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＜今後のスケジュール＞ 

 第 15 回長崎都市経営戦略推進会議（未定・調整） 

 第 24 回長崎サミット 令和 4 年 6 月 2 日 
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「ながさき海のオーケストラ」事業実施計画（案） 

 

１．事業の目的 

  魚種の数が日本一で、生産量も第 3位の長崎の魚のブランド力を向上させ、県外からの

来訪者の消費拡大につなげるために、長崎の魚の素材を活かした商品の開発と積極的なプ

ロモーションを展開する。 

 

２．経過 

 (1)第一次実証実験の内容 

  ○長崎都市経営戦略推進会議（以下、「推進会議」という。）が主体となり、JTB長崎支 

店に委託して実施 

   ・推進会議の「魚の美味しいまち長崎ＷＴ」、「養殖漁業振興対策ＷＴ」のメンバーの 

    意見を聴取しながら実施 

  ○2019年 12月から市内 3ホテルにおいて長崎の魚（7魚種）を素材に、「丼」の形で提 

供できる商品の試作、試食を実施し、「ながさき海のオーケストラ」として商品化 

・食材、器、醤油、薬味等は県産のものを使用 

   ・商品を客に提供する際には、商品についての説明を行い、客の声をフィードバック 

し、製品の改良に活かす 

  ○プロモーションを実施 

   ・WEBサイト制作、動画制作、イラスト制作、ポスター・パンフレット制作等 

 (2)実証実験の結果・課題 

  ①商品販売等 

 ・3ホテル（「ホテルニュー長崎」、「稲佐山観光ホテル」、「ANAクラウンプラザホテル 

長崎グラバーヒル」）において、3,500円～5,500円の価格帯で販売（要予約） 

 ・販売期間 2020年 11月～2021年 1月（新型コロナウイルス感染拡大のため計画の 

中途で休止） 

 ・販売実績（アンケート回収数より） 県外客 16食 県内客 81食 

②プロモーション 

 ・WEBサイト制作・公開 

 ・ポスター、パンフレット制作・配布 

  ③アンケート結果 

   ・サンプル数 県外客 16、県内客 81  

   ・「味」、「商品の内容・構成」、「提供ホテルのスタッフによる商品等の説明」につい 

ては高評価 

・価格設定については、やや高いとの評価 
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(3)その後の対応等 

・第一次実証実験の結果を踏まえつつ、提供店を増やし、更にポストコロナを見据えた 

事業展開を図るために、観光庁の委託事業「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内 

連携促進に向けた実証事業（第 2次）」に応募（2021年 7月）したが不採択 

・「魚の美味しいまち長崎ＷＴ」、「養殖漁業振興対策ＷＴ」メンバーの意向等も考慮 

し、推進会議の支援による事業の実施を検討することとする。 

 

３．「ながさき海のオーケストラ」事業実施計画（案） 

 (1)実施主体 

   長崎都市経営戦略推進会議がＪＴＢ長崎支店に委託して実施 

   ・関係機関の連携・協力等必要な場合には、推進会議が調整 

 (2)実施計画内容 

  ①商品開発 

   ○新たに飲食店 4店において、試作、試食等を行い商品開発 

   ・新たに参画予定の飲食店 「タイチ寿司」、「史跡料亭 花月」、「魚たつ 江戸町店」、 

「魚たつ五島町店」（「ホテルニュー長崎」、「稲佐山観光ホテル」は引き続き参画） 

   ・商品開発の過程においては、提供店間の情報共有を図る。（コンセプトの確認等） 

   ・長崎県産の旬の魚を素材に提供店の特色を織り込みながら試作  

   ・素材については、5種以上の旬の県産魚を使用することとし、原則として既存のル 

ートで調達する。 

   ・器については、できるだけ県産のものを利用するが、一定のクオリティが維持でき 

れば、提供店の意向も考慮し必ずしも県産に拘らない。 

   ・商品開発の過程で、プロモーションの素材となるようなもの（商品の特徴・「売り」

が表せるもの）を整理 

   ・商品開発の過程で、価格設定、プレミアム付与、客への説明内容等についても整理 

  ②プロモーション 

   ○ＷＥＢサイト（第一次において制作）を改修・補強 

    ・提供店、顧客の「声」の掲載できるようにすることについて検討 

    ・特に、対外（県外）発信強化を意識した内容とする 

   ○SNSを活用した県外（関西・中国地方）ターゲット層へのプロモーション実施 

   ○新たな提供店、新たな取組等を掲載したポスター、パンフレットの制作（第一次分 

の改訂） 

    ・ポスター、パンフレットの配布先を関係機関（ＷＴメンバー等）で協議。関係機 

     関の協力を得て配布 
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   ○関係機関（ＷＴメンバー等）の協力によるプロモーション実施 

    ・ＷＥＢサイトへのリンク等 

   ○関係機関の関連事業との連携等（ＤＣ、「さしみシティ」等） 

   ○国、県の消費拡大策（GO-TO等）活用 

  ③予約システム 

   ○予約を原則とするが、客の手間等を考慮し、予約した客には特典を付与する等の対 

応についても検討 

   ○団体等一定のロットのあるものについては、予約で対応。 

   ○提供店（飲食店）においては、予約なしでの対応方法についても検討 

  ④その他 

   ○提供店、推進会議、ＪＴＢにおいて、商品提供、客のニーズ（反応）を共有し、フ 

    ィードバックできる仕組みをつくる 

アンケートの結果等をＷＴ、ＷＥＢサイト上で情報共有・フィードバック 

   ○アンケート回答者へのベネフィットとして、ギブアウェイ提供の検討 
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事業実施計画（案）

株式会社ＪＴＢ長崎支店
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長崎の海の幸をフックに
地域産業の魅力を発信し、

地域の意識醸成と観光消費拡大を！

「魚の美味しいまち長崎ワーキングチーム」と「養殖漁業振興対策ワーキングチーム」との協働のプロ
ジェクトとして、2020年11月より展開した【ながさき海のオーケストラ】 シリーズは、市内３つのホテ
ルで試験的に提供を開始したものの、コロナ禍の影響によりターゲットである観光客への提供が実現でき
ず、課題を残す結果となった。ブランドの定着までには、3年程度の運営継続が必須であることから、レ
ギュレーションを遵守できる市内飲食店への拡大により、更なる拡大が必要だと考えます。

『食』は人々の交流を創造し、拡大する魅力的なテーマ
世界最大の総合オンライン旅行会社エクスペディアの日本語サイト「エクスペディアジャパン」が、
注目の旅行先として人気急上昇中のアジアを中心に「旅」×「食」について20代～60代の男女
500人を対象に意識調査を実施したところ、72％が「グルメは旅の目的となる」と回答。
食はその土地を訪れる大きな魅力になります。

はじめに

海のオーケストラの提供施設拡大によるブランド化定着
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具体的な提供施設について（案）
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ながさき海のオーケストラ
提供施設（案）

ホテルニュー長崎

稲佐山観光ホテル

タイチ寿司

史跡料亭 花月

魚たつ 五島町店

魚たつ 江戸町店
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遵守するレギュレーション
（統一した取り組み）

長崎産 旬の魚（刺身）7種以上

“長崎産とらふぐ”を活用 ※刺身に限らない

刺身を載せる器は、長崎県産の木材か波佐見焼などを検討中

販売額は、3,000～5,000円税・サービス込

👉その他統一条件

・ごはんについては、すし飯に限らない

・丼ぶりについては、配膳の際に必要に応じて最低限の刺身や薬味を盛り付けることは可能とする

・品数などを調整し上記金額内で、昼食・夕食の提供を可能とする

・長崎県産の魚の仕入れができない場合は、顧客に都度説明をする

好き好きに丼ぶりに刺身を載せたり…

そのまま刺身として食べたり…

様々な薬味で食べたり…

イメージ

長崎県産の食材、醤油、薬味、丼ぶり、箸置き
わさびとデザートは、例外とする

基本は予約制だが、可能な限り対応をする

箸置きは波佐見焼等の販売出来ない物を活用し、
且つプレゼントとすることを検討中

オール長崎県産の説明

長崎県産魚のストーリーを説明し

て

付加価値向上を図る



実施計画内容

①商品開発
〇新たに参画する飲食店４店において、試作・試食等を行い商品開発
・商品開発の過程においては、提供店間の情報共有を図る（コンセプトの確認等）
・県産の旬の魚を素材として、提供店の特色を織り込みながら試作
・５種以上の旬の県産魚を使用することとして、原則として既存のルートでの調達
・器は、一定のクオリティが維持できれば提供店の意向も考慮して県産に拘らない
・商品開発の過程で、プロモーションの素材となるようなもの（商品の特徴・「売り」が
表せるもの）を整理
・価格設定、プレミアム付与、顧客への説明内容等についても整理

②プロモーション
〇既存WEBサイトの改修・補強
・提供店、顧客の「声」を掲載できるようにすることについて検討
・特に対外（県外）発信強化を意識した内容とする

〇SNSを活用した県外（関西・中国地方）ターゲット層へのプロモーション実施
〇新たな提供店、取組等を掲載したポスター、パンフレット制作（初期版改定）
・ポスター、パンフレットの配布先を関係機関（WTメンバー等）で協議、配布

〇関係機関（WTメンバー等）の協力によるプロモーション実施
・WEBサイトへのリンク等

〇関係機関の関連事業との連携等（DC、「さしみシティ」等）
〇国、県の消費拡大策（GoTo等）活用



実施計画内容

①予約システム
〇原則予約とするが、予約客への特典の付与等の対応についても検討
〇団体等の一定のロットがあるものについては、予約で対応
〇飲食店においては、予約なしでの対応方法についても検討

②その他
〇提供店、推進会議、JTBにおいて、商品提供、顧客ニーズ（反応）を共有し、
フィードバックできる仕組みをつくる
〇アンケート結果等をWT、WEBサイト上で情報共有・フィードバック
〇アンケート回答者へのベネフィットとして、ギブアウェイ提供の検討
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事業完了報告書 
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１.事業概要（業務委託契約書） 

業務委託契約書 

 

長崎都市経営戦略推進会議（以下「甲」という。）と株式会社 JTB 長崎支店（以下「乙」という。）は、本書末尾

の日付にて、甲を委託者、乙を受託者として、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（契約内容） 

本契約書をもって、甲は、乙に対して、ながさき海のオーケストラに関して次条に定める業務（以下「本委

託業務」という。）を委託し、乙は受託する。 

 

第 2 条（委託内容） 

前条による本委託業務は、次の各号のとおりとする。 

  ・試作、試食会の運営 

  ・長崎県産に拘った備品の調達 

  ・プロモーション（WEBサイト制作、動画制作、イラスト制作、パンフレットやポスターの制作等） 

 

第 3 条（資料・マニュアル類の提供） 

甲は、乙の本委託業務の実施に必要なデータ・マニュアルを適宜乙に提供しなければならない。 

 

第 4 条（指示） 

甲は、乙の求めに応じて適宜指示を与えるものとする。 

 

第 5 条（貸与品） 

甲は、乙が本委託業務を実施するにあたり必要な設備を利用可能とし、または、備品を提供するものとする。 

 

第 6 条（契約期間） 

本契約の有効期間は、2019 年 12 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までとする。 

 

第 7 条（業務委託料） 

本委託業務の対価（以下、「本業務委託料」という。）は、金 3,600,000 円（消費税および地方消費税込）と

する。 

2  甲は、2021 年 3 月 31 日までに、本業務委託料を乙指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものと

する。なおこの際の振込手数料は甲負担とする。 

 

第 8 条（遅延損害金） 

前条に規定する本業務委託料を指定日までに支払わなかった場合の遅延損害金は、年 6％とする。 

 

第 9 条（知的財産権等） 

乙は、本委託業務における成果物その他の甲に納入された納入物（情報その他無体物を含む。以下「本件納

入物」という。）に関する著作権（著作権法第 21 条から第 28 条。以下同じ。）その他一切の知的財産権を留保

する。 
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2  本件納入物については、甲が乙に対して、本委託業務を委託する目的の範囲内に限り、甲の自社内もしくは

乙の事前の承諾による甲の指定する場所において、本件納入物の使用（複製および翻案その他の利用は除く）

を許諾するものとする。 

 

第 10 条（契約不適合責任） 

  乙は、甲より、甲が引き渡しを受けた本件納入物が種類、品質または数量に関して本契約の内容に適合しな

い旨の書面による通知を受領したときは、乙の選択により甲に対し、履行の追完（代替物もしくは不足物の引

き渡しをいう。）、代金の減額または損害賠償を行う。 

2  前項における損害賠償の範囲は、乙の責に帰すべき事由があるときに限り、かついかなる場合も現実に生じ

た通常かつ直接の損害につき本業務委託料を上限とする。 

3  乙は、当該不適合が甲の指示等によって生じたときは、前二項の責任を負わない。 

4  本条第 1 項および第 2 項の乙の義務は、本件納入物の引き渡し後 6 か月の間に甲より通知を受けた契約不適

合に限る。 

5  本条は、本件納入物の契約不適合に関する乙の責任のすべてとする。 

 

第 11 条（再委託） 

乙は、甲の事前の承諾を得て、全責任を負うことにより、本委託業務の全部または一部を第三者（以下「本

再委託先」という。）に再委託することができるものとする。 

2  乙は、前項に基づき本委託業務の全部または一部を本再委託先に再委託する場合、本再委託先に対して、事

前に書面により本契約と同等の義務を負わせ、かつ当該義務を遵守させるものとする。 

 

第 12 条（秘密保持） 

甲および乙は、本委託業務の実施上、開示時において秘密である旨の書面による通知があった相手方の秘密

情報を相手方の承諾なしに第三者に開示、漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報に

ついてはこの限りではない。 

(1) 開示時に既に公知であった情報。 

(2) 開示後の取得当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 

(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。 

(4) 取得当事者が本契約に関連して取得する前に秘密保持義務を負うことなく保持していた情報。 

(5) 取得当事者が取得した情報に依拠することなく独自に作成した情報。 

2  乙は、本委託業務の実施にあたって甲より受領した個人情報（「個人情報保護に関する法律」第 2 条に規定

する個人情報）に関し、本委託業務の遂行のみに使用し、第三者に対して開示、漏洩してはならない。 

3  第 1 項の規定は、本契約解除後も 2 年間有効とする。 

 

第 13 条（損害賠償） 

甲は、本契約に関し、乙の責に帰すべき事由により損害を被った場合、乙に対して、現実に被った通常かつ

直接の損害に限り、損害賠償を請求することができる。 

2  前項の損害賠償額は、債務不履行、契約違反、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原

因のいかんにかかわらず、本業務委託料相当額を限度とする。 

 

 

 

２ 



第 14 条（反社会的勢力） 

甲および乙は、自らまたは自らの役員、従業員、株主もしくは実質的経営者が反社会的勢力（暴力団、暴力

団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会

運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ）に該当しないことお

よび次の各号の一に該当しないことをここに表明および保証するとともに、将来も該当しないことをここに確

約する。 

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められること。 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。 

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな

ど、不当に反社会的勢力を利用したと認められること。 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるこ

と。 

(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係

を有していること。 

2  甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をしてはならない。 

(1) 暴力的な要求行為。 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 

(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為。 

(5) その他前各号に準ずる行為。 

3  甲または乙が本条に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。 

4  本条各項の規定により本契約が解除された場合には、解除の相手方に損害が生じても解除した当事者は何ら

これを賠償または補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、そ

の相手方はその損害を賠償するものとする。 

 

第 15 条（契約の解除） 

甲および乙は、相手方が本契約に定める義務の履行を怠った場合で、相当期間を定めた催告に対しても改善

が見られないときは、相手方に対する文書による通知をもって本契約を解除することができる。 

2  前項に拘わらず、次の各号の一に定める事由に該当する事態が相手方に生じた場合には、甲または乙は、催

告なく直ちに本契約を解除することができる。 

(1) 本契約の重要な条項に違反した場合または本契約に違反しその改善が見込まれない場合。 

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受け、または民事再生手続、会社更生手続

の開始もしくは破産の申立があったときその他の法的倒産手続もしくは私的整理の着手があったとき。 

(3) 監督官庁より営業停止、または営業登録の取消し処分を受けたとき。 

(4) 営業の廃止、もしくは変更、または解散の決議をしたとき。 

(5) 合併、会社分割、株式交換その他の組織再編行為に関する取締役会決議（またはそれに相当する機関

による決議）がなされたとき。但し、親子会社または共通の親会社をもつ会社間におけるものを除く

ものとする。 

(6) 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形、または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に

至ったとき。 

(7) 関係法令に違反したときならびに明らかに違法と判断される行為を行ったとき。 
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(8) 財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。 

(9) 債務の全部または一部の履行が不能であるとき。 

(10) 相手方がその債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(11) その他民法第 542 条第 1 項および第 2 項に定める事由が生じたとき。 

(12) 相当期間継続して業務を行わないとき。 

(13) 相互の信用を著しく傷つけたとき。 

(14) その他本契約を継続しがたい事由が存するとき。 

3  甲または乙が、前項第1号乃至第11号までに定める事由の一に該当するときは、何らの通知催告を要せず、

相手方に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失う。 

 

第 16 条（不可抗力） 

天災地変・官公署の命令等乙の責に帰すべき事由によらず、本委託業務を委託期間内に実施することができ

ない場合、乙はその責任から免ぜられる。また、その場合の委託期間の延長、本業務委託料の変更等について

は、甲乙協議のうえ決定することとする。 

 

第 17 条（契約解除の効果） 

前二条により契約の終了または責任から免ぜられた場合においても、乙が遂行した業務に相応する金額を、

乙は甲に対して請求できるものとする。 

 

第 18 条（協議事項） 

本契約に関し、解釈に疑義が生じたときまたは契約書に記載がない事項が発生したときは、甲乙信義誠実を

もって協議のうえ決定する。 

 

第 19 条（合意管轄裁判所） 

本契約に関する一切の紛争については、訴額により東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とする。 

 

上記、契約締結の証しとして、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印のうえ、甲乙それぞれ 1 通を保有する。 

 

2019 年 12 月 1 日 

 

甲：長崎県長崎市銅座町 1-11 

長崎都市経営戦略推進会議 

                    議長 里 隆光 

 

乙：長崎県長崎市元船町 14-10 

株式会社 JTB 長崎支店 

支店長 石原 彰人 
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２．受託業務 

①業務内容 

・試作、試食会の運営 

・長崎県産に拘った備品の調達 

・プロモーション（WEBサイト制作、動画制作、イラスト制作、パンフレットやポスターの制作等） 

 

３．長崎県産に拘った備品の調達 

１、ブランド化に向けたコンセプトの合意形成 

 

２、試食会に向けた統一事項検討会議 

「統一した取り組み」 

長崎産旬の魚（刺身）7種以上 

“長崎産とらふぐ”を活用※刺身に限らない 

刺身を載せる器は、長崎県産の木材か波佐見焼などを検討中 

販売額は、3,000～5,000円税・サービス込 

長崎県産の食材、醤油、薬味、丼ぶり、箸置き（わさびとデザートは、例外とする） 

オール長崎県産の説明「長崎県産魚のストーリーを説明して付加価値向上を図る」 

    その他統一条件 

・ごはんについては、すし飯に限らない 

・丼ぶりについては、配膳の際に必要に応じて最低限の刺身や薬味を盛り付けることは可能とする 

・品数などを調整し上記金額内で、昼食・夕食の提供を可能とする 

・長崎県産の魚の仕入れができない場合は、顧客に都度説明をする 

５ 



３、ネーミング検討会議 

 

 
 

 

６ 



４、プロモーションスケジュール・運営計画策定 

 

 

７ 



５、WEB構成検討会議 

 

 

８ 



 

 

９ 



 

４．試作、試飲会の運営業務 

１、提供 3施設での試食会開催 

  

試食会第 1回 12/25ANA クラウンプラザホテル長崎グラバーヒル 

・約 4,500円サ税込みの内容 

・時期によっては魚種は変更となる 

・とらふぐは戸石漁協からの仕入れ 

炙った身とフグ皮をポン酢で用意 

・鮪は五島産で毎週金曜日に 1本仕入れている 

曜日によっては提供出来てない場合がある 

・今回は赤身だが、少しトロが入った赤身にな 

る場合もある 

・甘鯛はこぶ〆 

・栄螺は茶振り（身を 80℃のお茶の中で振った 

もの） 

・鯛、はまち、ぶり、ひらすは、通年提供が可能 

・醤油は、生醤油や甘口醤油を用意することが 

できる 

・ごはんは、長崎県産の「にこまる」200ｇ 

・赤出汁は築町の荒木商店からの仕入れ 

すましにすることもできる 

 

１０ 



  

試食会第 2回 1/17稲佐山観光ホテル 

・お品書き（料理長より口頭で説明） 

刺身 7種類、あぶり 5種類、とらふぐ（島原産 

わかめ、ポン酢ジュレ）ミニ丼、あおさみ 

そ汁、手巻き用のり、錦糸たまご、きざみ 

ねぎ、きざみ山芋、きざみきゅうり、きざみ 

のり、きざみ大葉、練り山椒、柚子胡椒、 

岩塩、醤油 3種、ご飯 2種（温白飯、酢飯） 

・一品一品に創作されている 

・思い思いにミニ海鮮丼をつくる 

・様々な薬味を白ごはんに混ぜて、食する 

のも面白い 

・ご飯のおかわりは各自ですることから、残 

さず食べることで食品ロスを減らすことが 

できる 

・「養殖魚しか出さない」仕切りで、海洋資 

源を守るような考え方もできるのではない 

か→ご飯の件も同様に SDGsの考え方に 

則った事業もできる 

 

 試食会第 3回 1/31ホテルニュー長崎 

・3,500円サ税込みの内容 

・波佐見焼の丼ぶり全て違う種類 

・魚をモチーフにした板（丈夫な紙）は、長崎市 

の取り組みの「魚の美味しいまち長崎」のロゴ 

を活用 

・オリジナルの焼印を検討したい 

・3,200円サ税込みの卓袱膳は良く売れており、 

同額に近い販売額を検討したい 

・“とらふぐ”は小鉢（ポン酢ゼリー）で用意 

・長崎県産のにこまる（白ごはん）に、とびこ、 

大葉、きざみ海苔で用意 

・醤油は 2種類用意 

チョーコー醤油の“ゆうこう”ポン酢も活用できる 

・刺身 10種類は常時確保することが困難 

・昼食メインだが、夕食でも提供を検討したい 
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５．プロモーション（WEBサイト制作、動画制作、イラスト制作、パンフレットやポスターの制作等） 

１、 WEB サイト・動画制作 

長崎市公式観光サイト【あっ！とながさき HP 内】掲載 https://www.at-nagasaki.jp/umi-orche/ 
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１３ 



２、 イラスト制作 

スタジオライズにより複数案を作成いただき、協議の上以下に決定しました 

 

 

１４ 



３、 パンフレットやポスターの制作等 

イラスト決定後に複数の構成案の中から、以下に決定しました 

 

   

 

 

１５ 



６．アンケート集約 

参加者の中からアンケートを集約し、以下の通りの回答をいただきました 
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１７ 
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６．業務に係る所見 

 

・事業開始までの準備、運営について 

2019年 12月 1日から 2020年 3月 31日までの期間で長崎都市経営戦略推進会議より業務を受託。その後、受託業務であ

る「試作、試飲会の運営」「長崎県産に拘った備品の調達」「プロモーション（WEB サイト制作、動画制作、イラスト制作、パンフレ

ットやポスターの制作等）」において各種会議体を並行して行い、関係者間での協議を遂行した。 

 「長崎県産に拘った備品の調達」では、まずブランド化に向けたコンセプトの合意形成を図るべく、【長崎県産の魚、その食材

から器まで長崎県産にこだわること、及びお客様への提供の際に、オール長崎県産の説明と、特に魚についてストーリーがあ

れば説明をして、付加価値向上を図ること】を統一基準として推進することを決め、参画ホテル（ANA クラウンプラザホテル長崎

グラバーヒル、ホテルニュー長崎、稲佐山観光ホテル）３社でのメニュー検討を行う。併せて、誘客とアンケート回収向上を目的

として長崎県産の波佐見焼重宝皿をプレゼントする事も決定した。 

併せて、ネーミング検討会議にて【「魚種が豊富」であることを伝えるフレームとして、使用しやすく、展開力があるもの】をコンセ

プトに専門事業者の複数の提案の中から、言葉の展開力（つかいやすさ）や略しやすいことで名称が広がりやすく、SNS のハッ

シュタグ化もしやすい≪ながさき海のオーケストラ≫に決定した。 

同時にプロモーションスケジュールと運営計画を策定し、プレスリリース及びお客様への提供開始日を 2020 年 11 月 10 日の

「魚の日」に定め、WEB構成検討会議を行い、長崎市公式観光サイト「あっ！とながさき」への掲載準備を進めた。 

「試作、試飲会の運営」においては、2019年 12月 25日より 2020年 1月 31日の間で提供 3施設での試食会を行い、コンセ

プトとの整合性と味覚、見栄えについて、及び付加価値向上を図る為のお客様への説明事項について協議を重ねた。 

「プロモーション」においては、長崎市公式観光サイトへのバナー掲載に向けて、動画制作、イラストの協議及び制作、パンフ

レットやポスターの協議と制作を行い、スケジュール通り 11月 10日の魚の日に≪海のオーケストラ≫を発表、提供開始した。 

 ・本企画に対するお客様アンケートについて 

 2020 年 11 月 10 日の販売開始から 2021 年 1 月 15 日までの間、県内のお客様を中心に順調に販売されたものの、1 月 13

日の 7都府県への緊急事態宣言、及び 1月 16日の長崎県独自の緊急事態宣言以降客足は途絶え、3月 31日までの間の利

用者は 97 名に留まった。品質維持を目的とした仕入価格を考慮して販売価格をランチ 3,500 円、ディナー5,000 円から 5,500

円と設定したが、ペルソナである観光客の来県が減少したことにより利用者の 8割以上が県内客となった。 

 アンケートの分析結果から読み取れる項目としては、【味に対する高評価・平均９．０】、【付加価値向上の為の説明は高評価】、 

【商品価格への評価は平均して「高い方の比率が多い」・５．７】、【推奨度は高評価・平均８．１】、【県産魚の飲食店での再利用

意向・９．０】、と価格以外は概ね高い評価を得ている。記述式のアンケートではいくつかの課題が見えるものの、提供方法を更

に工夫することにより改善の余地がある。 

 ・次年度以降の展開について 

 参画ホテル責任者等の関係者での協議において、お客様からの評価も高かったことから今後も継続したい意向が強い。特に

【ブランドとして定着させるには１年では厳しく、最低３年程度の継続が必要であること】、【ペルソナである観光客がコロナ禍で低

迷したことを受け、GoTo トラベルの再開、及び新幹線開業に伴う JRディスティネーションキャンペーンの企画として実施したい】、 

【販路拡大と認知度向上に向け、モニターツアーを実施して県外客を取り込みたい】【コンセプトの遵守を絶対条件として提供施

設を市内レストランに拡大してもいい】などの意見が多かった。目標販売人数（波佐見焼提供数）に達するまでは提供を続ける

ものの、2021年度の秋以降に継続して展開出来るよう、ご検討いただけますと幸いです。 

 

以上 
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（単位：円）

負担内訳 金額
長崎海洋産業クラスター □作業台船向けのユニット型動揺低減装置の開発 サポート資金 1,500,000 技術指導コーディネーター費 1,230,000
形成推進協議会 　○洋上風力発電設置工事、メンテナンスにおいて使用する 自己資金 1,500,000 活動旅費 148,000

　　作業台船、運搬バージの作業限界波高を高め、稼働率を上 県補助金 3,000,000 設備・機材借上料 200,000
　　げることができるよう、作業台船等に適用可能なユニット型 委託費（ユニット設計、構造設計 1,900,000
　　動揺低減装置を開発し、地元企業の洋上風車建設工事に 計算、装置開発協同研究）
　　おける競争力強化に寄与 外注費（水槽試験用模型製作等） 1,600,000
　　・水槽試験による仕様検討、強度設計用のデータ取得 産業財産権導入経費 350,000
　　・実設計に利用できる推定計算手法を獲得 その他（消耗材料費、資料印刷費等） 572,000
　　・長崎総合科学大学、大阪府立大学、地元関連企業との
　　共同研究開発 計 6,000,000 計 6,000,000

長崎MICE誘致推進協議会 □「出島メッセ長崎」開業効果の活用とアフターコロナを想定した サポート資金 1,500,000 出島メッセ長崎説明会（2回開催） 300,000
　コンベンション誘致 MICEサービスカタログ（制作・印刷） 700,000
　○民間によるコンベンション誘致支援 キーパーソン派遣（3名） 300,000
　　・MICE誘致推進協議会会員、MICE事業者ネットワーク会員 キーパーソン招聘（2名） 200,000
　　に対する「出島メッセ長崎説明会」等
　　・事業者のサービスを紹介する「MICEサービスカタログ」作成
　　・人脈等を有するキーパーソンの派遣経費、MICE主催のキ
　　ーパーソンの招聘経費の助成

計 1,500,000 計 1,500,000
長崎商工会議所 □高付加価値「長崎かんぼこ」開発プロジェクト サポート資金 1,500,000 専門家謝金 100,000

　○「長崎かんぼこ」のブランド力強化、高付加価値化、消費拡 自己資金 500,000 市場リサーチ委託料 300,000
　　大を図るため、水産練り製品事業者の商品開発等を産学官 マーケティングコーディネート委託料 400,000
　　金が連携、各種支援施策を活用し伴走型で支援 デザイン監修費 400,000
　　・内部分析、市場分析、アイデア出し・選別、コンセプト立案、 ワークショップ開催費 60,000
　　　事業性検討、商品開発、市場テスト、プロモーションを実施 ポップアップショップ経費 440,000
　　・中小企業診断士、マーケター、ワークショップ、クラウドファン プロモーション費用 300,000
　　ファンディング、デザイン監修、ポップアップショップ、展示会、
    商談会、SEO対策等を組み合わせて支援

計 2,000,000 計 2,000,000
ジョイフルサンアルファ □おさかなサブスク第二次実証実験 サポート資金 1,500,000 商品原価 5,090,000

　○冷凍した複数種類の魚の切り身を首都圏の消費者向けに 自己資金 256,000 副材料費 2,774,000
　　サブスクリプションモデルで販売を行う 県補助金 2,500,000 容器包装費 100,000
　　・魚食の普及、環境に配慮した水産業構築、人材の流入、 長崎市補助金 500,000 リース・レンタル料 490,000
　　魚価の向上、収益の安定を目指す その他 15,000,000 通信運搬費 3,102,000
　○実施体制 （商品売上） システム利用料 1,560,000
　　・商品企画開発　FデザインNAGASAKI、ジョイフルサン 広告宣伝費 3,000,000
　　　　　　　　　　　　　アルファ 人件費 2,800,000
　　・ブランディング　伊藤忠インタラクティブ 調査研究費 600,000
　　・生産・実売専用システム　ジョイフルサンアルファ 水道光熱費 60,000

衛生費・雑費 180,000
計 19,756,000 計 19,756,000

事業主体 事業概要 金額
事業予算

第５期長崎都市経営サポート資金申請案件一覧（R4.1.26）　　　　　　　　　　　　　　　　

資金使途内訳



（単位：円）

負担内訳 金額
事業主体 事業概要 金額

事業予算
資金使途内訳

（一社）長崎留学生支援 □長崎県留学生支援センター事業 サポート資金 1,500,000 同窓会支援 200,000
センター 　○地域との連携・留学生による経済効果、留学生の地域への 寄付 1,000,000 情報発信 855,000
【今回説明分】 　　就労・定着を図るため、留学生の増加、生活環境づくり等に その他 10,500,000 就職支援　ビジネス日本語 500,000

　　取り組む 就職支援　留学生・企業勉強会 500,000
　　・募集・広報・・ 一般活動費 340,000
　　　長崎留学ガイド配布　国内内外向け情報発信　等　 寄付事業 3,600,000
　　・生活支援 運営管理費 7,095,000
　　　アルバイト・ボランティア支援、生活支援期間との情報交換
　　・交流事業・・
　　　海外長崎県留学生同窓会事業　等
　　・就職支援・・
　　　ビジネス日本語講座、就職情報収集・提供　等
　　・基盤づくり事業・・
　　　留学生実務担当者勉強会　等
　　　 計 13,000,000 計 13,000,000

ジョブネットワークセンター □NAGASAKIしごとみらい博2021 サポート資金 1,000,000 イベント運営費 7,437,119
【今回説明分】 　○県内就職率向上のため、学生に対し地元企業の情報や 自己資金 1,210,000 ポスター制作・印刷費 133,657

　　地域の魅力等を早い段階で伝えることを目的に開催し、 出展料 4,884,055 会場費 396,420
　　学生と企業が情報交換を行う場を創り、インターンシップ等の 長崎労働局 998,151 シャトルバス代 255,200
　　イベント後の学生・企業のつながりを図る 青少年育成協会 42,960 学生活動支援費 128,490
　　・企業向け出展募集説明会（動画配信） その他 310,184 出展募集動画制作費 25,201
　　・NAGASAKIしごと未来博特設サイトでの起業PR動画公開 通信運搬費 24,616
　　・企業・学生交流会を対面・オンラインのハイブリッドで開催 会議室使用料 22,220
　　・広報（SNS、ポスター・チラシ等） 消耗品費　他 22,427

計 8,445,350 計 8,445,350



一般社団法人 長崎留学生支援センター

代表理事／センター長 夛田 彰秀

2022年1月26日（水）

（一社）長崎都市経営戦略支援協会／長崎都市経営戦略推進会議 様
長崎都市経営サポート資金申請に係る事業説明



背景と経緯 目的と今後の方向性

平成25年以来、長崎県内の留学生数は増
加傾向であったが、コロナ禍の影響を受
けて、令和2年度から留学生数は減少して
いる。

変動する長崎県内の留学生を取り巻く環
境に沿って、長崎留学生支援センターは
留学生関連事業の在り方を常に検討し事
業を展開してきている。

令和2年度に開催した「将来計画検討・評
価委員会」からは「留学生に係る事業の
プラットフォーム」としての実績が評価
され、長崎地域における留学生に係る事
業の更なる発展を目指している。

令和3年度からは、「一般社団法人長崎留
学生支援センター」として新たな一歩を
踏み出した。

「地域との連携・留学生による経済効果への期待」「留学生の
地域への就労・定着への期待」を念頭に、時代の次の段階へ向
けて環境の整備を行い、恒久的な留学生支援体制の確立を目指
す。

【来日する留学生の増加】→
【住みよい生活環境づくり／地域との共生】→
【留学生の定着率増加】 の一連の流れ

具体的には、
①【募集・広報】→
②【生活支援】③【交流事業】→
④【就職支援】 の4つの事業を中心的な柱として

【オール長崎】で取り組みつつ、
事業全体の相乗効果を期待できる事業展開を図る。

今後の5ヵ年間は、【With Corona】及び 【Post Corona】 の
影響を勘案しながら社会情勢の動向を見極めつつ事業展開を図
る。

一般社団法人長崎留学生支援センター



1. 募集・広報支援事業

長崎県内の大学等における正規・短期の留学

生増加を目指し、国内外の高校・日本語学校・

大学等の日本語学習者及び関係者を対象にした

長崎地域及び県内大学に係る情報提供、及び各

事業を実施する。

１ 海外の行政・教育機関との連携強化

２．国内外での県内大学の合同説明会

３．長崎留学ガイドの配布

４．国内外向けに地域・大学等に係る情報発信

２. 生活支援事業

長崎県という地方都市に「卒業後も住みた

い」「就職したい」と思う際に「住み心地」

「住みやすさ」は重要な要素であるため、より

住みやすい生活環境のもとで留学生活を送り

「長崎の良さ」を伝えられるよう下記生活支援

事業を実施する。

１．留学生のアルバイト・ボランティア支援

２．生活支援機関との情報交換及び各大学等へ

の情報提供

３．冠奨学金制度設置準備

４．物資等提供事業
（長崎上海クラブ寄付事業）



弊センターの支援のもとで設立され活動す

る留学生同窓会とのネットワークを通し、こ

れら同窓会と共に、現役留学生の支援や交流

の促進を図ることで共生社会構築に寄与しつ

つ、帰国留学生への情報発信を通じて地域間

交流・連携に繋がる橋渡しを行う。

１．海外長崎県留学生同窓会事業
①中国長崎同学会への活動支援を行う。

（継続／随時）

②ベトナム長崎同窓会への活動支援を行う。

（継続／随時）

③新たな国の同窓会の設立に係る情報収集・

調整を行う。（継続／随時）

２．長崎平和大学の実施

３．サポーター制度

3. 交流事業

留学生の雇用を希望する企業と留学生の相互理

解を促進するために、各関係機関との連携に努

めつつ下記事業を実施する。なお、過去の実

績・社会動向の変化を受け、一部については従

来の事業を統合した上で実施する。

１．ビジネス日本語講座

２．留学生と企業との交流・勉強会

３．職場見学バスハイク

４．Nagasakiしごと未来博への参加

５．就職に係る情報収集・提供

4. 就職支援事業



従来の「研修事業」「管理・運営・会

議」を統合し、産官学の各機関との情

報交換・勉強会・検討の場を設け、留

学生の生活状況に加え、変動する社会

情勢及び産官学の各界のニーズ等を把

握し、それら内容を今後の弊センター

運営・事業に反映し現状に沿った留学

生支援を「オール長崎」で展開できる

環境づくりを行う。

１．留学生実務担当者との勉強会

２．諸会議等の開催

３・その他会議／手続き等

5. 基盤整備事業

本サポート支援を活用する事業

１）「海外長崎留学生同窓会事業」

２）「情報発信のための環境整備」

３）「就職支援のためのビジネス日本語講座」

「留学生と企業との勉強会・交流会」



長崎留学生支援コンソーシアムに加

盟する大学等、地方自治体、経済団

体及び交流団体との連携を強化して

各種事業を実施する。

また、加盟外の日本貿易振興機構

（JETRO）長崎情報センター、長崎

労働局、JICA九州及び各種経済団体

とも連携して、就職支援、生活支援

及び交流事業を推進する。

海外との連携に関しては、長崎県や

現地の地方政府対外交流機関＆教育

機関等との連携を進めていく。

事業実施体制
区 分 予算額（円） 備 考

長崎都市経営サポート資金 1,500,000

自己資金

その他 10,500,000 見込を含む

（他の機関からの助成等） 1,000,000 長崎上海クラブからの寄付

合 計 13,000,000

区 分 予算額（円） 備 考

一般活動費 200,000 １）同窓会支援

855,000 ２）情報発信

500,000 ３）就職支援：ビジネス日本語

410,000 ３）就職支援：留学生と企業の勉強会・交流

会

その他一般活動費 340,000

特別会計 3,600,000 長崎上海クラブ寄付事業：

＊寄付金に従来事業からの捻出金を加算して

実施予定

運営管理費 7,095,000

合 計 13,000,000

令和3年度 収支予算書



本サポート支援金を活用する事業



１）「海外長崎留学生同窓会事業」 ２）「情報発信のための環境整備」

留学生の同窓会等が協力する中国語及びベト
ナム語での情報発信サイトにてセンター活動
の紹介及び大学等の紹介を行う。

【予定】
中国語：日本通
ベトナム語：Kilala

長崎留学ガイドブックのデータ版作成

コロナ禍が続く中で、海外や県外における大学フェア等の実施

も困難な状況であるので、長崎留学ガイドブックの内容を更新

した上で、データ版を作成し、

① 弊センターのホームページからダウンロードして、どこからでも

同冊子を閲覧できる環境を整える。

② 関係機関や大学等にリンクを依頼し、多方面から同冊子

にアクセスできる環境を整える。



３）「就職支援のためのビジネス日本語講座」 ３）「留学生と企業との勉強会・交流会」

① NICEキャンパスの選択科目として「ビジネス
日本語講座」を開講することで、県内大学及び社
会人が職場で必要な基礎的日本語やマナーを学べ
る場を提供する。

春講座：令和3年4月14日～7月28日（16講座）
秋講座：令和3年9月29日～1月26日（16講座）
講師：長崎大学 留学生教育・支援センター

助教 古本 由美 氏

② 非漢字圏の留学生を対象に「ビジネス日本語
夏季集中講座」を開講することで、就職のために
必要な日本語やマナーをより多くの留学生が学べ
る場を提供する。

実施期間：令和3年8月23日～9月8日
講師：長崎大学 留学生教育・支援センター

助教 古本 由美 氏

① 留学生人財活用セミナー
（令和4年2月7日：オンライン）
留学生の就活経験談に加え、ヤングハローワーク
長崎からの長崎における留学生の就職に係る現状
やJETROや行政書士による、留学生を高度人財と
して雇用する際のノウハウ等に係るセミナー

② 外国人人財活用勉強会
（令和4年2月22日：オンライン）
企業の国際化をテーマに地元企業の経験談や全国
的な動きや制度の紹介に加え、参加者同士のグ
ループディスカッションを行う。

③ 留学生と企業との交流会
（令和4年3月頃：対面）
相互理解をテーマにしたグループディスカッショ
ンを通じて留学生と企業の交流会を行う。対面で
の実施がより効果的であるため、コロナ禍の状況
により、中止・延期の場合の可能性もある。









事業概要

2022年1月24日

ジョブネットワークセンター



－イベントの趣旨と目的－

NAGASAKIしごとみらい博は、学生生活の早い段階

で県内企業の魅力を知り、将来、長崎で暮らし働く事

を選択するきっかけとなることを目的としており、

イベント後もインターンシップや個別交流会などを実

施し、将来的な採用に繋がるような機会の場をご提供

します。



の役割

１．学生に対し、県内企業の魅力・人の魅力を発信することで、
長崎で暮らし働くことについて考える機会を提供する

２．企業と学生が直接交流し、相互に理解を深める機会
を提供する

３．学生生活の早い段階で社会人と接することで、将来の
働き方や生き方について考える機会を提供する



【STAGE３】企業と学生の個別交流
※より深く企業のことを知り、インターンシップなどに繋げる

【STAGE２】対面交流会＆オンライン交流会
※企業と直接触れ合う

【STAGE１】企業PR動画の視聴
※興味のある企業を探す

今年は3つのSTAGEで開催！



【STAGE１】企業PR動画の視聴
11月1日～特設サイトにて公開

①特設サイトにてPR動画を一覧表示

②クリックしてビデオを視聴

※様々な業種のPR動画を視聴し、
興味のある業種や企業を探す



【STAGE２】対面交流会＆オンライン交流会
12月4日（土）・5日（日） ＠三菱重工総合体育館

対面交流会 オンライン交流会

学生に声掛けをし、
偶然の出会いもある

自宅や遠方からも
参加が可能



対面交流会

出展企業 77社



オンライン交流会

出展企業 86社



【STAGE３】企業と学生の個別交流
12月4日～3月まで実施

①特設サイトからリンクをクリック

②Nなびと連動し、企業ごとに様々な
イベントを開催
（インターンシップ、職場見学会、座
談会等）



NAGASAKIしごとみらい博2021 写真



■出展企業 96社

対面交流会・・・77社
オンライン交流会・・・86社

■学生参加者 828名

対面交流会・・・404名
オンライン交流会・・・424名

【出展企業及び参加人数】



■県外大学等（27校）・・・86名
九州大学
熊本大学
鹿児島大学
長野大学
佐賀大学
岩手県立大学
福岡工業大学
慶応義塾大学
早稲田大学
青山学院大学 等

■県内大学（10校）・・・634名
長崎国際大学
長崎外国語大学
長崎女子短期大学
長崎短期大学
長崎県立大学
長崎大学
長崎純心大学
活水女子大学
長崎総合科学大学
鎮西学院大学

【参加者の所属学校】



【出展企業の感想】

・長崎で働きたいと思っている学生と出会う場として、県内で大きなイベ
ントである当イベントに今後も参加したい。

・県内で開催される就職イベントの中でも参加者が多いイベントであるた
め、より多くの方に仕事の魅力を発信できる。

・県内在住の学生だけでなく、現在は他県に住んでいる学生の参加もあっ
たことから、多くの学生との交流が見込めると感じた。

・今までで一番いい形の開催だったと思う。対面だけでなくオンラインも
併用したのは良いと思う。

・普段接点を持つことができない、低学年の学生とも接点が持てたのが良
かった。



【参加学生の感想】

①本イベントは役に立つものでしたか？
そう思う 78％
どちらかというとそう思う 21％
どちらかというとそう思わない 1％

②今後も本イベントを利用したいと思いますか？
そう思う 58％
どちらかというとそう思う 32％
どちらかというとそう思わない・そう思わない 5％
どちらとも言えない 5％

③イベントに参加して県内就職についてどう感じましたか？
これまでなかった県内就職への興味・関心がわいた 36％
県内就職を具体的に考えてみようと思った 29％
もともと県内就職希望 27％
県内就職への興味・関心はわかなかった 8％

99％

90％

65％



ＮＡＧＡＳＡＫＩしごとみらい博 2021

【主管】

ジョブネットワークセンター

〒852-8108 長崎市川口町13-1長崎西洋館3Ｆ

電話：095-843-6647 FAX：095-847-7330
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第 23回長崎サミットにおける発言への対応等 

※【   】は、課題等の投げかけ、対応等を求める先 

    ※ ▶は、対応案 

 

１．新型コロナウイルス感染症への対応 

発言者 課題・対応等 

商議所 ・GO-TOイートの申込期限・使用期限の延長 → 【県】 

 ▶延長 

・第三者認証、ワクチン接種証明を組み合わせた長崎独自の出口戦略 

 → 【県】 

 ▶「ワクチン・検査パスポート制度」は当面適用しない 

・感染防止対策をとった事業者へのインセンティブ検討 → 【県】 

 

※まん延防止等重点措置適用による感染拡大防止対策強化 

 

大学 ・長崎大学熱研監修の「飲食店認証基準」の活用促進 

・検査についての方向性を県と大学が協力して示す。 → 【県】 

・抗原検査の精度向上のための研究 

・早めに情報収集し必要なアプリ等の活用について県民への周知を検討 

 → 【県】 

・第 6波に備え、軽症者・中等症者向けの宿泊施設の準備（県、医師会、市民、 

宿泊施設経営者協議） → 【県】 

▶病床、宿泊療養施設を増 

 

※まん延防止等重点措置適用による感染拡大防止対策強化 

 

県 ・ワクチン検査パッケージ導入について、ルールづくりの検討 

・第三者認証取得促進のための説明会開催 

 ▶開催済み 

・GO-TOトラベル再開、GO-TOイートの期間延長の要請 

 ▶GO-TOイート延長。GO-TOトラベル再開時期未定 

 

※まん延防止等重点措置適用による感染拡大防止対策強化 
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２．100 年に一度のまちの大変革による産業活性化の実現 

 ○MICE 

発言者 課題・対応等 

商議所 ・地元企業がまとまり連携をとる体制必要 → 【経済団体等】 

 ▶MICE関連事業参入企業への支援 

 ▶PCOとのビジネスマッチング、関係事業者相互の連携強化 

・誘致にオール長崎で取り組む → 【市】、【大学】、【経済団体等】 

 ▶誘致に取り組むために必要な支援等（誘致に係る経費の助成等） 

▶誘致活動に係る役割分担 

▶誘致情報の共有 

 

同友会 ・魅力あるコンテンツの整備・発信（エクスカーション等） 

 → 【市】【経済団体等】 

 ▶長崎市、DMO等との連携・役割分担 

  （民間事業者がコンテンツを造成し、DMOが情報を取りまとめ 等）  

・全国同友会セミナー開催時にまちの変革披露。魅力あるエクスカーション組 

成（サミットメンバーの協力）→ 【経済団体等】【県】【市】【大学】 

▶長崎市、DMO等と連携してコンテンツを造成・蓄積・活用・発信 

 

JC ・地域課題を持ち寄りアイデアを出し合い課題解決につなげる活動の拠点と 

して活用 

▶大学を中心とした取組（DEJICON）等との連携、参画を検討 

 

大学 ・医学系を中心に学会、シンポジウム等を開催し、企業参画促進によるアカデ 

ミアと企業との連携の窓口展開 → 【経済団体等】 

▶大学の学会等の情報をもとに、企業の展示、産学官によるセッション等の 

機会を設け、意見交換等を実施 

▶大学の学会（MICE）情報の提供、共有（産学の情報窓口の設置等） 

 

  

○スタジアムシティプロジェクト 

発言者 課題・対応等 

JC ・スポーツを通じたまちづくりの検討 

・スタジアムシティプロジェクトに関連した事業構築検討 

 ▶RC長崎等と連携した JC独自の事業の実施を検討（必要に応じて他の機関 

との協働） 
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市 ・市内部の検討推進チーム、ジャパネット側との協議を行いプロジェクトを推 

進 

 ▶協議の状況等について、経済団体等において情報共有し、必要な協力等に 

ついては対応検討 

 

  

○ロープウェイ延伸 

発言者 課題・対応等 

商議所 

同友会 

・ロープウェイの延伸の実現 → 【市】 

 ▶市から経済団体への協力の要請等があった場合の対応の検討 

 ▶延伸による経済効果を高める方策・手法検討 

 

市 ・調査実施、ジャパネット側との協議 

 ▶R4年度中に方向性を示せるようにする。 

 

 

○新幹線開業 

発言者 課題・対応等 

県 ・各地域における受入環境の整備。アクションプランの実践  

 → 【経済団体等】 

・多様な関係者が自ら行動 → 【経済団体等】 

・開業時の客をリピーターとして定着させる。 → 【経済団体等】 

 ▶おもてなし、受入体制等について現状を点検（足らざる点の再確認等）し、 

必要な準備 

 

  

○開港 450周年 

発言者 課題・対応等 

商議所 ・開港 450周年を新幹線開業、DCと絡め、長崎の歴史・文化を発信 

→ 【市】、【経済団体等】 

▶開港 450周年を実質的に延長（ロゴの使用等）し、長崎の特徴を活かしな 

がら新幹線開業等をアピール 

 

市 ・来年度に開港 450周年の冠使用は可 → 【経済団体等】 
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○交通アクセス等の環境整備 

発言者 課題・対応等 

大学 ・駅周辺の交通アクセス改善（駅から道路・電車までのアクセス改善）に係る 

計画の市民への明示 → 【市】 

▶整備・検討状況等について情報提供（「長崎市中心部の交通結節機能強化の 

基本計画」の進捗状況等） 

 

 

○県庁舎跡地活用 

発言者 課題・対応等 

県 ・重層的な歴史の場であることを情報発信 

・県民、観光客で賑わう場、民間の多様な活動を拡大し、経済活動の発展に結 

びつく場にしたい。→ 【経済団体等】 

・年度中に基本構想策定 

 ▶基本構想策定の過程における県からの情報提供 

 ▶基本構想策定の過程で必要に応じて民間等からの意見提出・提案 

 

商議所 ・県・市間の協議、連携必要 → 【市】、【県】 

・くんちの出し物、ランタン、精霊船、その他各地域のものをビジュアルに展 

示できる施設必要 → 【県】 

 ▶必要に応じて民間から意見提出・提案 

 ▶サミットメンバー間の情報共有 

 

同友会 ・多様な歴史・文化を体験する拠点施設となるものを期待 → 【県】 

 ▶経済団体における検討状況等についての情報の共有。必要に応じて県への 

提案（要望） 

 

 

○IR 

発言者 課題・対応等 

県 ・地元企業の IRへの理解促進 → 【経済団体等】 

 ▶県の事業概要説明会等の実施 

・民間主導のビジネスマッチング、共同受注につながる仕組みづくり 

 → 【経済団体等】 

 ▶九州 IR推進協議会によるビジネスセミナー実施 

 ▶地元企業による受注体制等（受注情報収集、共同受注体制、新事業進出支 

援等）の検討 
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・ギャンブル依存症対策、感染症対策に注力 

 ▶具体的な対策等について情報提供し理解を深めるための機会を設ける 

 

商議所 ・依存症対策に係る海外事例を示す。→ 【県】 

・IRの地元経済へのメリットを PR 

 ▶経済効果等に関する説明会開催 

 ▶メリットを具体化するための民間事業者による体制等の整備 

 

 

○その他まちの変革 

発言者 課題・対応等 

大学 ・まちの変革の中でのオープンイノベーション、企業誘致の推進に係る人材育 

成への貢献 

 

県 ・まちの変革を地域活性化に活かすために主体的な取組必要 

 ビジネスチャンス拡大の機会を自社発展のために活かす。 

 長崎サミットプロジェクトが産学官連携によるコーディネート機能を担う 

必要 → 【経済団体等】 

 ▶産学官の多様な主体の参画を促進するために、関係企業、団体、キーマン 

の紹介、活動の場の確保、情報発信を行う機能を有する体制整備 

 

 

３．変革期における産業振興 

発言者 課題・対応等 

同友会 ・オープンイノベーションの取組継続 

 → 【経済団体等】、【大学】、【県】、【市】 

・プロジェクト参画企業を増加させるための情報提供 

・プロジェクト参画企業を増加させるための方策協議 

 → 【経済団体等】、【大学】、【県】、【市】 

 ▶推進会議において、仕組みづくり等を含めて方策協議 

 

商議所 ・会員（企業）間の交流の場の拡大。大学、金融機関との連携強化。先行事例 

の紹介等実施 

▶既存のネットワークを活用・強化し、オープンイノベーションの手法の導 

入等について会員企業を支援  

 

県 ・県の支援策等を活用し中小企業の DXへの積極的取組推進 

 → 【経済団体等】 
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大学 ・スタートアップエコシステムの創出を目指して尽力 

 → 【経済団体等】、【県】、【市】 

 ▶大学における取組状況等を踏まえ、システムの在り方等について産学官（推 

進会議）において検討 

▶スタートアップ・オープンイノベーション支援拠点の連携・活用等有効な 

システムの検討 

 

 


