
第１９回長崎都市経営戦略推進会議 

令和４年 8 月１0 日(水)14:00～16:００ 十八親和銀行本店１０階会議室 

 

【議事】 

１． サポート資金について 

(1) 事業報告 

⚫ 長崎文化横丁 in 茂木(長崎文化放送) 

 

２． 第２４回サミットについて 

(1) 進行案について 

⚫ 事務局より説明 

⚫ 意見聴取 

(2) 発言の大きな方向性・骨子案（将来展望の表明、第１部、第２部） 

① 長崎商工会議所 

② 長崎経済同友会 

③ 長崎県経営者協会 

④ 長崎青年会議所 

⑤ 長崎県 

⑥ 長崎市 

⑦ 長崎大学 

(3) 合意事項及び討議内容について 

⚫ 事務局より説明 

⚫ 意見聴取 

(4) 記者会見について 

⚫ 事務局より説明 

⚫ 意見聴取 

(5) 会場等について 

⚫ 事務局より説明 

 



氏 　名 所 属 団 体 役　 職 出欠 代理及び随行者

1 小川　 洋  長崎都市経営戦略推進会議　議長 議長 ○

2 鴛海　健起  日本銀行長崎支店長 副議長 ○

3 佐々木　達也
 長崎商工会議所 副会頭/
 長崎都市経営戦略推進委員会 委員長 委員 ×

4 松永  安市  長崎商工会議所 専務理事 委員 ○ 随行者：高嶋部長、向課長、松尾氏

5 井手　一  長崎商工会議所 青年部 会長 委員 ○

6 狩野　　靖  長崎経済同友会 事務局長　 委員 ○

7 岩根　信弘  長崎県経営者協会 専務理事 委員 ○ 随行者：峯下事務局長

8 松島　雄大  長崎青年会議所 理事長 委員 ○

9 佐藤　烈  マスコミ　長崎新聞社 取締役経営企画室長 委員 ×

10 三井　一明  長崎経済研究所 代表取締役 委員 ○

11 田川　伸一  推進会議事務局長/支援協会事務局長 委員 ○

12 永安　武  長崎大学 理事（研究・国際担当） アドバイザー ○
随行者：政策企画課　南課長、
　　　　　　米田班長

13 浦　真樹  長崎県 企画部長 オブザーバー ○ 随行者：黒島課長、佐藤参事

14 久田　浩  長崎市 商工部長 オブザーバー ○
随行者：産業雇用政策課　岩永課長、
　　　　　　川村課長補佐、井本係長

15 下田　政彦  九州経済連合会 長崎地域委員会　幹事 オブザーバー ○

16 田中　渉  九州経済連合会 長崎地域委員会　幹事 オブザーバー ○

16 14 出席

2 欠席

艶島　博 十八親和銀行地域振興部長 ○

2022年8月10日（水）　第19回長崎都市経営戦略推進会議　出欠名簿



長崎サミット進行（案）

次第
提案者

(発言者)

マスコミ公開取材 9:25 5分

会議開始 9:30

冒頭挨拶 9:31 3分

将来展望の表明
9:35

30分

★県全体や北部九州の面的な誘客強化に向けた地域間連携や交通網整備 経済同友会

★交流の産業化の磨き上げ 商工会議所

★ハード面の受入対策（魅力ある観光拠点づくり） 市

★ソフト面の受入対策（ホスピタリティ向上方策） 青年会議所

 ◎ 新幹線を活用した観光交流促進の仕組みづくり (県)

★新たな手法による魅力と活力のある「まち」の再生 青年会議所

★ライフサイエンス・ヘルスケア、海洋、ＤＸへの取り組み 長崎大学

 ◎ 働く場としての新産業創出について (商工会議所)

 ◎ データ連携基盤の利活用とデータのオープン化促進 (県)

★ＤＸの観光産業への活用促進 市

 ◎ 連携して取り組む企業誘致 (県・市)

会議終了～
休憩（移動・準備）

11:25
20分

サミット終了 12:00

概要

出席者着席後、会場内の様子を冒頭5分間公開

記者会見
11:45

15分

時間

【第一部】
行きたくなる、
住みたくなるまちづくり

【第二部】
長崎をさらに発展させる
産業振興

10;05

40分

40分

10:45 ●次世代産業の創出・育成・誘致

●新幹線開業を千載一遇の機会とした
　　観光面の魅力向上

記者との質疑応答

（注）第一部、第2部では、各団体の発言内容を踏まえ、進行役が適宜、関連団体に関連質問等を行う。

合意文書のマスコミ配布と小川議長による総括報告

長崎都市経営戦略推進会議　議長　小川　洋

「私が目指す長崎経済の将来像」（トップ自身のお考えを表明頂く。時間軸は５年、１０年、２０年など、いずれでも可）
　時間厳守で各3分×７名　説明資料（スクリーン投影）の利用可



オープンイノベーション型新規事業創出プロジェクト事例紹介

「フィッシュマーケット・横丁プロジェクト」



取組の背景

人口減少・少子高齢化の急速な進行

若年者の転出超過抑止が課題

転出防止策として、人とのつながりの有効性に着目
↓

出会い・友人ができる場としての横丁の創出

出典：長崎市「長崎市における若者の楽しみに関する調査・分析結果まとめ」



取組の背景

漁業従事者の所得向上が課題

水産県でありながら、わかりやすい魚の消費の場が中心部に存在しない

長崎の魚を消費できるシンボリックな場の創出が急務
↓

フィッシュマーケットの創出

株式会社長崎経済研究所
「長崎県限定インターネットリサーチ「リサチャン」ア
ンケート魚介類・魚料理に関する意識調査」
より引用
https://nagasaki-keizai.co.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2019/09/05-
%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E3%8
1%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BFB
OX.pdf



目的と仮説

ナイトタイムエコノミー（ソフトパワー）
が活性化すれば、例えばバスや電車の
増便が現実的なものになる。また２軒
目３軒目の利用によるシナジー効果も
ある。

友人や恋人といった人とのつながりをつくる

・単なる一つの店ではなく、横丁のような店と店の境目が無い空間で飲食をすると客同士のコミュニケー
ションを生み出す。当然、バラエティに富んだものが食べられる。
・「あそこにいけば誰かに会える」「楽しい時間を過ごせる」という場の提供

長崎の魚のランドマークをつくる

・長崎の美味が集結した空間。県内はもとより観光客が「あそこに行けば長崎の食や魚を知れる」「県民
が色んな情報を教えてくれる」というランドマークに。

画像出典：https://cosmosjapaneselanguageschool.com/2016/02/18/ebisu-yokocho-%E6%81%B5%E6%AF%94%E5%AF%BF%E6%A8%AA%E4%B8%81/

若者（県民）は立派な商業施設
があるから街にとどまるわけではない。
その街に友人や恋人ができ、人と人
とのつながりが楽しくワクワクするか
ら住み続ける。ソフトパワーの活性
化こそが人口流出・少子化対策と
なる。

横丁



実証実験の実施概要

場所 長崎市茂木町2190-7「ながさきハウスぶらぶら」敷地内

日時
2022年6月17日（金）19：00～22：00※関係者のみ
2022年6月18日（土）11：00～23：00
2022年6月19日（日）11：00～17：00

主催・協力
主催：NCC長崎文化放送
協力：F.デザインNAGASAKI、NAIGAICREW、長崎都市経営戦略推進会議

募集方法 特設フォームからの事前申込制。

その他
・中央橋⇆茂木をつなぐ無料送迎バスを１時間間隔で運行
・NCCにて開催告知CM等によるＰＲを実施
・集客策として生ビール１杯100円、ゆうこう真鯛握りずし3貫プレゼントを実施

検討のさらなるブラッシュアップを図るべく、主に次の３つを目的として、長崎市茂木町に期間限定で魚料理を軸とした横丁
を出現させる実証事業を実施。

魚を主軸とした飲食ニーズの検証

検討課題の洗い出し

魚のシンボリックな消費の場の創設に向けた機運醸成

実証事業概要

1

２

３

募集用特設ページ ながさきハウスぶらぶら プレスリリース



実証実験の実施

横丁会場の全体像

参加者の様子



実証実験の実施

スーパーJチャンネルでの取り上げ

出典：長崎文化放送株式会社



実施後アンケート結果と考察

はい

Q.市内中心部に手軽に水産物を楽しめる
場所があったほうが良いか

A.

いいえ・無回答
1％

はい
99％

来場者に対し実施したアンケートにおいて「市内中心部に手軽に水産物を楽しめる場所があった方がい
いか」の設問に「はい」と答えた割合がほぼ１００％であった。また「気に入った料理」について、１位は

ソーセージであったが、ゆうこう真鯛やゆうこう鯖といった地域で特色のある魚も多く選ばれるなど、長崎
市内・県内における魚を軸とした飲食ニーズが非常に高い。

0 10 20 30 40 50 60 70

本マグロの山かけとろろ小鉢

レバーパテ

いわし桜干し

ゆうこう真鯛細巻き

長崎おでん

ゆうこう真鯛胡麻ダレ和え

長崎県産本マグロ鉄火丼

クリームチーズ醤油漬け

アラ汁

ゆうこう真鯛のフライ

ゆうこう鯖の刺身

かまぼこスティック

ゆうこうシマアジのにぎり

芳寿豚のピリ辛ソーセージ

Q.気に入った料理は何か

A.

n=229



実施後アンケート結果と考察

Q.２軒目を提案されれば行くか

A.

はい
78％

いいえ・無回答
22％

食事・雰囲気・価格という３大要素に「人との出
会い」という要素も重要であるとわかったが、第一

の目的では無い。横丁という空間が「人と
の出会いの場」「友人ができる場」と
いう主催者の狙いをより伝えていくべ
き。

８割近くが「長崎文化横丁in茂木の参加後に2

軒目の提案があったら活用する」と回答。横丁
のような場所が、周辺店舗を周遊す
るきっかけとなる可能性があり、ナイトタ
イムエコノミー活性化のためにも、横丁を起点とした
周辺店舗への周遊同線の構築について議論して
いく。

おいしい食事

手ごろな価格

横丁ならではの雰囲気

人との出会い

Q.横丁に求めるものは何か

A.



その他アンケート結果

etc...

〇企画お疲れさまでした。長崎の魚の美味しいイメージ分かります。八海山飲みたい

〇チェーン店ではなく、地元の飲食店が多いと嬉しい

〇２軒目、３軒目の提案 お店通しの横のつながり

〇毎週、毎月、定期的に行きたくなれるような価格であれば嬉しい

〇色々な種類の料理が少しずつ食べられる

〇長崎の水産物は大好きです。近所に市場がなく、宝町までお刺身を買いに行っています。

〇人と人のマッチングサービス

〇料理はリーズナブルでも、値段に関係なく美味しいこだわりのお酒が置いてあるといいと思う

〇ハッピーアワーとかタイムセールスとか仕事終わりに来て得できるような企画

〇安くて美味しい長崎の食材を使った食事の提供

〇明るさ、健全さ



周辺店舗周遊（ホッピング）の拠点構築によるナイトタイムエコノミーの活性化

検討課題まとめ

はい
78％

水産物の域内消費の拡大

人口減少対策としてのエンタメの提供

水産物に対する飲食のニーズは確認できたが、どういったターゲットに対して

どのような提供形態（調理方法、価格、ソフト等）をとるのか、より具体

的な検討が必要。

出会いの場としての横丁の、ソフト面での提供機能をより明確化し、顧客

への訴求を行う必要がある。

２軒目の提案に対するニーズが大きかったことから、適切な提案ができれ

ば、ホッピングの拠点としての機能構築が期待できる。今後、地理的な要

素も含め、他の飲食店等との連携も模索する必要がある。



今後の取組

はい
78％

長崎市内中心部でのフィッシュマーケットの実現の可能性を引き続き
検討（メルカ築町地下「築町市場」などで実施ができないか検討）

想定以上のニーズがあったことからキャラバン横丁としての活動を継続
（出島メッセ長崎で長期間にわたって開催できないか検討中）

中心部での常設店運営に向けて継続的に機運を醸成



出島メッセ横丁概要

２００席を準備し、約７０００人を動員予定。

主催：ＮＣＣ長崎文化放送株式会社

長崎市・ＦデザインNAGASAKI・マルクスインターナショナル

運営に関して

・50円のチケットが20セットになった1000円つづりのチケットを購入して各店舗で決済していただくか、paypay決済ができるお店は

paypayとチケットの両方で決済が可能です。

2021年11月に完成した出島メッセ長崎で

「長崎文化横丁ｉｎ出島メッセ長崎」を開催します。

場所は出島メッセ長崎の「リバーサイドデッキ」

稲佐山が望める空間は天気に左右されることが少なく、

風通しの良い場所です。

開催日時

8月11日（木・祝日）～9月4日（日）16：00～22：00

計22日間（8/10関係者のみのレセプション含む）

※16日、月曜定休。



出島メッセ横丁概要

出店店舗・メニュー（予定）



サッカースタジアムを核としたまちづくりプロジェクトである「長崎スタジアムシティプロジェクト」を長崎市中心部に
て推進。長崎スタジアムシティにおける、長崎の良さを活かしたコンテンツの創出を目指し、検討を行っている。

株式会社
リージョナルクリエーション長崎

海洋と共生する地域を目指し、海洋産業の新たな価値創造に挑戦する長崎大学を中心とした取り組み。
本取組において、水産物の域内消費活性化の側面で連携している。

ながさきBLUEエコノミー

基礎自治体や広域自治体、金融機関、メディア等が組織横断的に連携して、オープンイノベーション型の新
規事業創出を支援するチーム。
長崎における魚のランドマークとなるようなシンボリックな消費の場の模索を続けており、支援者として本取組を
推進している。

NAIGAICREW

関係ステークホルダー

長崎市内にて「旬彩 ながや」、「長崎居酒屋 和」といった飲食事業を展開。
また地域商社事業も手掛け、長崎地域の産品の発掘やマーケティング、販路開拓等にも取り組んでいる。
飲食事業の視点から、本取組と連携している。

F.デザインNAGASAKI株式会社

長崎に「活気あるたまり場をつくりたい」というビジョンのもと2020年に横丁プロジェクトを立ち上げ、同年２月に
は本社屋で一夜限りの横丁「長崎文化横丁」を開催。2022年2月にはコロナ禍の中、少しでも飲食業界を
盛り上げたいという思いから、メタバース文化横丁を開催。参加者からの多くの意見やアイデアを集約。今回の
取組みを通じて、街中コミュニティ「文化横丁」の創設に向けた検討やキャラバン横丁の可能性を模索していく。

長崎文化放送株式会社


