令和３年度 事業報告について
Ⅰ

総括

県観光連盟では、令和３年度においても、長引く新型コロナウイルス感染症の影
響により、当初計画していた事業を予定どおり進められない状況が続いたものの、
県内及び九州各県在住者を対象とした宿泊割引キャンペーンの実施や、デジタルマ
ーケティング､さらにはレップなどを活用した国内外への情報発信並びに誘客活動
を行うとともに、観光消費額の増加や滞在時間の延長を図るため、観光コンテンツ
の開発支援に新たに着手するなど、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた事業
を以下のとおり実施した。
（１） 国の Goto トラベル事業停止期間における旅行需要を創出するため、国の支
援策を活用し、県内及び九州各県在住者を対象とした県内旅行に対する割引
支援を実施し、併せて、地域内の土産物店、飲食店等で利用できるクーポン
券を付与する誘客促進対策を実施。また、ウィズコロナに対応した旅行需要
の創出及びリピーター獲得により新型コロナウイルス感染症の影響で減少
した観光客の回復促進を目的に、県内４つの地域において、複数店舗で提供
する地元食材にこだわったご当地グルメ開発を支援した。
（２） 情報発信については、コロナ禍において、近隣県に旅行する傾向（マイクロ
ツーリズム）があることから、福岡都市圏を中心に九州域内に向けてデジタ
ルプロモーションを積極的に実施。また、旅行の多様化に対応するため、情
報感度の高い一般の方を部員として起用した「＃ナガサキタビブ」を９月に
発足し、旅の楽しみ方を魅力的な写真とともに観光客に近い目線で取材した
記事を随時発信。加えて全国ネットのテレビ情報番組を誘致することで旅行
需要の喚起を図った。
（３） 国内誘致については、新型コロナウイルス感染症の影響により、リアル活動
が制限される中、旅行会社に対して九州観光推進機構主催のオンライン説明
会への参加やセールス活動を行うとともに、県内に招聘しての観光情報説明
会やモニターツアーの開催、タイアップ等を実施し誘客促進を図った。
（４） 修学旅行誘致については、新型コロナウイルス感染症の影響により、学校訪
問が困難であったため、旅行会社等を訪問しセールス及び情報収集を実施｡
また、感染拡大の影響を受けた本県の学校が県内で実施する修学旅行の円滑
な受入のため、旅行会社に支援金を交付し、332 校、23,802 名を受け入れた。

（５） 「しま」への誘客については、国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付
金を活用し、「宿泊＋交通＋体験メニュー」の旅行商品を令和３年４月１日
から令和４年２月 28 日まで販売した。また、新型コロナウイルス感染症に
伴う経済対策として、団体旅行商品（エスコート）へ助成するとともに、個
人旅行商品（フリープラン）購入者に対して、宿泊施設や飲食店、交通機関
で利用できる「行っ得！長崎のしまクーポン券」を交付した。ただし、新型
コロナウイルス感染症の影響で、しま旅商品はほとんどの期間で県民限定で
の販売となり、さらに長期の販売停止を余儀なくされた。また、個人客向け
の体験クーポン券付き企画乗船券「わくわく乗船券」は年間を通して販売停
止となった。
（６） 海外誘致については、コロナ禍において海外との人的な往来が制限される
中、オンラインを活用した観光展出展や商談会の開催、旅行社や一般向けの
観光地ライブ中継、インフルエンサープロモーションなど様々なジャンルで
の複合的な情報発信を実施。また、デジタルマーケティングの手法を取り入
れ、観光資源の興味関心などを分析するとともに、多言語公式ホームページ
や多言語公式 SNS を活用し、きめ細かな情報発信を実施した。
（７） 観光コンテンツの開発支援については、観光消費額の増加や滞在時間の延
長、観光客満足度の向上に直接資する観光コンテンツを地域とともに開発す
ることを目的として、新たに「観光コンテンツ開発支援室」を設置。７月に
は株式会社リクルートから専門人材４名（非常勤）を受け入れ、地域の戦略
や課題等について、市町や観光協会その他各種事業者へのヒアリングを実
施。令和３年度については、新たに６コンテンツの開発に着手した。また、
着地型旅行商品販売プラットフォーム「VISIT ながさき」を開設し、世界遺
産や日本遺産をテーマとする周遊型商品のほか、シュガーロード Pass など
を販売し、着地型旅行商品を販売から予約、決済まで実施できる体制を整え
た。

Ⅱ

国内誘致対策

１．２１世紀まちづくり推進総合支援事業

決算額：14,362 千円

地域が主体的に行う観光コンテンツの企画立案から造成、提供・販売に至るまで、一気通貫し
て伴走支援を行い、観光消費額の増加や滞在時間の延長、満足度向上に直接的に資する観光コン
テンツの開発支援を実施。
➡ 市町や観光協会その他各種事業者の皆さまへのヒアリングを行うとともに、それらの結果を
踏まえ、新規６コンテンツの開発支援に着手した。
（１）観光コンテンツ開発支援体制の整備
観 光 コ ン テ ン ツ 開 発 ・観光コンテンツ開発支援室を新設
支援室の設置

・株式会社リクルートと派遣協定を締結し、７/１から専門人材４名
を当室へ配置（非常勤）

（２）アドバイザー派遣制度の創設
支 援 地 域 へ の ア ド バ ●当初、専門人材１名を常勤雇用する予定としていたが、適当な
イザーの派遣

人材確保の見通しが立たなかったことから、企業派遣へと方針
を転換。その結果、株式会社リクルートより複数名の専門人材
を派遣いただくこととなったため、制度創設は見送った。

（３）観光コンテンツ開発支援
地 域 が 主 体 的 に 行 う ○新規６コンテンツの開発
観光コンテンツ開発

※販売はモニター等を経て令和４年度に順次開始

支援

※（1）～（3）は商品案まで完成、（4）～（6）は令和４年度も
継続して開発・販売まで伴走支援
（1）宿の女将と自転車で巡る収穫体験コンテンツ（雲仙市多比良）
宿の女将が自転車で案内する収穫体験。農家さんとの交流も楽しめ、
収穫した雲仙野菜を使った絶品料理も堪能するコンテンツ。
（2）地域の伝統産業を活用したコンテンツ①（平戸市川内）
蒸したてアツアツの川内かまぼこを片手に、台湾の英雄・鄭成功が
生まれた川内の街に潜む謎を解くまち歩きコンテンツ。
（3）地域の伝統産業を活用したコンテンツ②（長崎市蚊焼）
江戸から続く県指定伝統工芸品・蚊焼包丁づくり体験。キャンパー
等向けにサバイバルナイフを一から作る本格体験から、ファミリー
で楽しめるライトな体験まで複数コンテンツを開発。
（4）無人島活用コンテンツ（五島市）
無人島を独り占めする富裕層向けのラグジュアリーコンテンツやフ
ァミリー向けサバイバルコンテンツなど複数コンテンツを検討中。

（5）海路コンテンツ（佐世保市・西海市）
九十九島パールシーリゾート保有のカタマランヨットで西海市大島
にあるオリーブベイホテルまでを海路で旅するコンテンツ。
（6）夜のイチゴ摘みコンテンツ（雲仙市神代）
イルミネーションされたハウスを貸しきっての大人向けイチゴ摘み
コンテンツ。

２．戦略的情報発信推進事業

決算額：35,350 千円

新型コロナウイルス感染症の収束後の旅行需要を見据えて、マスメディアやデジタルメディア
を効率的、効果的に活用し本県への旅行需要の喚起を促進。
➡ テレビ番組（全国ネット）の誘致や雑誌等の記事タイアップ、「＃ナガサキタビブ」による情
報発信、インスタグラムやデジタルプロモーションを実施し、コロナ禍にあり県外需要の獲得に
は困難を極めたが、一定度の旅行需要を喚起するとともに、コロナ後の需要を見据えて県内外の
観光客の来訪意欲向上に努めた。
【効果】観光ポータルサイト「ながさき旅ネット」のアクセス数などを需要喚起の指標にした。
コロナ禍にあり移動制限もあった中、対前年比 98％程度を維持しており一定の効果が
あった。
○ながさき旅ネットログ解析：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日
令和３年度

令和２年度

前年比

訪問数（セッション）

6,043,709

6,243,246

96.8％

ページビュー数

11,815,427

11,986,087

98.6％

１日平均人数

16,588

17,104

97.0％

１日平均 PV 数

32,341

32,838

98.8％

※2021 観光関連サイト閲覧者数ランキング「都道府県公式サイト」第６位
（１）ながさき旅ネット
観光サイト「ながさき ○季節毎に観光コンテンツの入れ替えを実施
旅ネット」の効果的運

1）人面石くんを探せ！プレゼントキャンペーン実施

用

2）「今、行きたい

雲仙の旅」特集

※８月豪雨による雲仙の復興をアピール
3）「今、行きたい

雲仙の旅」特集を冬バージョンに更新

4）イルミネーション情報
5）お花見スポット情報
6）プレゼント付きアンケートへの賞品に関するアンケート実施
○ターゲットを明確にした特集ページ及びキャンペーンページの
作成及び公開
1）「ふるさとで“心呼吸”の旅」キャンペーンサイト

2）訪れる長崎から暮らす長崎へ（産業振興財団）
3）食べてみんね！長崎県の新・ご当地グルメ
4）「長崎街道かもめ市場」で土産もグルメもいいとこ取り！
○旬な情報・イベント情報の日々更新
○フリーライターやコンシェルジュ等を起用したインターネット
記事の作成
1）「＃ナガサキタビブ」の発足
・令和３年９月１日付けで「＃ナガサキタビブ」を発足
・８名の一般公募ライターによる旅のレポート記事を掲載中
・令和３年度としては、52 本の記事を公開
【メディア掲載】
新聞：５件 雑誌：２件 テレビ：２件 ラジオ：２件
2）長崎コンシェルジュがおすすめする観光スポットを公式イン
スタグラムに投稿（５本）
○メールマガジンの配信
＊コンテンツに併せてターゲットをセグメントして配信
【主な配信】
・九州向け：近隣のお出かけ情報
・九州外向け：読物系コンテンツ
・県民向け宿泊キャンペーンの情報：県民のみ
【会員数】 45,050 人 ※令和４年３月 28 日時点
（２）戦略的プロモーション展開
① マ ス メ デ ィ ア を 活 ○長崎開港 450 周年記念連携事業「世界夜景サミット in 長崎」へ
用した情報発信

の協賛
○全国ネット等のテレビ情報番組の誘致
1）情報番組「わがまま！気まま！旅気分」（BS フジ）
＊波佐見町を紹介（７/31）
2）情報番組「シューイチ」（日本テレビ系列）
＊長崎県の絶景スポットをタレントの中丸雄一氏がナビゲ
ーターとして紹介（１/１）
3）KBC（テレビ・ラジオ）を活用した情報発信
＊「ふるさと Wish 佐世保市」と題して、３/21～27 の１週間
をテレビ・ラジオを活用し、集中的に佐世保・ハウステン
ボスの観光情報を発信
【実

績】 テレビ番組：６回紹介、ラジオ番組：11 回紹介

○県内放送局の情報番組を活用した情報発信
＊３/20 に県内４つのエリア（平戸市、西海市、新上五島町、佐
世保市宇久町）で販売された「長崎県 新・ご当地グルメ」の取
組状況や魅力の特集

①テレビ長崎：情報番組「マルっと！」（３/26）
＜取材地＞西海市
②長崎国際テレビ：情報番組「ひるじげドン」（３/19）
＜取材地＞平戸市
○新聞、雑誌等を活用した情報発信
1）長崎新聞
①令和３年 10 月 16 日：全 10 段（タテ 339×ヨコ 378mm）
＊土砂災害による大きな被害を受けた雲仙温泉観光業界の
回復に向け、誘客促進を図るため、雲仙温泉で従事する観
光事業者からのメッセージ広告
②令和４年１月１日：新春号（タテ 226×ヨコ 376mm）
＊「＃ナガサキタビブ」の８名がおすすめする県内の観光ス
ポットを紹介
2）西日本新聞社
＊「長崎県

新・ご当地グルメ」について情報発信

① 九州の「新しい旅」ガイドブックに掲載
カラー全４段（タテ 136×ヨコ 238mm）
・ファンファン福岡（タブロイド紙）に同配（３/17）
・西日本新聞朝刊に同配（３/18）
②令和４年３月 26 日：西日本新聞に掲載
カラー全 15 段（タテ 510×ヨコ 379mm）
○長崎県東京・大阪事務所共催プレスツアーの実施（11/17～19）
【参加者】

デジタルメディアを保有する 10 媒体 10 名

【取材場所】 長崎市、大村市
【実

績】

WEB：16 記事 紙媒体：３記事
※全媒体が記事１つ以上を掲載

○媒体社向けニュースレターを配信（約 200 社）
・配信日：６/１、６/24、９/14、12/13、３/１
・ニュースレターミニ版配信：９/16、１/６
②ICT を活用した情報 ○既存動画を活用した動画広告（YouTube、SNS 等）の実施
発信

1）YouTube 動画広告
2）リスティング広告
3）SNS（Facebook/Instagram）
4）スマートニュース
○Instagram フォロワー数の獲得強化
【実

績】令和３年４月１日時点 ： 1,670 名
令和４年３月 31 日時点 ： 3,720 名

○長崎県観光ポータルサイト「ながさき旅ネット」を活用したデジ
タルプロモーションの実施

【内容】九州圏内（主に福岡）の 20 代、30 代に事前にアンケー
トを行い、準顕在層、潜在層を導き出し、プロモーショ
ンを実施（11 月より実施）
【実績】長崎旅行検討層：16.4% → プロモーション実施後：20.8%

３．長崎県フィルムコミッション事業

決算額：6,554 千円

映画やテレビ番組などの映像作品の制作やロケーション活動に対し支援を行い、本県の観光振
興や地域振興を促進。
➡ 新型コロナウイルス感染症の影響があったが、2022 年公開の映画「サバカン」・NHK ドラマ
「17 才の帝国」を中心に年間 76 本のロケ支援を実施したほか、映像制作者向けの PR 強化のた
め、オンラインを含む商談会への参加に加え、新たにロケーションガイドの製作・ニュースレタ
ーの送付などを行った。
映像等による長崎県の魅力発信
① 撮 影 に 関 す る 制 作 ○撮影等への情報提供、相談窓口、撮影許可等に関するワンストップ
会社への支援

窓口業務
○国内外の映画、テレビ（ドラマ・旅番組）、テレビ CM 等のアテン
ド業務
○ロケ支援作品（放送 / 公開決定作品）

＜内訳＞
映画/ショートフィルム

５件

ドラマ/アニメ

４件

CM（TV/WEB）

18 件

バラエティ

27 件

情報番組

８件

書籍/写真集

６件

その他（取材・イベント協力など）

８件

計

76 件

【主な支援作品】
・映画「サバカン SABAKAN」（令和３年８月ロケ/令和４年８月公開）
・NHK ドラマ「17 才の帝国」（令和４年１月ロケ/令和４年５月放送）

②誘致活動

○ジャパンフィルムコミッション等との連携・全国ロケ地フェアな
どの国際イベントへの出展
1）全国ロケ地フェア参加

【現地開催】 １月
【オンライン】９月、10 月

2）DMM アニメゲームサミット 【オンライン】 １月
3）香港フィルマート

【オンライン】 ３月

○制作会社向けのニュースレター送付
【送付月】７月、９月、２月、３月

○長崎県ロケーションガイド作成：5,000 部
③広報活動

○観光ポータルサイト「ながさき旅ネット」を活用したロケ地特集
ページの制作
1）キリンレモン CM 特集ページ（５月）
2）映画「祈り-幻に長崎を想う刻-」（８月）
3）映画「軍艦少年」（12 月）
○SNS を活用した情報発信
＜実

績＞
Facebook

72 件

フォロワー 3,406 人

Twitter

80 件

フォロワー 5,969 人

Instagram

80 件

フォロワー 1,044 人

○長崎県立大学シーボルト校での講座実施（９月）

４．「長崎の宿」品質・おもてなし向上事業

決算額：3,609 千円

観光客受入の中心的存在である宿泊施設について、「観光の産業化」を図るうえで品質、おも
てなしの向上は不可欠であるため、やる気のある宿泊施設の取組を集中的に支援することによ
り、付加価値を高め、宿泊単価及び宿泊者数の増加につなげるとともに、その成功事例を他事業
者にも波及させ、県全体の宿泊施設の底上げを推進。
➡ 英語圏、国内在住の外国人向けにサクラクオリティ認証施設を紹介する特集ページを制作す
るとともに、令和２年度に作成した台湾・香港向けの特集ページに取材記事追加を行い、コロナ
後の需要に向けた情報発信を実施した。
（１）サクラクオリティの推進
○観光品質認証制度「サクラクオリティ」の取得
・対馬グランドホテル：２サクラで認定（12 月）
＜実

績＞

令和３年４月１日 時点

24 施設認証取得

令和４年３月 31 日 時点

25 施設認証取得

○認証施設の海外向け情報発信
1）英語版「DISCOVER NAGASAKI」にてサクラクオリティ認証施
設紹介ページを制作・公開（３月）
2）令和２年度に制作した香港・台湾向けサイト「樂吃購（ラー
チーゴー）」の長崎県特集ページに施設取材記事を追加制作・
公開（３月）
（２）グレードアップネットワーク
○新規勧誘
・グレードアップネットワークへの新規勧誘を４施設（対馬グラ

ンドホテル、ソアルリゾートホテル、海里村上、ビューホテル
壱岐）へ実施
【新規参加】1 施設：対馬グランドホテル（９月）
＜参加施設数＞
令和３年４月１日 現在

29 施設参加

令和４年３月 31 日 現在

30 施設参加

○地域別意見交換
1）10/14：県庁にて実施（リアル＋オンライン）
【内容】 課題や今後実施すべき事業等について
【参加者】長崎県（中﨑部長、観光振興課長等）、12 施設
2）２/３：県庁にて実施（リアル＋オンライン）
【内容】コロナ禍における現況、課題、要望、今後の県施策等
について
【参加者】長崎県（中﨑部長、観光振興課長等）、４施設
○食の満足度向上・魅力向上に向けた取組み
・物産ブランド推進課による「地元食材生産者と料理人のマッチ
ング」において、ネットワーク参加施設へ情報共有とセミナー
参加を呼びかけた。（６月）
●宿泊施設の人材確保に向けた取組み
・就職説明会、留学生職場見学バスツアーなどについては、コロ
ナ禍により実施を見送った。
（３）おもてなしの推進
○おもてなしワッペンの着用推進
1）長崎商工会議所と連携し、長崎市内を中心に関係各所へワッペ
ンを配布
2）島原半島、県北、上五島・下五島、壱岐・対馬地区等へ出向き、
観光、交通、宿泊施設などへの配布を実施
＜実

績＞

ワッペン配布数

10,162 枚

213 箇所

ステッカー配布数

2,874 枚

99 箇所

○おもてなしワッペン、ステッカーの作成
【実

績】ワッペン（小）：10,000 個 ／ ステッカー：6,000 枚

○おもてなしポスターの作成、掲示
・デスティネーションキャンペーン長崎実行委員会と共同でおも
てなしポスターを 100 枚作成

・JR 九州協力のもと、大村線車両内にタイアップしたポスターを
掲示
○おもてなし目安箱の活用促進
・観光サイト「ながさき旅ネット」内におもてなし目安箱を設置
・抽選で特産品をプレゼントするなど投書の活用を促進
（４）長崎県観光表彰
●「長崎県ツーリズムアワード２０２１」の開催について、当初、
秋頃の開催を予定していたが、昨年来コロナ禍にあり、各地域
の観光イベント等も中止となるなど、観光産業関係者が十分な
活動・取組みができず大変厳しい状況にあること等を考慮し、
今年度の開催を延期（中止）した。

５．周遊観光スマート化推進事業

決算額：12,252 千円

九州観光推進機構「TRY!九州」などにおいて着地型旅行商品を販売するとともに、県内旅行会
社との連携を強化し、県内周遊型旅行商品の造成を促進。
➡ 県内着地型旅行商品販売プラットフォーム「VISIT ながさき」を開設し、23 商品の販売を行
った。また、旅行会社の商品企画・造成担当者を雲仙市に招聘し、県内市町観光関係者とのマッ
チングの機会を設けることで、県内の観光素材について幅広く紹介することができた。
（１）パンフレット増刷
○観光パンフレット「ぶらり長崎」等の増刷（77,000 部）
1）「ぶらり長崎」55,000 部増刷（５月・10 月・３月）
2）「ぶらり長崎テーマ編・エリア編」
＊６種：19,000 部増刷（８月）＊２種：3,000 部増刷（２月）
※テーマ編・エリア編は令和３年度で廃版予定
（２）着地型旅行商品等の造成及び販売促進
長崎めぐり旅

○着地型旅行商品の新規造成、販売
1）九州観光推進機構が管理する「TRY！九州」に本土３商品、離
島１商品を新規造成して掲載
2）県内着地型旅行商品販売プラットフォーム「VISIT ながさき」
を 10/29 に開設。既存商品 13 商品で販売を開始し、年度末ま
でに、23 商品まで拡充。
＜VISIT ながさき販売商品＞
１．テーマ型周遊：11 商品
＊世界遺産
（①外海 ②生月・平戸 ③大村・諫早 ④南島原 ⑤五島福江）
＊日本遺産（①三川内・波佐見 ②上五島 ③壱岐 ④対馬）
＊壱岐パワースポット

＊世界新三大夜景見学ツアー
２．観光・グルメ：７商品
＊長崎出島（①スイーツ ②ランチパック）
＊観光丸ヘリテージクルーズ＆出島ワーフランチ券付きプラン
＊シュガーロード Pass（①長崎 ②諫早 ③大村）
＊ＭＹ ＳＡＳＥＢＯ ＰＡＳＳ
３．観光体験：４商品
＊壱岐イルカパーク＆リゾート「マル得パック」
＊イルカウォッチング（①南島原 ②口之津観光船企業組合）
＊グラバー園入場券付きレトロ衣装体験
４．観光・交通：１商品
＊しまばらめぐりんチケット
（３）「ＳとＮ」佐賀県連携観光情報発信
佐賀県との連携によ
る観光情報発信

○「佐賀・長崎観光振興推進協議会」（事務局：長崎県）におい
て、フリーマガジン「ＳとＮ」第６弾の作成及び発信
特集名

「さがとながさき

仕

B5 変形 144 貢

様

＊九州圏 90 箇所
設置エリア

鉄道でつながる」

＊首都圏 39 箇所

＊関西圏 102 箇所
＊その他全国 21 箇所
＊県事務所他 24 箇所

発行日

令和４年３月 15 日

発行部数

14,000 部

掲載地域

＊長崎市 ＊大村市 ＊諫早市
大村～長崎の長与経由の沿線に沿い、

掲載内容

その周辺の飲食店やその沿線の景色を
中心に長崎の魅力を紹介

（４）周遊を促進する旅行商品の造成促進
旅行会社助成

●長崎県旅行業協会等と連携した県内を周遊する旅行商品の造成
促進について、観光庁の地域観光事業支援を活用した長崎県民限
定「第２弾ふるさとで“心呼吸の旅”キャンペーン」を４月から
県内旅行会社を支援対象として実施し、さらに 12 月から利用対
象を隣県民へ拡大したことに伴い、佐賀県、熊本県の両旅行業協
会の会員旅行会社を支援対象に追加して実施したため、長崎県旅
行業協会等との個別の連携事業実施を見送った。

（５）誘致強化対策
① 旬 の 観 光 情 報 説 明 ○観光情報説明会開催（10/６～７：雲仙市）
会

【参加者】九州域内の旅行会社：27 社 34 名
【実施内容】
１日目）県内及び雲仙市内の観光情報説明と各市町観光関係者
との個別相談会
２日目）エクスカーション（雲仙温泉街、仁田峠、岩戸神社等）

② 観 光 商 品 素 材 集 の ○旅行商品素材集冊子、WEB ページ作成
作成

・「ながさき旅ネット」内の専用ページに、令和４年度上期、下
期旅行商品素材を掲載
・専用ページの旅行商品素材を抜粋して掲載した冊子を各 1,000
部作成
・冊子を国内旅行会社（約 300 事業所）の企画造成担当者に送付

６．ながさきリピータ―創出促進事業

決算額：44,067 千円

将来、リピーターになる可能性の高い法人･団体旅行の誘致を強化するため、新学習指導要領
や SDGs の内容を盛り込んだ新しい体験プログラム等の提供により、回遊性や再訪性の高い団体
の誘客に取り組むほか、長崎ならではの観光素材開発や人脈を活かし、戦略性の高い誘致活動を
実施｡
➡ 修学旅行誘致について、新型コロナ感染症収束時に、九州観光推進機構や県内市町観光協会
等と連携して、旅行会社セールスを行った。また、感染拡大の影響を受けた本県の学校が県内で
実施する修学旅行の円滑な受け入れのため、旅行会社に支援金を交付したほか、長崎に訪問でき
ない学校のために旅行会社と連携してオンライン修学旅行の支援を行った。
（１）体験プログラム作成等
・「ながさき旅ネット」の教育旅行専用ページに、新型コロナ感染
対策等に関する情報を追加して充実化を図った。
（２）修学旅行誘致活動
○セールス活動
1）九州観光推進機構主催 教育旅行説明会（学校関係者、旅行会
社向け）【８/４：名古屋】
2）旅行会社セールス（32 社）【10/13～15：新潟県、長野県】
3）旅行会社セールス（15 社）【11/17～19：広島県、岡山県、
兵庫県】
4）熊本県連携事業

旅行会社セールス（12 社）【11/24：北海道】

○「長崎県教育旅行体験プログラム」冊子を重点地域（関西・東海）
の学校（中学・高校）1,434 校へ送付（３月）

○セミナー等への参加
1）全国修学旅行研究協会主催 航空機利用セミナー（12/18：東京）
2）日本修学旅行協会主催

教育旅行シンポジウム（12/25：東京）

○県内教育旅行関係者向けセミナー開催
・県内民泊事業者向けセミナー（３/10：出島メッセ長崎）
【参加者数】リアル/WEB 計 35 名
○オンライン修学旅行に対する支援
・長崎に訪問できない学校のために旅行会社と連携してオンライ
ン修学旅行の支援を実施
1）聖パウロ学園高等学校（10/29：東京）
2）聖パウロ学園高等学校通信課（３/９：東京）
（３）【コロナ対策】教育旅行特別対策支援金
○感染拡大の影響を受けた教育旅行について、本県での円滑な受け
入れのため、海外や他県から本県への方面変更、または延期に伴
う県内での宿泊市町の変更に対して、旅行会社に支援金を交付
※本年度は長崎県内の学校のみを対象に実施
【実

績】 332 校／23,802 人泊

（学校内訳：小学校 179 校、中学校 133 校、高校 20 校）
（４）コンベンション誘致活動
●関係市町との連携によるセールス活動の実施は、コロナ禍により
実施を見送った。

決算額
７．しま旅滞在促進事業（R2 繰越・R3）

R2 繰越： 64,778 千円
R3：145,114 千円

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用し、宿泊・交通のパッケージ商品にしまの体
験プランを加えた旅行商品「しま旅」の造成販売支援を実施。また、個人向けにしまの体験プラ
ン等で利用できるクーポン券がセットになった「わくわく乗船券」の販売を実施し、島へのさら
なる誘客促進及び滞在型観光を推進。併せて、しま旅商品、しまの具体的な観光素材及び企画乗
船券等の情報発信等を行うことで誘客拡大を推進。
➡ しま旅商品造成販売支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済対策と
して、団体旅行商品（エスコート）に対して助成したほか、個人旅行商品（フリープラン）の購
入者に対して「行っ得！長崎のしまクーポン券」の交付を行った。
ただし、しま旅商品はほとんどの期間で県民限定での販売となり、さらに長期の販売停止を余儀
なくされたため、しまの延べ宿泊数は目標数を大きく下回る結果となった。
※販売期間：令和３年４月１日～令和４年２月 28 日
※販売停止期間：4/23～6/30、8/10～9/24、1/17～2/28 計 124 日間

（１）離島滞在型旅行商品の開発支援
①旅行商品助成

○しま旅商品
・対馬・壱岐・五島列島（下五島、上五島、宇久、小値賀）を対
象とした旅行商品造成支援（教育旅行も含む）
・アンケート（意見・要望）の該当機関へのフィードバック、改善
・体験メニュー、着地型旅行商品への充実点検
＜しま旅商品の販売実績＞
延べ泊数（人泊）
R２繰越

R３

計

体験プロ
グラム数

対馬市

2,561

1,896

4,457

38

壱岐市

1,850

1,042

2,892

50

五島市

3,621

2,415

6,036

31

新上五島町

482

271

753

20

小値賀町

0

0

0

15

宇久町

0

26

26

18

計

8,514

5,650

14,164

172

目標数

―

―

37,797

―

達成率

―

37％

―

エリア

―

② 企 画 乗 船 券 ／ 航 空 ○企画乗船券
券

・新型コロナ感染症拡大により、年間を通して販売停止
＜企画乗船券「わくわく乗船券」の販売実績＞
体験プロ

エリア

販売冊数

対馬市

0

47

壱岐市

0

32

五島市

0

53

新上五島町

0

51

小値賀町

0

22

宇久町

0

28

計

0

233

目標数

8,567

―

達成率

0%

―

グラム数

（２）宿泊・飲食・交通等割引
しま旅商品助成/行っ ○「行っ得！長崎のしまクーポン券」交付
得！長崎のしまクー
ポン券交付

・しま旅商品（フリープラン）購入者に対して、各島内での宿泊
や飲食、交通サービスに利用できる「行っ得！長崎のしまクー
ポン券」を交付

【内容】 額面１千円のクーポン券５枚綴り（５千円分）の冊子
【交付冊数】１人１泊につき１冊（最大３冊）
＜行っ得！長崎のしまクーポン券交付実績＞
フリープラン商品

（単位：冊数）

R２繰越

R３

わくわく
乗船券

対馬市

696

1,052

0

1,748

壱岐市

641

747

0

1,388

五島市

2,676

2,202

0

4,878

新上五島町

313

259

0

572

小値賀町

0

0

0

0

宇久町

0

0

0

0

計

4,326

4,260

0

8,586

エリア

計

○特別対策助成
・団体旅行商品（エスコート）を造成する旅行会社に対して、特
別対策助成を実施し、購入者に還元
・延べ宿泊者数に５千円を乗じた額を助成
＜助成実績＞
エリア

（単位：人泊）
エスコート商品

計

R２繰越

R３

対馬市

1,245

838

2,083

壱岐市

88

262

350

五島市

299

175

474

新上五島町

114

27

141

小値賀町

0

0

0

宇久町

0

26

26

計

1,746

1,328

3,074

（３）離島誘客プロモーション
① マ ス メ デ ィ ア を 活 ※新型コロナウイルス感染症により、「わくわく乗船券」の販売の
用した情報発信
見通しが立たなかったため、「しま旅」旅行商品のプロモーション
に変更して実施
○長崎文化放送（NCC）を活用した情報発信
1）自社番組等を活用した展開
①情報番組「トコサタ」（尺 10 分程度×２回放送）
②特別ミニ番組
「ゆる旅 しま旅 めぐり旅」（90 秒×200 回）
③情報番組「もり☆スタ」（尺 30 秒×３回放送）
④情報番組「ひるドキ！！」（尺 30 秒×３回放送）
⑤「長崎しま旅」プロモーション用 15 秒 CM 制作、CM150 回放送

2）福岡のテレビ局等を活用した展開
＊九州ブロック KBC 九州朝日放送
情報番組「アサデス。7」（1/26）：五島を紹介（尺 20 分程
度）
3）その他
①自社（NCC）の SNS や YouTube を活用した情報発信
②みらい長崎ココウォーク館内ビジョン、タウンビジョン赤迫
のビジョンにて放送
③自社（NCC）のメールマガジンの配信（３回）
○テレビ長崎（KTN）を活用した情報発信
1）自社番組等を活用した展開
①情報番組「ヨジマル！（12/13～17）」（尺 10 分程度を５日
連続で放送）
②情報番組「プチまる」（尺 60 秒×７回放送）
③天気フィラー
・60 秒素材×40 回放送 ・45 秒素材×10 回放送
④特別番組「パシれ！メロス 壱岐の島“恋”の島！？クロちゃ
んの珍ドン中―（１/18）」
⑤情報番組
「冒険する長崎プロジェクト」（尺２分 30 秒×２回放送）
2）福岡のテレビ局等を活用した展開
①テレビ西日本 TNC
情報番組「ももち浜ストア（11/15）」（尺 15 分程度で壱
岐を紹介）
②九州・沖縄ブロックネット番組
「九州釣り天国 第７弾（11/27）」の放送時間内に離島へ誘客
するイメージ CM30 秒を１回放送
3）その他
＊FM 長崎（20 秒 CM×100 本放送）
○長崎新聞を活用した広告掲載
＊本紙（3/25）全５段フルカラー広告（タテ 167×ヨコ 378mm）
しま旅のイメージを訴求し、しま旅の WEB サイトへ誘導
②その他

○博多埠頭観光案内板のシートの差し替え

８．しま旅グレードアップ事業

決算額：19,575 千円

国境離島地域（壱岐・対馬・五島列島）への誘客促進を図るために、豊かな島の自然や文化遺
産、食、体験など各媒体を通して効果的に情報発信を実施。
➡ 昨年度制作した壱岐と対馬の観光フリーマガジンを県内外へ配布。配布後コロナ禍の需要喚
起として、多数の問い合わせがあった。また、全国ネットの人気情報番組の誘致も実現した。
（１）情報発信
情報発信（国内）

○ベイサイドプレイス博多で看板掲出（４/１～３/31）
・長崎のしま旅のイメージポスターを掲出

・１階西側出入口２箇所にポスター掲出
・１階待合所にポスター掲出（電照掲示板）
○壱岐・対馬のグラフ誌の仕分け・配送
【題材】悠久の自然と神話の聖地を旅する壱岐・対馬
【仕様】B5 版変寸 無線綴製本 フルカラー136 貢
【発行部数】10,000 部
＜配布について＞
県内医療関係施設

1,933 件

県内金融機関

237 件

旅行代理店・旅行会社

258 件

県内図書館
県内外の書店、雑貨店等

37 件
199 件

合計

2,664 件

総配布部数

8,169 部

○長崎国際テレビ（NIB）
特別番組「夏休み！小島よしおの長崎 昆虫ちゃんねる」
（８/14）
＊家族層に向けて、離島へ誘客するイメージ CM 制作し、番組の
放送時間内で放送
○富裕層向けの情報誌「PAVONE」（１/20）：約 77,000 部
＊壱岐、対馬の魅力を紹介：20 頁
○ジェイコム番組「TOGGY の清く正しくテキトーチャンネル」
＊福岡で人気タレント TOGGY がナビゲーターとして、２島の魅力
を紹介
①宇久島（８/８～９/30：毎日放送）
②小値賀、野崎島（２/１～28：毎日放送）
③上記番組内で、離島へ誘客するイメージ CM を放送
（８/８～10/７、２/１～28：毎日放送）
○RCC 中国放送
情報番組「イマナマ！」（３/17、24）：壱岐の魅力を紹介
○ABC 朝日放送
情報番組「TOKIO 城島茂 ほのぼの茂」
①関西、名古屋地区：３/14、21 ②福岡地区：３/15、３/22
＊タレントの城島茂氏がナビゲーターとして、対馬の魅力を紹介
○九州旅博覧会ブース出展（２/12～13：福岡国際センター）
（２）インバウンド市場誘客推進
プロモーション（海
外）

○メディアを活用した情報発信
1）在留英語圏向け雑誌「Japan Travel Guide」記事掲載
【内容】壱岐特集：２頁
【発行部数】50,000 部（６/30 から全国配布）

2）「Tokyo Weekender」公式 WEB サイト内に長崎特集ページを作
成（６/24 から公開）
【内容】食事、宿泊、観光地に関する WEB 記事約 25 本掲載
3）タイアップ WEB 記事作成（３本）
①日本らしい体験（９/９公開）
＊小値賀、佐世保市、東彼杵町、長崎市
ページビュー数

ユーザー数

1,173

1,130

②カフェ（11/15 公開）
＊諫早市、島原市、長崎市
ページビュー数

ユーザー数

920

895

③宿泊施設 ※サクラクオリティ（２/４公開）
＊長崎市、雲仙市
ページビュー数

ユーザー数

972

939

4）「Tokyo Weekender」公式 Facebook 投稿（２/26 投稿）
＊①日本らしい体験

※上記タイアップ WEB 記事①を掲載

リーチ数

いいね数

シェア

15,813

813,

22

○在留英語圏向け雑誌「Kyushu Weekender」に記事掲載
【内容】五島列島（五島、新上五島、小値賀）：２頁
【発行部数】20,000 部（３/31 から全国配布）
○英語圏向けインフルエンサーを活用したプロモーション
1） Facebook でのイベント告知（計３回）
総リーチ数

いいね数

16,023

186

2）Facebook でのライブ配信（計４回）
＊波佐見、佐世保市、小値賀（10/23-25 実施）
総リーチ数

いいね数

コメント数

105,087

1,770

954

3）Facebook ストーリー投稿 （計９回）
総リーチ数

いいね数

10,220

710

4）観光系 Facebook 20 グループへのシェア
（ライブ告知、ライブ配信 計６件）

5）写真投稿（計４回）
総リーチ数

いいね数

コメント数

138,167

2,482

25

リーチ数

いいね数

コメント数

8,606

248

21

6）動画制作、投稿

○フランス人向け YouTuber を活用したプロモーション
・プレイステーションのゲーム「ゴーストオブツシマ」をフック
に対馬をメインに紹介
・チャンネル登録者数約 33 万６千人の在留フランス人による動
画制作
①YouTube 動画（１/16 公開）
再生回数

いいね数

コメント数

92,729 回

7,355

851

②Instagram 投稿
投稿日

場所

いいね数

１/13

万松院など

5,508

１/14

西山寺など

5,341

○樂吃購（ラーチーゴー）と連携した繁体字圏向けインバウンドプ
ロモーション
・繁体字圏向け日本旅行情報サイト「樂吃購」内にて設けている
長崎県特集ページにおいて、離島３地区（壱岐、上五島、小値
賀）の記事を掲載
・樂吃購公式 Facebook 上でも、各掲載記事と連動した情報発信
を実施
①壱岐記事（１/26 掲載）
長崎県特集ページ

Facebook での発信

ページビュー数

ユーザー数

リーチ数

エンゲージメント数

8,325

7,139

98,869

1,495

②上五島記事（１/26 掲載）
長崎県特集ページ

Facebook での発信

ページビュー数

ユーザー数

リーチ数

エンゲージメント数

9,560

7,968

48,573

443

③小値賀記事（１/26 掲載）
長崎県特集ページ

Facebook での発信

ページビュー数

ユーザー数

リーチ数

エンゲージメント数

8,843

7,810

93,151

1,793

○台湾・香港向けインバウンドプロモーション番組配信
・台湾・香港市場において主に若年層の認知・興味の獲得を目的
として、現地で影響力のあるアーティストを起用した動画番組
を２本制作、配信
【ロケ地】佐世保、小値賀
【動画広告インプレッション数】3,441,677 回
【動画視聴数】465,332 回

※令和４年３月 31 日時点

９．３次補正）しま旅滞在促進事業（経済対策）

決算額：112,158 千円

新型コロナウイルス感染症の影響により減少した観光客を回復させ、地域の観光産業を維持す
るため、宿泊を伴う「しま」への旅行商品の販売促進及び地域内消費喚起策を実施する。
➡ 「対馬藩冊」、「しまとく通貨」制度を活用して、地域内の宿泊・飲食・交通サービス・土
産購入等に利用できるクーポンを発行し、宿泊を伴う「しま」への旅行商品の販売促進及び地
域内消費喚起を図った。ただし、新型コロナ感染症の影響により、一定期間、事業中止を余儀
なくされ、しま旅行商品購入を要件としていた「しまとく通貨」は利用が伸びなかった。
（１）クーポンの企画開発、交付
・下記団体が実施する電子地域通貨システムを活用して１人１泊あ
たり５千円（最大 15 千円）分のクーポン券を発行
＜対馬市＞
受託者

対馬観光活性化協議会

クーポン名

対馬藩札

システム名

ポケペイ（（株）ポケットチェンジ）

利用対象者

宿泊施設の宿泊者
令和３年７月１日～10 月 31 日

交付期間

※新型コロナ感染症拡大に伴い 8/17～9/24 は新規
発行停止。

利用実績

10,021 人泊

50,105,000 円

＜壱岐市・五島市・新上五島町・小値賀町、佐世保市宇久町＞
受託者

しま共通地域通貨発行委員会

クーポン名

しまとく通貨

システム名

ウエルカムスタンプ（（株）ギフティ）

利用対象者

しま旅商品の購入者
令和３年４月１日～令和４年２月 28 日
※新型コロナ感染症拡大に伴い、4/23～6/30、

交付期間

８/10～９/24、１/17～２/28 は新規発行停
止。ただし、停止期間中でも販売済みの催
行決定分は対象とした。

利用実績
※人泊数は金額
を５千円で除
して算定

壱岐市

3,045 人泊

15,223,838 円

五島市

6,698 人泊

33,491,354 円

新上五島町

1,069 人泊

5,345,780 円

小値賀町

1 人泊

6,250 円

宇久町

0 人泊

0円

10,813 人泊

54,067,222 円

計

１０．R3 しま旅滞在促進事業（経済対策）【追加交付】

決算額：2,626 千円

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用し、宿泊・交通のパッケージ商品にしまの体
験プランを加えた旅行商品「しま旅」の造成販売支援を実施。また、個人向けにしまの体験プラ
ン等で利用できるクーポン券がセットになった「わくわく乗船券」の販売を実施し、島へのさら
なる誘客促進及び滞在型観光を推進。併せて、しま旅商品、しまの具体的な観光素材及び企画乗
船券等の情報発信等を行うことで誘客拡大を推進。
※令和４年３月追加交付（令和４年度継続事象）
➡ しま旅商品造成販売支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済対策と
して、団体旅行商品（エスコート）に対して助成したほか、個人旅行商品（フリープラン）の購
入者に対して「行っ得！長崎のしまクーポン券」の交付を行い、切れ目なく誘客を図った。
（１）離島滞在型旅行商品の開発支援
旅行商品助成

○しま旅商品
【販売期間】令和４年３月 14 日～31 日
【実 績】 延べ宿泊数

174 人泊

（壱岐：28 人泊、五島：126 人泊、新上五島：20 人泊）

（２）宿泊・飲食・交通等割引
しま旅商品助成/行っ ○「行っ得！長崎のしまクーポン券」
得！長崎のしまクー

【交付冊数】172 冊

ポン券交付

１１．R2 繰越）「With コロナ・リピーター」旅行需要創出事業

決算額：17,366 千円

県内各地において、複数店舗で提供する地元食材にこだわったご当地グルメ開発を支援し、
With コロナに対応した旅行需要を新たに創出するとともに、リピーターの獲得を図り、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により減少した観光客の回復を促進する。
➡ 県内４地区・21 店舗において、それぞれの地域の素材を生かした特長あるご当地グルメが完
成し、３月に完成披露会を開催した。今後、各地区の実行委員会が中心となり販売を推進してい
くが、当連盟においても広報等による支援を行い誘客促進につなげていく。

（１）ご当地グルメ開発支援等
①開発支援

○グルメ開発プロデューサーを起用し、県内各地において複数店舗
で提供する地元食材にこだわったご当地グルメを開発した。
＜取組地区＞
地区名

メイン食材

平戸市

イノシシ

西海市

シマアジ

新上五島町

マグロ

宇久町（佐世保市）

レンコ鯛

○「長崎県 ４つの新・ご当地グルメ

合同完成メディア発表会」を

開催（３/18）
・４地区の完成した新ご当地グルメの完成お披露目会をメディア
向けに実施
【参加メディア数】
テレビ局：３社 新聞社；４社 雑誌：１社
○各地区提供店舗より販売開始（３/20 より）
＜完成した４地区の新ご当地グルメ＞
地区名

ご当地グルメ名

提供店舗数

平戸市

平戸ジビエ南蛮カレー

４店

西海市

西海シマアジ旨造り膳

４店

新上五島町

新上五島生マグロ刺身皿

７店

宇久町（佐世保市）

宇久島鯛めし

６店

１２．R2 繰越）アフターコロナを見据えた宿泊旅行需要創出事業

決算額：11,220 千円

宿泊施設における個人や近場の旅行需要に対応したサービスの向上を図り、宿泊客を増加させ
るため、県内各エリアにおける個人旅行需要を詳細に把握するためのニーズ調査を実施するとと
もに、各地域において宿泊施設や観光協会等の観光関係者を対象としたワークショップ形式の研
修会を開催し、個人客向け宿泊プランの造成を支援する。
➡ 新型コロナ感染症の影響により、ワークショップ形式での研修会の開催が困難となり、アド
バイザー訪問による個別研修方式に変更、52 施設が宿泊プランの磨き上げを行い、各施設の魅力
あふれる宿泊プランが完成した。なお、個別研修方式となったことで、宿泊プラン造成のみなら
ず、各施設が抱える課題等、簡単なコンサルティングを行うなど、きめ細やかな支援を実施した。

（１）個人旅行対応研修会等
○個人旅行対応研修会
・宿泊施設側からの新型コロナ等により各３回のワークショップ
形式への参加は困難との意見を踏まえ、宿泊施設ごとにアドバ
イザーが個別訪問での対応に変更
○各宿泊施設へ個別訪問をし、宿の課題や強み等をヒアリング、宿
泊プランの磨き上げを実施（11 月～12 月）
【対象宿泊施設】 52 件
○じゃらん net ふるさとキャンペーンページ（宿泊予約サイト）にて
掲載、情報発信（３/15）
＜内訳＞
エリア

件数

長崎エリア

20 件

佐世保エリア

10 件

平戸松浦エリア

2件

島原エリア

7件

対馬エリア

2件

五島エリア

7件

壱岐エリア

4件

１３．R2 繰越）観光需要回復促進事業（心呼吸の旅キャンペーン）

決算額：200,000 千円

新型コロナウイルスの感染拡大により多大な影響を受けている県内観光業界の回復に向け、緊
急的な誘客促進対策を実施する。
➡ 令和３年３月８日よりクーポンを販売。発売直後に瞬殺で完売したため、すぐに追加販売を
行ったが、これも発売直後に完売するなど人気を博した事業となった。途中、新型コロナ感染症
の拡大により２回一旦停止したため、当初４月末までの予定としていた利用期間を 12 月末まで
延長し、延べ 70,653 人泊の利用があった。
（１）第１弾心呼吸の旅キャンペーン（～12 月末）
ふるさとで
“心呼吸”の旅

○助成制度
【内容】
県民を対象に一人５千円分の宿泊費用を助成（８万人分）
※うち、払戻枚数：6,195 枚
【利用期間】令和３年３月８日～12 月 31 日
※当初４月末までの予定だったが、4/23～6/30、8/9～9/24
一旦停止のため、期間延長

【購入方法】
コンビニ（セブンイレブン・ファミリーマート）にて額面６千
円の宿泊クーポンを１千円で購入、または事務局への電話によ
る購入 ※完売
＜実

績＞ ※令和４年３月 31 日時点

参加施設数

延べ宿泊人数

割引支援額

500 施設

70,653 人

423,917,890 円

１４．観光需要回復促進事業（第２弾心呼吸の旅 CP）

決算額：3,558,192 千円

GoTo トラベルキャンペーンの一時停止により大きな影響を受けている県内観光業界の回復に
向け、国の支援策を活用し、県民限定の県内宿泊に対する緊急的な誘客促進対策を実施する。
➡ 令和３年４月 15 日より、県内に宿泊する県民を対象に宿泊料金助成を開始、12 月からは対象
県民を北部九州３県にも拡大した。途中、新型コロナ感染症の拡大により、３回ほど一旦停止し
たものの、一定の旅行需要を喚起した。なお、本事業は国の補助期間の延長に伴い、次年度へ繰
越。
（１）第２弾心呼吸の旅キャンペーン（～令和４年６月末）※R4.5.30 時点
ふるさとで
“心呼吸”の旅

○助成制度
【内容】旅行代金割引及び地域限定クーポン付与
※当初予算：50 万人分
【支援対象】 県内在住者の県内旅行（日帰旅行含む）
【支援内容】 ①旅行代金の 50％を支援（上限 5,000 円／人（泊））
②地域限定クーポンの付与（2,000 円／人（泊））
【実施期間】 令和３年４月 15 日～令和４年６月 30 日
※4/23～6/30、8/9～9/24、1/24～3/14 一旦停止のため期間延長

【利用方法】 宿泊施設における直接割引、ＯＴＡでの割引券配布
による割引及び県内旅行会社による割引商品販売
＜実

績＞

①直接割引
※令和４年３月 31 日時点（施設への支払実績ベース）
参加施設数

延べ宿泊人数

割引支援額

530 施設

493,280 人

1,994,831,307 円

②ＯＴＡ割引実績（じゃらん net、楽天）
※令和３年 12 月 29 日～令和４年１月 23 日実績
参加施設数

延べ宿泊人数

割引支援額

391 施設

19,214 人

76,777,856 円

③旅行会社実績（10 万人）※令和４年３月実績分まで
参加旅行会社数

111 社

利用者数

79,804 人

内

58,653 人

延べ宿泊人数
日帰り人数

21,151 人

割引支援額

375,803,363 円

④地域限定クーポン（令和３年５月１日以降の旅行に付与）
【加盟店】2,709 件 ※令和４年３月 31 日時点
配布枚数
宿泊施設配布

1,299,870 枚

旅行会社配布

236,940 枚

事務局保管

163,190 枚

合計

1,700,000 枚

○旅行会社販促費支援
【実

績】 16 社 ： 4,852,021 円

○旅行商品キャンセル料補填
【実

績】 1,236 件： 32,996,799 円

○プロモーション
1）長崎新聞を活用した情報発信
①本紙全 15 段フルカラー広告掲載（４/23）
＊第１弾、第２弾心呼吸の旅キャンペーンの一旦停止とキャン
セルの取り扱いについて
②本紙全 15 段フルカラー広告掲載（７/18）
＊第１弾、第２弾心呼吸の旅キャンペーンの再開について
③本紙突出し広告４回掲載（タテ 35×ヨコ 65mm）（７/20、21、
22、24）
④本紙全５段フルカラー広告掲載（タテ 167×ヨコ 378mm）
（８/８）
＊第１弾、第２弾心呼吸の旅キャンペーンの一旦停止（２回目）に
ついて

⑤本紙全５段フルカラー広告掲載（タテ 510×ヨコ 378mm）
（10/16）
＊心呼吸の旅キャンペーンについて
2）西日本新聞を活用した情報発信
①本紙全５段フルカラー広告掲載（タテ 168×ヨコ 379mm）
（４/23）

＊第１弾、第２弾心呼吸の旅キャンペーンの一旦停止とキャン
セルの取り扱いについて
②本紙テレビ番組面に広告を１回掲載（タテ 168×ヨコ 79mm）
（１/６）
＊第２弾心呼吸の旅キャンペーン（隣県割）について
3）テレビ（民放４局）を活用した情報発信
①各局がそれぞれオリジナルの CM 素材を制作
②県民向けに心呼吸の旅キャンペーンの利用を促すようなテ
レビ CM 放送した。あわせて、情報番組で各市町の魅力を紹
介。※各局テレビ CM 70 本放送

１５．観光需要回復促進事業

決算額：

0 千円

GoTo トラベルキャンペーン終了後の旅行需要の急激な減少を防ぐために、県独自の宿泊割引
キャンペーンを実施。
➡ 令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、国による GoTo トラベルキャンペーン
が実施されなかったこと、その代替として国の支援策を活用した「ふるさとで“心呼吸”の旅キ
ャンペーン」を実施したことから、本事業は実施しなかった。

Ⅲ

海外誘致対策

１６．インバウンド受入環境強化事業

決算額：2,830 千円

アフターコロナにおける外国人観光客の FIT 化の加速に対応するため、宿泊施設等の OTA への
登録促進や多言語コールセンターの運営等を実施。
➡ 九州各県及び委託事業者等と調整しながら、多言語コールセンターを適切に運営した。
（１）多言語コールセンター設置運営
○九州、山口８県連携による多言語コールセンター運営
・通話料無料、24 時間、19 言語対応
・コロナ禍により利用数が減少したため、一部事業内容を縮小

１７．ディスカバーNAGASAKI グローバルキャンペーン

決算額：2,997 千円

各市場の特性に応じた観光コンテンツを市町や関係事業者と連携してインバウンド向けに磨
き上げ、情報発信するとともに、地域の関係者が連携し、意識を共有することで自主的な取組を
促進｡
➡ 県、地域と連携しながら、コンテンツの磨き上げや情報発信等を行った。

（１）戦略的情報発信の強化
○訴求力がある観光コンテンツについて、各市場で効果的な媒体を
活用した情報発信
・在留韓国人インフルエンサーを活用した情報発信を実施（12月）

【実施結果】Instagramリーチ数： 148,776
NAVERブログPV数 ： 21,230
（２）観光コンテンツの磨き上げ支援
○県内のインバウンド向け優良コンテンツの磨き上げを目的とし
たファムツアー及び専門家派遣等を実施
・通訳案内士及び専門家を招請し、松浦市及び波佐見町において
インバウンド対応に係る支援を実施（３月）
【実施結果】
①現地視察による助言
②通訳案内士及び専門家による説明ツール案の作成
③「インバウンド向け体験プログラム造成マニュアル」の作成

１８．インバウンド向け戦略的プロモーション強化事業

決算額：53,896 千円

旅行者の行動に応じたプロモーションを段階的に展開し、認知度向上から口コミに至るまで、
旅行者の行動に影響を及ぼすよう戦略的に実施。
➡ メディア・旅行会社等と連携したライブ配信や KOL 招聘による記事掲載などの情報発信タイ
アッププロモーションや県公式観光 WEB サイトのリニューアルを行うとともに、併せて各市場の
コンテンツ訴求分析を、WEB 上で、動画等を活用して行った。
（１）メディア・旅行会社連携 PR
①中国市場

○メディアとのキャンペーンを含む情報発信タイアップ
1）中国の大手 OTA 及びメディア等を活用した情報発信（10 月～
３月）
【連携先】大分県（幹事県）、福岡県、熊本県、平戸市、JR 九州
【実

績】 リーチ数：21,110,000

閲読数：3,409,000

2）中国の旅行社に向けて通信アプリ WeChat のグループ構築及び
長崎県の観光資源の情報発信（５月～３月）
【実

績】中国旅行社：81 社 114 名 県内施設等：10 社
投稿記事数

125 本（うち動画記事

25 本）

3）佐賀県と連携し、アフターコロナを見越した九州関連商品の造
成、関連観光資源の情報発信を行い、動画旅程販促事業を実施
（６月～２月）
【実 績】関連観光商品造成、中国の旅行会社への提案：３本
作成動画：66 本（うち長崎県の動画

32 本）

中国旅行社向け商品発表会：１回（19 社 21 名）

4）動画での観光商品紹介ツールの作成、高級宿泊施設のオンライ
ンファムツアーの実施（７月～１月）
【実

績】 関連観光商品造成及び中国の旅行社への提案：２本
作成動画：24 本
中国旅行社向けオンラインファムツアー：３本
（12 社 45 名）

5）日本商品を購入している中国人観光客に対するプロモーショ
ン事業（８月～２月）
【実

績】投稿記事数：12 本（うち動画記事 ６本）
閲覧人数 ：13,468 名
キャンペーン：６回
アンケート回収数：597 部

②韓国市場

○一般財団法人自治体国際化協会との連携事業（９月）
・YouTube にて発信力のあるインフルエンサーを招聘、県内の観
光コンテンツを取材し、Vlog（Video blog）形式で発信（９/13
～16）
【取材箇所】 長崎市、島原市、南島原市、雲仙市
【再生回数】 前編：97,291 回、後編：89,645 回（３/31 時点）
○韓国人インフルエンサー・ブロガーによる情報発信
・NAVER ブログ、Instagram にて発信力があり、かつ本県への旅
行経験があるインフルエンサー・ブロガーを計８名起用し、各
６記事を発信。配信内容は、韓国語版ホームページにおいて令
和４年度に活用予定。（実施時期：２月～３月）
①NAVER ブログ（合計フォロワー数：161,723 人）
合計 PV 数

合計いいね数

合計コメント数

12,363

537

83

1 記事当たり

1 記事当たり

1 記事当たり

平均 2,060

平均 89.5 件

平均 13.8 件

②Instagram（合計フォロワー数：263,907 人）

③台湾市場

合計 PV 数

合計いいね数

合計コメント数

12,560

4,894

119

1 記事当たり

1 記事当たり

1 記事当たり

平均 2,093

平均 815.6 件

平均 19.8 件

○樂吃購（ラーチーゴー）と連携した繁体字圏向けインバウンドプ
ロモーション

・繁体字圏向け日本旅行情報サイト「樂吃購」内にて設けている
長崎県特集ページにおいて、離島３地区（壱岐、上五島、小値
賀）及び東彼杵の記事を掲載。また、樂吃購公式 Facebook 上
でも、各掲載記事と連動した情報発信を実施。
①壱岐（１/26 掲載）
記事

Facebook での発信

ページビュー数

ユーザー数

リーチ数

エンゲージメント数

8,325

7,139

98,869

1,495

②上五島（１/26 掲載）
記事

Facebook での発信

ページビュー数

ユーザー数

リーチ数

エンゲージメント数

9,560

7,968

48,573

443

③小値賀（１/26 掲載）
記事

Facebook での発信

ページビュー数

ユーザー数

リーチ数

エンゲージメント数

8,843

7,810

93,151

1,793

④東彼杵（１/26 掲載）
記事

Facebook での発信

ページビュー数

ユーザー数

リーチ数

エンゲージメント数

10,703

9,520

124,416

3,087

○台湾・香港向けインバウンドプロモーション番組配信
・主に若年層の認知・興味の獲得を目的として、現地で影響力の
あるアーティストを起用した動画番組を２本制作、配信
【ロケ地】佐世保、小値賀
【動画広告インプレッション数】 3,441,677 回
【動画視聴数】465,332 回（３/31 時点）
④香港市場

○在留香港人インフルエンサーを現地招聘し、Facebook アカウント
上での生配信を実施（10 月）
【場所】波佐見町、佐世保市、小値賀町
【実

績】
リーチ数

エンゲージメント

生配信

66,284

7,946

Facebook Story

20,815

389

Instagram 投稿

10,756

－

○在留香港人インフルエンサー（２組）を現地招聘し、YouTube 動
画を制作し、SNS 上での情報発信を実施（11 月～12 月）
【場所】島原市、諫早市、長崎市、平戸市、波佐見町、
東彼杵町
【実

⑤東南アジア市場

績】YouTube 動画 視聴回数：135,176 回
リーチ数

エンゲージメント

Facebook

202,658

6,100

Instagram

18,163

1,142

○九州４県の体験型スポット及び絶景スポットを含む観光素材を
取材（タイ市場）
【実

績】

招請インフルエンサー：１名

訪日旅行メディア：２社２名

SNS 投稿回数：48 回

リーチ数：673,891、

WEB サイト投稿記事：10 本

PV 数：325,314、

現地旅行社向け BtoB ウェビナー：28 社
○AGT オンラインファムツアーの実施（ベトナム市場）
【実施日】令和 4 年 3 月 11 日 【参加者】16 社 18 名
【関連旅行商品造成】 １本 ４泊５日（うち長崎県内２泊）
⑥欧米豪

○Tokyo Weekender を活用した情報発信プロモーション
1）在留外国人（英語圏）をターゲットとした情報誌「2021Japan
Travel Guide」へ壱岐の記事（２頁）を掲載
【発行】令和３年６月 30 日

【発行部数】 50,000 部

2）Tokyo Weekender の WEB サイト内に長崎県の特設ページを開設
【開設期間】令和３年６月 30 日～令和４年３月 31 日
3）ネイティブライターによる WEB サイト記事を作成（３本）
①「長崎でできる日本らしい体験」（９月公開）
②「長崎のカフェ特集」（11 月公開）
③「サクラクオリティ認証施設紹介」（２月公開）
4）Tokyo Weekender 公式 SNS での情報発信
＊「長崎でできる日本らしい体験」記事の投稿（２月）
○英語圏向け SNS（Facebook）を活用したライブ配信事業を実施
・英語圏に影響力のあるインフルエンサーを現地へ招聘し、
Facebook アカウント上で生配信と動画制作を実施（10 月）
【取材箇所】波佐見町、佐世保市、小値賀町
○テレビ局と連携したドイツでのプロモーション（総務省事業）
1）長崎国際テレビ（NIB）放送コンテンツ海外展開強化事業
【放送日】 令和４年１月 20 日（木）【視聴者数】約 113 万人
※ドイツ語圏の動画ポータル「Wocomo Cook」にも掲載

2）Welt der Wunder の公式 Facebook と Instagram での情報発信
（各１回）
3）短編動画 10 本を作成の上、インターネット動画サイト「Japan
Video Catalog」に掲載
○欧米市場における旅行会社調査
・英国９社、米国 15 社（計 24 社）に対し、会社情報や顧客の特
徴についてアンケート形式にて調査を実施
・在留外国人（英語圏）をターゲットとした情報誌「2021Japan
Travel Guide」へ壱岐の記事（２頁）を掲載
【発行】令和３年６月 30 日 【発行部数】

50,000 部

・Tokyo Weekender の WEB サイト内に長崎県の特設ページを開設
（開設期間：令和４年６月 30 日～令和４年３月 31 日）
・ネイティブライターによる WEB サイト記事を作成（３本）
1）「長崎でできる日本らしい体験」（９月公開）
2）「長崎のカフェ特集」（11 月公開）
3）「サクラクオリティ認証施設紹介」（２月公開）
・Tokyo Weekender 公式 SNS での情報発信
「長崎でできる日本らしい体験」記事の投稿（２月）
○英語圏向け SNS（Facebook）を活用したライブ配信事業
・英語圏に影響力のあるインフルエンサーを現地へ招聘し、
Facebook アカウント上で生配信と動画制作を実施（10 月）
【取材箇所】波佐見町、佐世保市、小値賀町
○テレビ局と連携したドイツでのプロモーション（総務省事業）
・長崎国際テレビ（NIB）放送コンテンツ海外展開強化事業
【放送日】 令和４年１月 20 日（木）
【視聴者数】約 113 万人
＊ドイツ語圏の動画ポータル「Wocomo Cook」にも掲載
・Welt der Wunder の公式 Facebook と Instagram での情報発信
（各１回）
・短編動画 10 本を作成の上、インターネット動画サイト「Japan
Video Catalog」に掲載
○欧米市場における旅行会社調査
・英国９社、米国 15 社（計 24 社）に対し、会社情報や顧客の特
徴についてアンケート形式にて調査を実施
（２）デジタルマーケティング
○動画や広告を活用したデジタルマーケティングによる訴求力あ
るコンテンツの検証、本県の認知度向上促進
・東アジア（台湾、香港、韓国）を対象に、訴求力があるテーマ

の動画を制作し、マーケティング視点に基づき本県の観光地と
しての認知度向上に寄与するデジタルプロモーションを行う
とともに、収集したデータの活用・分析を実施
【実施時期】１月～２月
【実施結果】動画再生回数：2,158,828 回 LP の PV 数：101,467

１９．海外向け認知度向上推進事業

決算額：16,842 千円

海外向けに SNS 等の個人向け情報発信サービスにおける情報発信等を実施｡
➡ 海外における本県の認知度向上を図るため、SNS を通じた情報発信を行った。
（１）SNS 多言語情報発信
①英語

○公式 Facebook、Instagram の運営及び SNS キャンペーンの実施
【実施時期】５月、８月、12 月、３月
【実

績】 令和３年４月～令和４年３月

投稿回数

②中国語（簡体字）

Facebook

163 回

Instagram

93 回

エンゲージメント数
フォロワー数（３/31 現在）

259,870
23,240
10,671
2,434

○SNS アカウントのブランディング及び認知度向上を図るため、
Weibo 及び Mafengwo で県内観光地のライブ配信を実施
【実施時期】10 月、12 月
【実

績】 令和３年４月～令和４年３月
投稿回数

Weibo

143 回

WeChat

144 回

エンゲージメント数
フォロワー数（３/31 現在）

240,809
73,805
1,339
5,686

③中国語（繁体字）

○エンゲージメントの増加を図るため、公式 Facebook にて景品付
キャンペーンを実施
【実施時期】５月、８月、12 月、３月
【実

績】 令和３年４月～令和４年３月
投稿回数

Facebook

エンゲージメント数
フォロワー数（３月末現在）

166,037

162 回

31,910

○香港人インフルエンサーとタイアップした観光案内本を作成し、
現地イベントや書店にて販売
【販売場所】
①Hong Kong Park Central （７/24～９/５）
②香港内書店 15 店舗（９/６～）
④韓国語

○公式 Instagram、NAVER ブログの運営及び SNS キャンペーンの実施
・新規フォロワー獲得を図るため、Instagram 及び NAVER ブログ
にて景品付キャンペーンを実施
【実施時期】
Instagram

：４月、５月、７月、10 月、12 月、２月

NAVER ブログ ：６月、９月
【実

績】 令和３年４月～令和４年３月
投稿回数

⑤タイ語

Instagram

151 回

NAVER ブログ

110 回

エンゲージメント数
フォロワー数（３月末現在）

24,856
3,851
－
（イウッ数）6,790

○エンゲージメントの増加を図るため、公式 Facebook にて景品付
キャンペーンを実施
【実施時期】 ５月、８月、12 月、３月
【実

績】

令和３年４月～令和４年３月
投稿回数

Facebook

161 回

エンゲージメント数
フォロワー数（３月末現在）

206,769
35,223

⑥ベトナム語

○エンゲージメントの増加を図るため、公式 Facebook にて景品付
キャンペーンを実施
【実施時期】５月、８月、12 月、３月
【実

績】 令和３年４月～令和４年３月
投稿回数

エンゲージメント数
フォロワー数（３月末現在）

Facebook

138,844

161 回

48,485

（２）公式 WEB サイト運営管理
○英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語に対応した多言語 WEB
令和３年度

令和２年度

前年比

英語

51,827

121,815

42.5 %

簡体字

4,543

32,157

14.1 %

繁体字

136,108

185,292

73.5 %

韓国語

37,951

48,833

77.7 %

サイトの運営（※令和２年 12 月リニューアル）
【各言語ページビュー】※各年度の４月～３月
○広告配信（１月末～２月末）
1）デジタルマーケティングに伴う広告配信（繁、韓）
2）台湾レップによる SNS を活用した PR（繁）

２０．インバウンド需要創出拡大事業

決算額：24,691 千円

県へのインバウンド需要創出拡大を図るため、新型コロナウイルス感染症の流行による旅行者
のマインドの変化を踏まえ、収束後の新たな旅行ニーズを汲み取り、九州各県等と連携した重点
市場への適切な働きかけを実施。
➡ コロナの収束後を見据え、オンラインを活用した現地プロモーション、旅行博、商談会等を
開催するとともに、個人旅行化・ニーズの多様化に対応したレプレゼンタティブ事業による情
報発信の強化を行った。
（１） 海外観光展への出展等
①台湾

○「2021 台北国際旅行博（ITF）」への出展と ITF をフックにした
オンラインプロモーション
【実施期間】令和３年 10 月～令和４年２月
（ITF 開催期間：11/５～11/８）
【ITF 会場内来場者総数】 113,799 名

【実施内容】
1.３県合同でのプロモーション
①現地委託による長崎、熊本、大分の３県合同ブース設置
②３県周遊のドライブをテーマにした特集記事掲載
※「樂吃購」内に掲載
＜実

績＞

記事 PV 数：12,555

平均滞在時間：524.5 秒

③渡航解禁後の着地までを見越したクーポンキャンペーン
を「樂吃購」内にて実施
※レンタカー利用や道の駅等で使えるクーポンを実装
2.本県出展ブースプロモーション
①本県観光地２か所と会場をオンライン中継で結んだ生配
信実施
②LINE トラベル台湾と連携して ITF 直前特別番組を配信
（11/４）
＜実

績＞

LINE ライブ PV 数：266,643

コメント数：1,330

③長崎グルメ（長崎和牛）をテーマにした動画制作及び特集記
事掲載 ※「樂吃購」内に掲載
＜実

績＞

特集記事 PV 数：13,042 平均滞在時間：237 秒
動画視聴回数 ：319,877 回
④渡航解禁後の着地までを見越したクーポンキャンペーンを
「樂吃購」内にて実施
※県内飲食店等で利用できるクーポンを実装
②香港

○香港国際旅展「ITE 2021」へ出展（７/29～８/１）
【実施内容】
1．レップ事業者委託運営による、九州４県での共同ブース出展
2．インフルエンサー招待や SNS を活用したキャンペーン、九州
連携セミナーを実施
【来場者数】29,650 人（業界関係者：2,544 人、一般：27,106 人）

（２）教育旅行・医療ツーリズムセールスツール
セールスツール作成

○中国や台湾向けの教育旅行・医療ツーリズム向けのセールスツー
ルの作成
・長崎県訪日教育旅行セールスツール（簡体字・繁体字）の制作

（３）国内での誘致活動
セールスコール

○佐賀県連携 在大阪ランドオペレーター等への共同セールス
（１/11～13）

【訪問社数】６社
（欧米豪市場１社、中国市場４社、東南アジア市場１社）
（４）他県等との連携事業
○阪急交通社ロンドン及び 3 県連携の英国プロモーション
1）欧米での商品造成を目指し、３県（佐賀・福岡・長崎）でのモ
デルコースを作成し、欧州最大の BtoB 旅行・観光関係見本市
「World Travel Market（WTM）」に出展
【オフライン開催日】令和３年 11 月１日～３日
【実

績】

テーブル商談/来訪者数：96 社 111 人

【オンライン開催日】令和３年 11 月８日～９日
【実

績】

商談件数：４件

2）WTM に合わせたディナーセミナーの開催
【開催日】令和３年 11 月２日

【参加者数】28 社 40 名

3）モデルコースを紹介する BtoB 向けセミナーの開催
【開催日】令和４年２月 23 日

【参加者数】22 社 35 名

○テレビ局と連携したドイツでのプロモーション（総務省事業）
1）長崎国際テレビ（NIB）放送コンテンツ海外展開強化事業
【放送日】令和４年１月 20 日

【視聴者数】約 113 万人

※ドイツ語圏の動画ポータル「Wocomo Cook」にも掲載
2）Welt der Wunder の公式 Facebook と Instagram での情報発信
（各１回）
3）短編動画 10 本を作成の上、インターネット動画サイト「Japan
Video Catalog」に掲載
○在留フランス人ライター招請による WEB 記事掲載（計４本）
1）「Asian Wanderlust」（仏語）：島原、雲仙
2）「Sugoii-Japan」（英語）

：島原、雲仙

○北欧における北部九州連携 BtoB 営業プロモーション
・九州唯一の北欧直行便、フィンエアーの運航再開を見据え、福
岡県、佐賀県、大分県と連携したプロモーションを実施
【実施先】 フィンランド：６社

スウェーデン：５社

デンマーク ：３社

JNTO 北欧 ： １社

○香港エクスプレスタイアッププロモーション
・香港・長崎路線の認知度の維持・向上及び運航再開後の利用促
進に向け、広東語公式 Facebook 等を活用したオンラインプロ
モーションや KOL を活用したクリスマスプレゼントキャンペ
ーンを実施

２１．アフターコロナ・インバウンド需要回復緊急対策事業

決算額：15,012 千円

海外渡航が制限される中でも重点市場における情報収集や発信を継続して実施するため、現地
に拠点を置く事業者に委託し、体制を強化するとともに、コロナ後を見据え、早期回復が見込ま
れる国・地域でのプロモーションを実施｡
➡ 香港及び台湾において、レップ設置による現地情報収集、情報発信、旅行会社やメディア、
航空会社へのアプローチ等、体制を強化した。
（１）レップの設置
○香港市場
1）認知度向上のための情報提供及び情報発信
・ニュースレターを旅行会社 12 社、メディア 46 社に発信：
６回/年
2）長崎県香港公式 Facebook でのキャンペーンを実施
（２/17～28）
【実

績】 リーチ数：12,462

エンゲージメント：1,800

3）日本情報を発信する SNS や YouTube などを活用し、個人旅行
客向けの情報を発信：計 39 回
4）航空会社（UO）との連絡調整にかかるサポート：４回
5）大型ショッピングモールにおいて、本県観光物産及び長崎香港
線のプロモーションを実施（７月～９月）
【実

績】入場者数：約 40,000 人 パンフレット配布：2,000 部

6）広東語 Facebook の運営
【実

績】令和３年４月～令和４年３月
投稿回数
Facebook

（広東語）

エンゲージメント数
フォロワー数（3 月末現在）

111 回

51,537
9,359

7）香港人インフルエンサーとタイアップした観光案内本を作成
し、現地イベントや書店にて販売（７月）
【販売場所】
①Hong Kong Park Central （７/24～９/５）
②香港内書店 15 店舗（９/６～）
○台湾市場
1）現地メディアや旅行会社等に対して、ニュースレターを配信
（11 回/年）
【実

績】メディアでの本県露出回数：166 回／年

2）現地メディア（日本旅行情報局）とのタイアップ情報発信

【実 績】

Facebook
（2 回/月、合計 22 回発信）
Instagram
（1 回/月、11 回/年）

リーチ数

エンゲージメント

446,990

8,893

45,040

1,780

3）現地旅行会社セールス
【実

績】訪問・接触会社数：延べ 45 社

4）ITF2021 出展にかかる現地サポート（11/５～11/８）
5）多言語公式 WEB サイトへのアクセス向上を目的に、SNS を活
用した情報発信を実施（１～２月）
【実

績】公式サイトへの流入数（クリック数）：30,590

6）航空会社（IT）との連絡調整にかかるサポート： ３回

Ⅳ

キャンペーン事業

１．広域観光共同宣伝事業

決算額：21,316 千円

九州観光推進機構、関係各県等との共同宣伝事業の実施、キャリア・旅行エージェントとのタ
イアップやプロモーション事業等を実施｡
➡ 新型コロナウイルス感染症の影響により各種イベントや旅行会社とのタイアップが中止にな
る中で、今できること、効果が見込まれる取組に注力した。
（１）長崎県キャンペーン推進事業
①宣伝資材作成

・長崎県観光ポスター作成
〔通常版〕５種類：各 50 枚 〔DC 版〕５種類：各 20 枚

②ノベルティ・パンフ ・中国語簡体字パンフレット「長崎紀行」（簡易版）：3,000 部
作成（海外）

・展示会・アンケート等で使用するノベルティの購入
①おくんち手拭い：4,500 枚
②エコバック

：1,000 枚

・B2B/B2C に向けアプローチ可能なデジタルセールスキットの作成
（対応言語： 英語、中国繁体字、韓国語）
※旅展や現地セールス、公式 WEB サイト公開等の活用を予定
③ グ ル メ セ レ ク シ ョ ・ながさきグルメセレクション認定店デジタルマップ保守・管理
ン

・ながさきグルメセレクション

デジタルポイントラリーの実施

（11/５～２/12）
【概要】
認定店への周遊を促進させるために、スマートフォンを活用
して、ポイントを入手し、獲得したポイントで商品に応募でき
るイベントを実施
【参加人数】2,362 名

④全国誘客イベント

・日本観光ショーケース（大阪）へ九州７県合同で出展（３/25～27）
【来場者数】4,775 名
※出展予定だった「ツーリズム EXPO ジャパン 2021（11 月：大阪）」
が新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となり代
替出展

⑤テーマ型観光研修・ ・旅行会社企画担当者 10 社 10 名を招聘して、松浦・平戸モニター
視察研修
⑥AGT 招聘・会議誘致

ツアーを実施（３/15～17）
・旅行会社等の現地視察の誘致（支援）
11 月：日本旅行赤い風船事業部運営幹部会９名（視察地：長崎市）
12 月：全国旅行業協会長崎県支部 21 名（視察地：平戸市）

⑦ 大 型 キ ャ ン ペ ー ン ・JR 西日本：「佐賀･長崎キャンペーン」（10/１～３/31）
支援

【内容】JTB、KNT、日本旅行、阪急交通社、クラブツーリズム、
読売旅行等でキャンペーン専用商品を販売
【実

績】1,269 人泊
※まん延防止等重点措置発令により１/31 に終了

・NEXCO 西日本：「お国じまんカードラリー」（11/１～２/28）
【内容】24 府県・151 スポット、うち長崎県内３スポットに設
置してある「GO!JIMAN スタンプ」収集企画
※３スポット場所：諫早市、川棚町、佐々町
【実

績】4,791 名
※まん延防止等重点措置発令により１/31 に終了

・ラッキー自動車：着地型旅行商品パンフレット作成支援
【内容】「全国スーパーマーケット協会全国大会（出島メッセ長
崎：11/17）」の参加者に向けた着地型旅行商品を造成、
販売
・JTB 中部：長崎県増売キャンペーン（宿泊日：12/13～２/28）
【内容】 中部・東海地区の直販店、提携販売店 76 店舗にて宿泊
の増売キャンペーンを実施
【販売実績】945 人泊（目標 1,000 人泊／達成率 94.5％）
・エイチ・アイ・エス：FDA チャーター企画
（出発日：12/26～１/４）
【内容】仙台空港、名古屋小牧空港、松山空港からの直行便で、
ハウステンボス＋長崎市等の２泊３日周遊型商品を販
売
【販売実績】588 人泊（目標 1,148 人泊／達成率 51.2％）
※集客不振により、松山発着商品２本の販売を取り止め、２地域
発着商品で５本催行

⑧冬季閑散期対策

・NEXCO 西日本の広告媒体を活用した「ながさきグルメセレクショ
ン デジタルポイントラリー（11～２月）」プロモーション（１/
１～31）
①SA・PA のデジタルサイネージ
【場所】壇ノ浦 PA（下り）、古賀 SA（下り）、基山 PA（下り）
②スマートフォン広告の掲載
【内容】九州圏内の立ち寄りの多い SA・PA 利用者等を対象に、
スマートフォンアプリ（交通アプリ、食べログ等）へ
の広告掲載
【実績】インプレッション数：981,209 クリック数：1,187
※まん延防止等重点措置発令により１/20 に終了

（２）九州横断長崎・熊本・大分広域観光振興協議会
連携事業 【国内】

○３県の共通素材を活用した個人型旅行主体の誘致施策の実施
1）旅行商品造成：３県を周遊する旅行商品造成支援
【支援商品】
①阪急交通社（中部発）
【商品名】
『よかとこ長崎県･熊本県･大分県の息を呑む 15 の旅情
＆３つのブランド牛・こだわりの味覚 10（テン）こ盛り４日間』
【設定期間】10 月～３月
【送客実績】催行６本／延べ 153 人泊
②読売旅行
【商品名】
『長崎・熊本ｺｰｽ「３つの列車で巡る 熊本・長崎３日間」』
『大分・熊本ｺｰｽ「D＆S 観光列車と熊本・大分横断３日間」』
※D＆S 観光列車「３６＋３」の手配・調整がつかず造成断念
2）国内旅行会社視察助成
①読売旅行

：３/16～18 実施（２名参加）

②阪急交通社：３/15～17 実施（２名参加）
3）プロモーション
①中部誘客事業：ヤフーデジタル広告、YouTube 広告、メルマ
ガ、SNS（Twitter、LINE）記事出稿
②読売新聞折込：フリーペーパー「読売ファミリー」に特集記
事を掲載し、約 120 万部を関西地区（大阪、
兵庫、京都、滋賀、奈良、三重、和歌山）の
読売新聞朝刊折込にて配布
※旅行商品造成事業の代案として実施

【海外】 ○３県合同でのプロモーション（台湾市場）
1）現地委託による長崎、熊本、大分の３県合同ブース設置
2）３県周遊のドライブをテーマにした特集記事掲載
※「樂吃購」内に掲載
【実

績】 記事 PV 数：12,555 平均滞在時間：524.5 秒

3）渡航解禁後の着地までを見越したクーポンキャンペーンを「樂
吃購」内にて実施
※レンタカー利用や道の駅等で使えるクーポンを実装
○九州４県の体験型スポット及び絶景スポットを含む観光素材を
取材（タイ市場）
【実 績】＊招請インフルエンサー：１名
＊訪日旅行メディア

：２社２名

＊SNS 投稿回数 ：48 回
＊リーチ数 ：673,891
＊WEB サイト投稿記事 ：10 本
＊PV 数 ：325,314
＊現地旅行社向け BtoB ウェビナー ：28 社
（３）日本観光振興協会連携事業
・日本観光振興協会への拠出

