長崎県

（広報課）
「長崎の変」

ながさきサステナ

エナジー

㈱ながさきサステナ

エナジー

（長崎市環境部）

［株主］

協和機電HD、不動技研

工業、三基、中央環境、長崎

地域電力、ホルス、JSB、

長崎市

JSB

（長崎都市経営戦略

推進会議）

Dejima Naigai

Crew
JSB、長崎県、長崎市

○目的

　・長崎市における再生可能エネルギーの地産地消によるCO2削減、新たな脱

      炭素社会の創出による地域内資金循環促進、雇用創出、地域活性化につなが

     る脱炭素なまちづくり推進

　・産学官が連携した脱炭素事業につながるプラットフォーム構築

○事業

　・小売り電気事業等

　・エネルギー全般に関する役務・サービス提供

　・エネルギーコスト低減、分散型エネルギー

　　コンサルティング等

　・SDGｓ、Society5.0、地域環境共生圏、国際環境協力関係事業



第 23回長崎サミットにおける発言項目案（テーマ、トップ発言等） 

 

１．まちづくりの進展等に伴う新たな取組 

 ※ 長崎市まちづくりに係る VR動画、ジャパネット HD髙田社長メッセージ放映予定 

○ 新幹線開業効果 

○ スタジアムシティープロジェクト等への協力・連携 

   ○ 人の流れをつくる 交通対策等 

     

２．地域経済活性化に係るプロジェクトの推進について 

   ○ 具体的な取組・連携方策等について意見交換 

   ○ DX、業態転換、企業・人材の誘致、情報発信、カーボンニュートラル等について、

特に重点的に連携を強化して取り組みたいこと 

    ・ 各団体の新規事業、事業計画等に基づく取組 

・ プラットフォームの活用、スタートアップ強化等  

 ※ これまでＷＴで検討し取り組んできたプロジェクト（既存プロジェクト）、       

オープンイノベーションの手法で推進するプロジェクトについて事例を示す。 

   

 

    

 

 

 

     

 

【参考】        第 22 回長崎サミットまとめ（副議長） 

 

①～③については、第２２回長崎サミットでの議論を踏まえて、取組の具体化を図る 

  とともに、次回以降の長崎サミットの運営に反映 

① 外部と連携しながら、経済活性化につながる具体的な取組の成果を出していく 

 ② 「長崎が面白い」という評価が全国に広がり、長崎に人が集まってくることにより、 

また新しいこと、面白いことが起こるという大きな流れを作る意思表示としてのオープ 

ンイノベーション宣言 

 ③ 具体的な取組のうち特に重要なものとして、新幹線開業効果の最大化、出島メッセ長 

崎、長崎開港４５０周年、のもざき恐竜パーク、地域課題解決を主に扱う新しい各種プ 

ロジェクト。これらの成功に向けた連携の重要性 

 ④ 当面の最重要課題として、新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済の両立のための 

施策を各分野で強力に推進していく 
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