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令和元年度 基本施策評価シート
基本施策

C7

地元農水産物を活かして食関連産業を活性化します
対

施策の目的
（対象と意図）

象

意

地元農水産物が

図

多くの人に認知され、消費の拡大が図られている。

基本施策主管課名 水産農林政策課

関係課名

令和元年6月21日

所属長名 岩永 桂

水産振興課、農林振興課、商工振興課、観光推進課

基本施策の評価
Cc 目標を一部達成しているものの、目的達成に向けた課題の克服などがやや遅れている
判断理由
・基本施策の成果指標４つのうち、100％以上の目標達成率が２つと半数以下で、目標達成率が95％未満の低い
ものもあるため「Ｃ」とする。
・個別施策の成果指標９つのうち、100％以上の目標達成率が３つと半数以下で、目標達成率が95％未満の低い
ものもあるため「ｃ」とする。
【評価判断に至った成果・効果及び問題点・その要因】
（１）地元農水産物の消費拡大及び情報発信
・重点品目である「長崎の魚」、「長崎和牛・出島ばらいろ」、「長崎びわ・なつたより」を中心とした消費拡大と情報
発信の取組みによって、観光客の認知度について、「長崎の魚」は目標を達成したものの、「びわ」及び「長崎和牛・
出島ばらいろ」については、目標を下回った。
・基本施策の成果指標である、市内産農水産物及び加工品購入率及び、個別施策C7-2成果指標である市内産農
水産物の市民認知度については、いずれも95％を超える達成率である。
（２）食育体験の推進
・「食卓の日」の推進については、市民アンケートにおける「食卓の日」の認知度は増加したが、食卓の日の実施度
（食卓の日を認知している者のうち、意識して食卓を囲んでいる人の割合）は前年度を下回った。
・「グリーンツーリズム」の推進については、ツーリズム団体の活動やＰＲの取り組みにより、体験プログラムの参加
者が目標を上回った。

成 果 指 標
指

標

名

市内産農産物及び加工
品購入率

市内産水産物及び加工
品購入率

市内産の農産物販売額

市内産の水産物販売額

※「⇧」は目標値を上回ることが望ましい指標、「⇩」は目標値を下回ることが望ましい指標
基準値
（時期）
46.6％
（26年度）

49.6％
（26年度）

54.7億円
（26年度）

54.4億円
（26年度）

区 分

⇧
⇧
⇧
⇧

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

目標値

47.6

48.2

48.7

実績値

49.2

49.1

49.8

達成率

103.4%

101.9%

102.3%

目標値

49.8

49.9

50.0

実績値

50.1

48.3

49.0

達成率

100.6%

96.8%

98.0%

目標値

56.6

57.4

58.3

実績値

52.3

55.3

54.0

達成率

92.4%

96.3%

92.6%

目標値

54.4

54.4

54.4

実績値

59.2

59.2

60.7

R元

Ｒ2

49.2

49.7

50.1

50.2

59.1

60.0

54.4

54.4

達成率
108.8%
108.8%
111.6%
※「市内産の農産物販売額」については、平成32年度の目標値を59.2億円に設定していたが、長崎市農業振興計
画（後期計画）策定時に、平成27年度の実績値を基に、目標値を新たに設定したことに伴い、同様に本指標の目標
値も60.0億円に見直した。
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今後の取組方針
（１）地元農水産物の消費拡大及び情報発信
・「長崎の魚」については、平成30年度に制作したプロモーション動画を、年間を通じて羽田空港長崎線待合ス
ペースで放映し、魚の美味しいまち長崎のイメージを強化するとともに、着地情報としてガイドブックの発行部数を大
幅に増やし、市内ホテルや観光施設等に設置することで、観光客等を店舗へ誘導し消費拡大を図る。
・「出島ばらいろ」については、既存の常時取扱い店舗が行うキャンペーン等について引続き支援を行うとともに、
市内のホテル等に対する訪問や支援を強化することで、ホテル等での常時取扱いを図る。
・「なつたより」については、JAなどの関係団体を主体として有利販売戦略の実施を継続する。
・生産者と食の提供者などとのマッチングやPRなどの支援を行う。
・長崎の水産物の更なる知名度向上・販売促進のため、水産物首都圏展示商談会出展に係る経費の支援を継続
する。
・旬の魚をメインとした直売イベント及び、旬の魚の料理メニューを料理店で一定期間提供するフェアを、恒例の地
元イベントとして継続的に支援を行う。
（２）食育体験の推進
・「食卓の日」の推進については、賛同団体との連携を図り、「食卓の日サービスランチ」や料理教室などを継続す
るとともに、賛同団体の取組みの情報発信などを行い、市民への浸透を図る。
・「グリーンツーリズム」の推進については、取組む団体への活動支援を継続しつつ、受入れ側のスキルアップによ
る魅力あるメニュー提供及び、天候によって内容を変更できるプログラムについての検討を行うとともに、積極的なＰ
Ｒに努める。

二次評価（施策評価会議による評価）
●基本施策の評価「Ｃｃ」については、所管評価のとおり。
●グリーンツーリズム体験プログラムの参加者数が増えた要因は何なのか分析し、今後の取組みにつなげるべきで
はないか。
【振返り】
●長崎の食の魅力発信に「ミシュランガイド長崎」をうまく取り入れることはできないか。
●以前、経済局があり、経済３部の連携を期待したがなかなかできなかった。それぞれの部局が絡み合う意識を持
たなければ変わらない。新しく広報戦略室もできるため、今後は連携して有効なＰＲを行う必要がある。
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令和元年度 個別施策評価シート
個別施策

C7-1

新たな販路拡大や消費拡大を図ります
対

施策の目的
（対象と意図）

地元農水産物が

象

意

図

市内外で消費されている。

個別施策主管課名 水産農林政策課

所属長名 岩永 桂

平成30年度の取組概要
①「長崎の魚」の魅力発信と消費拡大
・長崎市を訪れる観光客に「長崎市＝魚が美味しいまち」というイメージを与え、魚を食べたくなるようなプロモー
ション動画を制作し、帰省シーズンと、長崎ランタンフェスティバルの時期に合わせて、羽田空港長崎線待合スペー
ス及び長崎駅かもめ広場で放映した。【C7-2へ再掲】
・生産者、流通・加工業者、料理店、観光業、消費者で組織する「長崎の魚PR・おもてなしアクションチーム」と連携
し、「旬の魚」及び、新・ご当地グルメ「長崎そっぷ」「サバサンド」「ド・ロさま海鮮パスタ」の情報発信を行うとともに、
提供店舗の拡大などの取組みを行った。【C7-2へ再掲】
・「鯨のまち長崎」のPRのための「今昔くじら料理フェア」の開催や、夏休みの親子を対象とした「くじら食文化教室」
を開催した。
・「魚のまち長崎応援女子会」と連携し、長崎の魚をテーマにした絵本「おさかな すきなこ だあれ？」を制作した。
・業界5団体で組織された実行委員会が、国内外の流通関係や水産物に関するバイヤーが多数出席する水産物
首都圏展示商談会（8月22日～24日、東京開催）に出展する経費を支援した。
・千葉で開催された全国規模の商談会であるスーパーマーケット・トレードショーに複数の地場企業と共同出展し
た。【C2-1から再掲】
・旬の魚をメインとした直売イベント及び、旬の魚の料理メニューを料理店で一定期間提供するフェア（4地区、6回
開催）の広報を支援した。
②「長崎和牛・出島ばらいろ」及び「長崎びわ・なつたより」のブランド強化
・「出島ばらいろ」については、ＪＡ、生産者、市で組織する「長崎和牛・出島ばらいろ」消費拡大実行委員会におい
て、市内の常時取扱い店舗の定着化を図るため、常時取扱い店舗の開拓、フェア等の実施に対する支援、マスメ
ディアやイベント等によるPRなどを行った。また、観光客に対する情報発信を強化するため、長崎駅に「出島ばらい
ろ」PR看板を設置し、リニューアルした「出島ばらいろ」グルメガイドを配布した。【C7-2へ再掲】
・「なつたより」については、JA、生産者、市、県で組織する「長崎びわ産地活性化推進協議会」において、「長崎び
わ」の品質の高さを消費者に向けてPRするイベントを開催した。【C7-2へ再掲】
③「びわ」と「ゆうこう」を使用した新たな商品の開発
・国の予算を活用し、「びわ」と「ゆうこう」を使用した新たな土産品の開発に取り組み、「びわ」について４品目（バ
ター、酢、バウムクーヘン、パウンドケーキ）、「ゆうこう」について４品目（サイダー、ゼリー、アイスミルク、果汁）の販
売につながった。
④地産地消の推進
・地産地消の推進について、「長崎帆船まつり 新鮮市」及び「ながさき実り・恵みの感謝祭」を開催し、直売所をはじ
め、市内の農水産物や食のPRを行った。【D1-1へ再掲】
・市のホームページやメールマガジンにおいて、農水産物直売所のイベント情報等をPRするとともに、直売所等が
実施する消費者交流イベントに対する支援を行った。【D1-1へ再掲】
・市内の農水産物を紹介する「バイヤーズガイドブック」をリニューアルし、市のホームページに掲載した。
⑤ふるさと納税を活用した魅力発信と消費拡大
・商工部と連携して、返礼品（農畜産品）を取り扱う事業所訪問などを行うとともに、首都圏で開催されている同窓
会で出島ばらいろの試食会などを実施し、出島ばらいろの魅力を発信した。【Ｃ7-2へ再掲】
⑥水産練り製品の販路拡大・消費拡大の取り組み
・長崎サミットプロジェクトの「水産分野」の活動として水産練り製品の販売額拡大を目指しており、ブランド化及び
消費拡大のため、「おでん電車」運行、イベント出店などの業界団体の活動を支援した。また、首都圏での販路拡大
を図るため、大江戸温泉物語浦安万華鏡にて開催された長崎フェアや千葉で開催された全国規模の商談会である
スーパーマーケット・トレードショーで長崎おでんをＰＲした。 【C2-1から再掲】
・水産練り製品製造業者、商工会議所、金融機関、行政等で構成する「長崎かんぼこ王国」と連携し、長崎かんぼ
この魅力を発信した。【C2-1から再掲】
・事業者に代わって販路を開拓し、事業者への商品開発のアドバイスやマーケティングなどのコンサルティング機
能を担う地域商社において、首都圏の店舗や催事で長崎かんぼこ・長崎おでんのＰＲ、販売を行った。【C6-2から再
掲】
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成 果 指 標
指

標

※「⇧」は目標値を上回ることが望ましい指標、「⇩」は目標値を下回ることが望ましい指標
基準値
（時期）

名

「なつたより」の販売額
※１

「長崎和牛・出島ばらい
ろ」の販売額[暦年]

市内農水産物直売所の
売上額

0.7億円
（26年度）

13.9億円
（26年）

30.7億円
（26年度）

区 分

⇧
⇧
⇧

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

R元

目標値

2.6

3.6

4.5

実績値

0.1

1.2

0.7

達成率

3.8%

33.3%

15.6%

目標値

13.9

14.0

14.1

実績値

17.4

15.7

16.9

達成率

125.2%

112.1%

119.9%

目標値

31.0

31.2

31.4

実績値

29.4

29.0

28.8

Ｒ2
1.4

1.6

14.1

14.2

31.6

31.8

達成率
94.8%
92.9%
91.7%
※１・・・個別施策C5-1の成果指標として、長崎びわ産地活性化推進協議会の「長崎びわ産地再生計画」（25～29年
度）に基づき、R２年度の販売量を500ｔと設定していたが、間伐分等を考慮しておらず、施策による効果を適正に把
握できる目標設定となっていなかったため、長崎県の「長崎びわ産地活性化プラン」（平成29年2月策定）の出荷量計
画に基づき目標値の再設定を行ったことにともない、令和元年度から成果指標「なつたより」の販売額の再設定を
行った。

評価（成果と効果）
取組みによる成果

5年後にめざす姿に対する効果

①「長崎の魚」の魅力発信と消費拡大
・日本語版（1分42秒、30秒、15秒（2パターン））と英語字
幕版（1分42秒）の「長崎の魚」プロモーション動画を制作
し、帰省シーズンやランタンフェスティバルに合せて、羽田
空港長崎線待合スペースで２か月間、長崎駅かもめ広場
で２週間放映するとともに、「新・ご当地グルメ」について
は、誕生２周年イベントの実施に合わせてSNS広告
（Instagram閲覧回数25万回超）と、店舗誘導型キャン
ペーン（応募者151名）等の取組みを実施したことで、観
光客の「長崎の魚」の認知度が昨年度に引き続き５割を
超える結果となった。【C7-2へ再掲】
※観光客の「長崎の魚」の認知度 （平成29年度：56.1％
→平成30年度：52.1％）
・「魚のまち長崎応援女子会」と連携し平成26年度に制
作した「フィッシュスタート（魚の離乳食レシピ本）」の次の
段階として、幼児を対象とした「おさかな すきなこ だあ
れ？（長崎の魚をテーマとした絵本）」を制作した。
・水産物首都圏展示商談会に継続して出展することに
より、長崎産の水産加工品への評価は高まりつつあり、
前年度にバイヤーが興味を持った商品を展示するなどの
取組みにより、新規顧客の獲得につながり、商談件数は
前年度263件に対し、107件増の370件、商談成約額は前
年度1億164万円に対し、816万円増の1億980万円となっ
ている。
・平成30年度は、新たに伊王島でも旬の魚直売イベント
が始まり、4地区において延べ6回開催した。各イベントに
300～500人が来場したほか、料理フェアでは、約1,100食
（はも、かに料理）、約1,900皿（水いか料理）を販売した。

「長崎の魚」プロモーション動画の放映や、SNS広告の
実施によって、「長崎の魚」の認知度を維持することがで
き、キャンペーン実施や提供店舗数の募集によって、長
崎の魚を市民や観光客へ提供できる体制を整備すること
ができた。【C7-2へ再掲】

「おさかな すきなこ だあれ？」を制作し、令和元年度か
ら3歳児健診で通年配布することで、「フィッシュスタート」
に続く、子どもの成長段階に応じた魚食普及の仕組みを
つくることができた。
継続して商談会に参加することにより、バイヤーとの密
接な関係が確立され、海外バイヤーと商談することで、国
際競争力のある商品開発のための情報収集ができた。

市内各地の直売所等で開催される旬の魚をメインとした
イベントが定着し、地域の水産物の消費拡大と地域活性
化が図られた。
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②「長崎和牛・出島ばらいろ」及び「長崎びわ・なつたより」
のブランド強化
・「出島ばらいろ」については、市内で常時食べられる飲 「出島ばらいろ」を常時食べられる飲食店を増加させる
食店を拡大し、新たな顧客獲得につなげた。【C7-2へ再 ことで、消費者に対する知名度向上と、消費の拡大につ
掲】
なげることができた。【C7-2へ再掲】
※「出島ばらいろ」市内常時取扱い飲食店 （平成29年
度：18店舗→平成30年度：20店舗）
・「なつたより」については、品質の高さを消費者に向け 「なつたより」等の品質の高さを、市内外へ発信すること
てPRするイベントを毎年５月に開催した。【C7-2へ再掲】 ができ、今後の販売拡大が期待される。【C7-2へ再掲】

③「びわ」と「ゆうこう」を使用した新たな商品の開発
・「びわ」と「ゆうこう」について、土産品として商品化し、
長崎市の特産品「びわ」と長崎市固有の柑橘「ゆうこう」
市内の土産品を取扱う店舗（17店舗）での販売につな
の商品開発及び販売により認知度向上につながり、消費
がった。
拡大が期待される。
・「ゆうこう」を使用した開発商品について、「第58回ジャ
パンパッケージングコンペティション」にてパッケージの優
秀さが認められ、経済産業省商務情報政策局長賞を受
賞した。
④地産地消の推進【D1-1へ再掲】
・「ながさき実り・恵みの感謝祭」については、「ながさき
「ながさき実り・恵みの感謝祭」及び「長崎帆船まつり 新
フラワーフェスティバル」及び「ながさきエコライフ・フェス 鮮市」の来場者に対し、市内産農水産物のPRや、地産地
タ」との同時開催など、集客力の強化を図ったことによっ 消に対する意識の醸成ができた。
て、来場者数及び販売額ともに増加した。「長崎帆船まつ
り 新鮮市」については、夜間の販売を開始したこと及び、
「長崎帆船まつり」のキャラクターパレード等による集客増
に伴い、販売額が増加した。
※ながさき実り・恵みの感謝祭 （平成29年度34,000
人、約3,700千円→平成30年度：45,000人、約3,700千円）
※長崎帆船まつり 新鮮市 （平成29年度：107,000人、
約4,600千円→平成30年度：113,000人、約6,000千円）
⑤ふるさと納税を活用した魅力発信と消費拡大
・ふるさと納税における返礼品の品目数を増やすととも
ふるさと納税の返礼品として、市内の特産農水産物を
に、首都圏での情報発信強化などにより、ふるさと納税の 取扱うことにより、市外の消費者へのPRと消費拡大につ
返礼品となっている農水産物を多くの寄附者へ返礼する なげることができた。 【C7-2へ再掲】
ことで、需要拡大につなげるとともに、新たな販路開拓の
きっかけづくりを行った。【C7-2へ再掲】
※ふるさと納税に係る取扱い品目数及び販売金額
「長崎の魚」（平成29年度：63品目、約6,135万円→平成30
年度：70品目、約9,562万円）
「出島ばらいろ」（平成29年度：21品目、約1,548万円→平
成30年度：43品目、約2,170万円）
「なつたより」（平成29年度：２品目、93万円→平成30年
度：３品目、約125万円）
⑥水産練り製品の販路拡大・消費拡大の取り組み
・首都圏での販路拡大を図るため、大江戸温泉物語浦
イベント等を通じて、長崎かんぼこ・長崎おでんをPRす
安万華鏡にて開催された長崎フェア等（催事３回、総来場 る機会が増え、長崎かんぼこのおいしさを発信することが
者数約70,000人）や千葉で開催された全国規模の商談会 できた。【C2-1から再掲】
であるスーパーマーケット・トレ－ドショ－（総来場者数約
88,000人）で長崎おでんをＰＲした。 【C2-1から再掲】
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評価（問題点とその要因）
5年後にめざす姿に対する問題点

問題点の要因

①「長崎の魚」の魅力発信と消費拡大
・観光客の「長崎の魚」の認知度は５割以上を維持して
いるものの、観光客の長崎市で魚料理（鯨料理含む）を
食べた（食べる予定の）割合は減少しており、長崎で魚を
消費するための取組みが不足している。【C7-2へ再掲】
※観光客の長崎市で魚料理を食べた（食べる予定の）
割合 （平成29年度：31.7％→平成30年度：29.4％）
※観光客の長崎市で鯨料理を食べた（食べる予定の）
割合 （平成29年度：5.7％→平成30年度：5.1％）
・新・ご当地グルメについては、市民認知度は少しずつ
アップしているものの、1店舗当たり1日3食提供の目標を
達成できていない。【C7-2へ再掲】
・今後、増加が見込まれるインバウンド対策が十分でな
い。
・水産物首都圏展示商談会における展示商品のうち、
特に、他都市にないハトシ等の長崎独自の商品への評
価・関心が高く、継続的な出展により成約額は伸び、商品
自体は高い評価を得ているものの、首都圏における知名
度は高いとは言えない。
・旬の魚直売イベントは、魚の美味しいまち長崎におけ
る恒例の地元イベントであるが、漁港の近くの比較的郊
外に集客するのは容易ではない。
②「長崎和牛・出島ばらいろ」及び「長崎びわ・なつたより」
のブランド強化
・「出島ばらいろ」の認知度については、市民認知度が
90％以上あるが、観光客に対する認知度は7.5％と非常
に低い状況であり、観光客へのPRが不足している。【C72へ再掲】
・「出島ばらいろ」を取扱う飲食店は増加している（平成
29年度：18店舗→平成30年度：20店舗）ものの、市内ホテ
ル等での取扱いが少なく、来崎した観光客への情報発信
力が不足している。
・「なつたより」については、市場関係者やバイヤーに対
する評価は年々高まっているものの、消費者に対して価
格に見合うブランドイメージが十分に伝わっていない。
【C7-2へ再掲】

着地情報として長崎駅、観光施設等に設置しているガイ
ドブック「魚の美味しいまち長崎」は好評で、追加依頼が
あるものの、制作部数が不足し、追加依頼に対応ができ
ていない。【C7-2へ再掲】

新・ご当地グルメのうち「長崎そっぷ」は名称から料理の
イメージが定着しなかったこと、販売価格が高価となり
「長崎の魚を気軽に味わう」というコンセプトから離れてい
ることが要因と考えられる。また、「ド・ロさま海鮮パスタ」
は提供エリアが外海地区のみであるうえ、予約制のため
提供数が伸びない。
競争力のある魅力的な商品は多く、バイヤーからは評
価が高いが、食生活の変化により、魚を食べる機会が
減っており、消費者までその魅力を伝えきれていない。
魅力的なイベントであっても、交通アクセス、天候、同日
の他イベント等の開催状況よって集客が左右される。

「出島ばらいろ」の流通量が少ないため、市外への流通
や、確実な入荷が必要なホテル等での使用が困難であ
り、観光客等へ向けた情報発信力が弱い。【C7-2へ再
掲】

消費者に「なつたより」のプレミアム感を伝える取組み及
び、一度手に取って味わってもらうための工夫が不足して
いる。【C7-2へ再掲】

③「びわ」「ゆうこう」を使用した新たな商品の開発
・土産品として商品化し、市内の土産品を取扱う店舗
「びわ」と「ゆうこう」を使った商品を製造または販売して
（17店舗）での販売につながったものの、域外への販路拡 いる事業者は、域外へ販路を広げることが難しい中小・零
大ができていない。
細企業がほとんどである。
④地産地消の推進【D1-１へ再掲】
・多くの農水産物直売所で売上が減少し、市内農水産
物直売所の売り上げが前年比0.7％減の約28億7,700万
円に減少した。

台風による農作物被害や、生産者の高齢化により出荷
物が減少しているため。

⑥水産練り製品の販路拡大・消費拡大の取り組み
・県外でもＰＲを実施しているものの、認知度はまだまだ ＰＲ方法や売り方が、直接売上増につながるようなもの
低く、業界全体の売上増につながっていない。 【C2-1か になっていない。【C2-1から再掲】
ら再掲】
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今後の取組方針
①「長崎の魚」の魅力発信と消費拡大
・「長崎の魚」については、魚の美味しいまち長崎ガイドブックの発行部数を増やし、市内ホテルや観光施設等に設
置することで、観光客等を店舗へ誘導し、消費拡大を図る。【C7-2へ再掲】
・平成30年度に制作したプロモーション動画を年間を通じて羽田空港待合スペースで放映する。【C7-2へ再掲】
・平成30年度に制作した長崎の魚をテーマにした絵本「おさかな すきなこ だあれ？」を、3歳児健診時に配布する。
・水産物首都圏展示商談会に継続して出展することにより、長崎産の水産加工品への評価は高まりつつあり、成
約額も増加しているため、更なる知名度向上・販売促進に向けて、引き続き出展に係る経費の支援を行う。
・旬の魚をメインとした直売イベント及び、旬の魚の料理メニューを料理店で一定期間提供するフェアを、恒例の地
元イベントとして継続的に支援を行う。
②「長崎和牛・出島ばらいろ」及び「長崎びわ・なつたより」のブランド強化
・「出島ばらいろ」については、既存の常時取扱い店舗が行うキャンペーン等について引続きPRの支援を行うととも
に、市内のホテル等に対する訪問や購入方法の支援を強化することで、ホテル等での常時取扱い店舗の獲得を図
る。【C7-2へ再掲】
・「なつたより」については、JAや長崎びわ産地活性化推進協議会を主体として、有利販売戦略（販売キャンペーン
の拡大やホームページの活用）を継続的に実施する。【C7-2へ再掲】
③「びわ」「ゆうこう」を使用した新たな商品の開発
・商品化した「びわ」と「ゆうこう」の土産品については、地域商社を活用し販路開拓を図る。
④地産地消の推進【D1-1へ再掲】
・「ながさき実り・恵みの感謝祭」、「長崎帆船まつり 新鮮市」については、事前周知を強化するとともに、イベント内
容の充実を図り、来場者数の増加、農水産物の消費拡大につなげる。
・農水産物直売所については、SNSによる情報発信を行い若年層をはじめ、より幅広い年齢層に対するPRを強化
する。
⑤ふるさと納税との連携
・引き続き、商工部と連携した事業所訪問の実施により、返礼品（農水産物）の充実を図るとともに、首都圏開催の
同窓会等にて試食会を行うなど、長崎市で生産されている農水産物の魅力を寄附者へ伝えることで、返礼品の増加
を図り、更なる農水産物の需要拡大をめざす。【C7-2へ再掲】
⑥水産練り製品の販路拡大・消費拡大の取り組み
・水産練り製品のブランド化及び消費や販路拡大のための取組みについては、マーケティング等の専門家の知見
を得ながら、効果的な販売方法などについて販売戦略を構築し、実証実験を行いながら効果の検証を行う。また、戦
略に沿った取り組みについて、業界団体や商工会議所等の関係団体と連携を図りながら実施する。【C2-1から再
掲】
・地域商社において、引き続き、水産練り製品の販路開拓・拡大支援を行う。【C6-2から再掲】
⑦DMO（※1）との連携
・平成30年3月に、長崎国際観光コンベンション協会が日本版DMOに登録され、長崎市らしいDMO「長崎市版
DMO」の形成・確立が加速される。これまで不十分であったマーケティングや民間的な手法をプロモーションに取り組
む長崎市版DMOと連携し、新たな販路や消費の拡大を図る。【C7-2へ再掲】
※1 DMO（Destination Management Organization：デスティネーション・マネージメント・オーガニゼーション）
地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくり
の舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦
略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人
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個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
「長崎のおさかな」PR・おもてなし事業
【水産農林政策課】
【C7-2へ再掲】

【個別施策コード：C7-1】
区分

平成29年度

平成30年度

実施年度

継続

成果指標

長崎の魚でおもてなし事業参加店舗数

目標値

95 件

100 件

実績値

99 件

101 件

（事業目的）
達成率
104.2 ％
長崎は全国２位の漁獲量を有し、魚種の豊富
10,326,647 円
さでは全国１位と言われている。長崎の資源で 決算（見込）額
ある魚の魅力を磨き、市内外へPRを行うととも
店舗数が増えることで魚の消費
に、四季折々の魚を市民や観光客へ提供でき
拡大につながることから「長崎の魚
る体制を整備し、長崎の魚の消費拡大を図る。
でおもてなし事業」参加店舗数
（「四季の美味しい魚」提供店舗数
（事業概要）
成果指標及 及び「新・ご当地グルメ」提供店舗
①旬の魚でおもてなし
び目標値の 数）を成果指標とした。
四季折々の旬の魚料理を提供するとともに、
説明
平成30年度に100件となることを
魚の美味しいまち長崎の魅力を各種広報ツー
目標値と設定しており、平成29年
ルを通じて発信。
度は95件を目標値とした。
②ご当地グルメでおもてなし
長崎の魚を使った新・ご当地グルメを開発し、
平成28年10月から提供を開始するとともに、各
（取組実績）
種広報ツールやイベントなどを通じて発信。
・四季の美味しい魚提供店舗数64
③鯨のまち長崎PR
件
長崎に深く根付いている「鯨食文化」の継承と
・新・ご当地グルメ提供店舗数35件
発信を目的に、料理フェアや料理教室などを実
①旬の魚でおもてなし
施。
季節毎の「旬の魚」をテーマとし
④魚食普及の推進
たホームページコーナーの更新
魚のまち長崎応援女子会と連携し、魚食普及
②ご当地グルメでおもてなし
の取組みを実施。
新・ご当地グルメの提供店の募
集、提供
試食会の開催やイベントでの販
売（長崎帆船まつり新鮮市、長崎さ
かな祭り、実り恵みの感謝祭等）
旅行雑誌、ホームページ、マスメ
1
ディア等での情報発信
店舗への誘導を図るキャンペー
ンの実施（2回）
レシピカードの制作
③鯨のまち長崎PR
今昔くじら料理フェア開催
市内小学校における鯨料理教室
の開催（1校）
夏休みの親子を対象とした「くじら
食文化教室」の開催
取組実績
④魚食普及の推進
、成果・課題
魚の離乳食レシピ「フィッシュス
等
タート」を4か月児健診時に配布
魚の離乳食レシピ「フィッシュス
タート」増刷
魚料理教室開催 2回
（成果・課題等）
目標は達成したが、観光客の長
崎市で魚料理を食べた割合は前
年度を下回っている（平成28年度：
40.7％→平成29年度：37.4％）。ま
た、新・ご当地グルメについても、
実際に食べられている割合が低い
状況であり、特に、市民への定着
を図る取組みが不足している。

101.0 ％
12,310,623 円
店舗数が増えることで魚の消費
拡大につながることから「長崎の魚
でおもてなし事業」参加店舗数
（「四季の美味しい魚」提供店舗数
及び「新・ご当地グルメ」提供店舗
数）を成果指標とした。
平成30年度に100件となることを
目標値と設定している。（「四季の
美味しい魚提供店」60件、「新・ご
当地グルメ」40件）。
（取組実績）
・四季の美味しい魚提供店舗数65
件
・新・ご当地グルメ提供店舗数36件
①旬の魚でおもてなし
タウン情報誌で「旬の魚」から１種
ずつ計4回、生産者からの紹介とそ
の魚を食べられる提供店舗を紹介
「魚のまち長崎」のイメージアップ
のためのプロモーション動画を制
作、羽田空港長崎線待合スペース
やJR長崎駅かもめビジョンで放映
「魚の美味しいまち長崎」HP誘導
カードを制作、市内ホテル100店舗
へ配布
②ご当地グルメでおもてなし
「長崎そっぷ」提供店舗への誘導
を図るキャンペーンの実施（1回）
新・ご当地グルメ誕生2周年と「長
崎そっぷ」キャンペーンに合わせて
SNS広告を実施
試食会の開催やイベントでの販
売（長崎帆船まつり新鮮市、長崎さ
かな祭り、実り恵みの感謝祭等）
交通広告やホームページ等での
情報発信
③鯨のまち長崎PR
今昔くじら料理フェア開催
市内小学校における鯨料理教室
の開催（1校）
夏休みの親子を対象とした「くじら
食文化教室」の開催
④魚食普及の推進
魚の離乳食レシピ「フィッシュス
タート」を4か月児健診時に配布
魚の離乳食レシピ「フィッシュス
タート」調理動画作成
長崎の魚の絵本「おさかな すき
なこ だあれ？」制作
（成果・課題等）
目標を達成し、長崎の魚を市民
や観光客へ提供できる体制を整備
することができた。しかしながら、観
光客の長崎市で魚料理を食べた
割合は前年度を下回っており（平
成29年度：37.4％→平成30年度：
34.5％）、今後は店舗への誘客の
強化が課題となる。
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個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
「長崎和牛・出島ばらいろ」ブランド強化事業
【水産農林政策課】
【C7-2へ再掲】

【個別施策コード：C7-1】
区分

平成29年度

平成30年度

実施年度

継続

成果指標

「長崎和牛・出島ばらいろ」の販売額[暦年]

目標値

14.0 億円

14.1 億円

実績値

15.7 億円

16.9 億円

（事業目的）
達成率
112.1 ％
119.9 ％
ＪA長崎せいひの独自ブランド「長崎和牛・出
1,000,000 円
1,000,000 円
島ばらいろ」のブランド化の確立に向けた取組 決算（見込）額
みを強化し、消費拡大を図るとともに、生産者
「出島ばらいろ」（枝肉）の販売額 「出島ばらいろ」（枝肉）の販売額
の所得向上及び地域活性化につなげる。
が増加することで、消費拡大が図 が増加することで、消費拡大が図
られることから、年間販売額を成果 られることから、年間販売額を成果
（事業概要）
成果指標及 指標とした。
指標とした。
・取扱い店舗の定着化
び目標値の 基準値13.9億円（平成26年度）か 基準値13.9億円（平成26年度）か
・観光客に対する情報発信の強化
説明
ら令和2年度に14.2億円とする目標 ら令和2年度に14.29億円とする目
値を設定しており、平成29年度は 標値を設定しており、平成30年度
は14.1億円を目標値とした。
14.0億円を目標値とした。

2

（取組実績）
・取扱い店舗の定着化
常時取扱い店舗の開拓
フェア等の実施に対する支援
・観光客に対する情報発信の強化
マスメディアやイベント等による
PR
長崎駅におけるPR看板の設置及
びグルメガイドの配布 等

（取組実績）
・取扱い店舗の定着化
常時取扱い店舗の開拓
フェア等の実施に対する支援
マスメディアやイベント等による
PR
・観光客に対する情報発信の強化
長崎駅におけるPR看板の設置及
びグルメガイドのリニューアル版の
作成及び配布 等

（成果・課題等）
市内で常時食べられる飲食店が （成果・課題等）
取組実績
拡大するとともに（平成28年度：14
市内で常時食べられる飲食店が
、成果・課題
店舗→平成29年度：18店舗）、ふる 拡大するとともに（平成29年度：18
等
さと納税における「出島ばらいろ」 店舗→平成30年度：20店舗）、ふる
に関連する返礼品の品目数及び さと納税における「出島ばらいろ」
金額が拡大する（平成28年度：11 に関連する返礼品の品目数及び
品目、約960万円→平成29年度： 金額が拡大する（平成29年度：21
21品目、約1,548万円）等の成果が 品目、約1,548万円→平成30年度：
あり、目標も達成しているが、観光 43品目、約2,170万円）等の成果が
客に対する認知度は5.2％と非常 あり、目標も達成しているが、観光
に低い状況であるため、観光客に 客に対する認知度は7.5％と非常
対する情報発信を更に強化する必 に低い状況であるため、観光客に
要がある。
対する情報発信を更に強化する必
要がある。
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個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
水産物首都圏展示商談会支援費

【個別施策コード：C7-1】
区分

平成29年度

平成30年度

実施年度

継続

成果指標

商談成約額

【水産振興課】

目標値
100,786 千円
103,810 千円
（事業目的）
実績値
101,640 千円
109,800 千円
大規模な展示商談会への単独出展が困難な
事業者に対する商談の機会を創出するととも
達成率
100.8 ％
105.8 ％
に、効率よくPRを行うことで、長崎の水産物の
1,169,292 円
1,139,225 円
知名度の向上に努める。また、継続して参加す 決算（見込）額
ることで、バイヤーとの密接な関係を確立し、
水産物首都圏展示商談会での実 水産物首都圏展示商談会での実
商談を優位に進めながら、市場ニーズの把握
行委員会の商談成約額を成果指 行委員会の商談成約額を成果指
や関係団体との情報交換を行い、出展者の販
標とした。
標とした。
成果指標及 基準値95,000千円（平成27年度
売力の強化を図る。
基準値95,000千円（平成27年度
び目標値の 実績）から毎年度3％増を目標とす 実績）から毎年度3％増を目標とし
説明
（事業概要）
る。平成29年度末時点は100,786 ており、平成30年度末時点は
水産物の販路拡大を図り、水産加工業者等
千円としている。
103,810千円としている。
の経営安定化に資するため、事業者が行う販
3 売促進事業等の経費の一部を助成するもの。
（取組実績）
（取組実績）
業界5団体で組織された実行委
業界5団体で組織された実行委
員会が出展した水産物首都圏展 員会が出展した水産物首都圏展
示商談会にかかる経費の一部を 示商談会にかかる経費を支援し
助成した。
た。
（成果・課題等）
展示商品のうち、特に、他都市に
取組実績 ないハトシ等の長崎独自の商品へ
、成果・課題 の評価・関心が高く、継続的な出
等
展により成約額は伸びてきている
が、首都圏での知名度が高いとは
言えない。
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（成果・課題等）
長崎の魚への注目は高く、量販
バイヤーにハトシ、からすみ等の
長崎独自の商品をPRすることで、
他都市のスーパーでの「長崎フェ
ア」開催につながった。
・あごだしブームにより「無添加あ
ごだし」に高い評価が得られた。
・継続的な出展により成約額は伸
びてきているが、首都圏での知名
度が高いとは言えない。

個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
ながさきの「食」推進事業
【水産農林政策課】
【C7-2、C7-3へ再掲】

【個別施策コード：C7-1】
区分

平成29年度

平成30年度

実施年度

継続

成果指標

市内農水産物直売所の売上額

目標値

31.2 億円

31.4 億円

実績値

29.0 億円

28.8 億円

（事業目的）
達成率
92.9 ％
ながさきの「食」と食文化の魅力を発信し、地
5,729,217 円
元農水産物の消費拡大を図るとともに、地産地 決算（見込）額
消や食育を推進する。
生産者と直結した農水産物直売
所の販売額が増加することで、地
（事業概要）
元農水産物の消費拡大が図られ
・ながさきの「食」PR
ると考えられるため、市内農水産
ホームページやSNS等を活用した地元農水
成果指標及 物直売所の売上額を成果指標とし
産物の情報の発信
び目標値の た。
・ながさきの「食」消費拡大・魅力発信イベント
説明
基準値30.7億円（平成26年度）か
長崎「食」の博覧会等の開催による長崎の食
ら令和2年度に31.8億円とする目標
材や食文化の発信
値を設定しており、平成29年度は
・食育の推進
31.2億円を目標値とした。
「食卓の日」賛同団体等と連携した食育の推
4 進。
（取組実績）
・農水産物直売所への支援等
・ホームページやメールマガジンに
農水産物直売所のイベントや取組みのPR支
よる直売所情報の発信
援等
・直売イベントの開催・支援

91.7 ％
2,364,024 円
生産者と直結した農水産物直売
所の販売額が増加することで、地
元農水産物の消費拡大が図られ
ると考えられるため、市内農水産
物直売所の売上額を成果指標とし
た。
基準値30.7億(平成26年度)から
令和2年度に31.8億とする目標値を
設定しており、平成30年度は31.4
億円を目標値とした。
（取組実績）
・ホームページによる直売所情報
の発信
・直売イベントの開催・支援
・「バイヤーズガイドブック」の制作

・ながさきの「食」広告宣伝事業に
おける直売所や生産者のＰＲの実
施
・ガイドブック「直売所めぐり」の制
作
（成果・課題等）
台風等による農作物被害や、生
取組実績
産者の高齢化による出荷物の減
、成果・課題 （成果・課題等）
日照不足などの気象の影響や、 少等に伴い、多くの直売所で売上
等
生産者の高齢化による出荷物の が減少した。ホームページにより農
減少等に伴い、多くの直売所で売 水産物直売所のPRを行ったが、幅
上が減少した。メールマガジンや 広い年齢層に対するPRが不足して
ホームページなどにより農水産物 いるため、SNSによる情報発信を
直売所のPRを行ったが、幅広い年 行い若年層をはじめ、より幅広い
齢層に対するPRが不足しているた 年齢層に対するPRを強化する。
め、高齢者や若年層などに対する
PRを強化する。
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個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
ながさき実り・恵みの感謝祭共催費負担金
【水産農林政策課】
（事業目的）
市内産農水産物の地元による消費拡大を図
り、本市農水産業の維持・振興に寄与すること
を目的とする。

【個別施策コード：C7-1】
区分

平成29年度

実施年度

継続

成果指標

来場者数

目標値

35,000 人

35,000 人

実績値

34,000 人

45,000 人

達成率

97.1 ％

128.6 ％

1,750,000 円

1,750,000 円

市内の生産団体や直売所等が
一会場に集まり、市内産農水産物
及び加工品のＰＲ販売を実施する
成果指標及 イベントであるため、来場者数を成
び目標値の 果指標とした。
説明
市単独開催時の実績から35,000
人を目標値とした。

市内の生産団体や直売所等が
一会場に集まり、市内産農水産物
及び加工品のＰＲ販売を実施する
イベントであるため、来場者数を成
果指標とした。
市単独開催時の実績から35,000
人を目標値とした。

決算（見込）額

（事業概要）
市内産の農水産物の直売などのイベントを開
催する。

5

平成30年度

（取組実績）
農水産物のＰＲ・販売、かき焼き
コーナー、お楽しみ抽選会、縁日
コーナー、ステージイベントほか
（成果・課題等）
同時開催の関連イベントと連携
し、イベントの相互ＰＲを行い、来場
取組実績 者及び販売額ともに微増した。しか
、成果・課題 し、成果指標の目標値は達成して
いないことから今後とも、事前周知
等
を強化するとともに、イベント内容
の充実を図ることで、来場者数の
増加、農水産物の消費拡大につな
げる。
・販売額 平成28年度 約350万円
平成29年度 約370万円
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（取組実績）
農水産物のＰＲ・販売、かき焼き
コーナー、お楽しみ抽選会、縁日
コーナー、ステージイベントほか
（成果・課題等）
同時開催の関連イベントと連携
し、イベントの相互ＰＲを行い、来場
者が増加し、成果指標を達成する
ことができた。しかし、出店者の販
売額は昨年度とほぼ同額となっ
た。今後は、共同開催する他のイ
ベントとの連携を強化し、イベント
内容の充実を図ることで、農水産
物の消費拡大につなげる。
・販売額 平成29年度 約370万円
平成30年度 約370万円

令和元年度 個別施策評価シート
個別施策

C7-2

長崎ならではの食材や食文化の魅力を発信します
対

施策の目的
（対象と意図）

象

意

ながさきの食材や食文化が

図

市内外で認知度を高めている。

個別施策主管課名 水産農林政策課

所属長名 岩永 桂

平成30年度の取組概要
①長崎ならではの食材や食文化の情報発信
・（一社）長崎県調理師協会と連携し、長崎ならではの食材や長崎の食文化の魅力を市民や観光客にＰＲするた
め、JR長崎駅かもめ広場において、長崎「食」の博覧会を開催した。
・NPO法人長崎の食文化を推進する会と連携し、「長崎和牛・出島ばらいろ」、「長崎の魚」、「ゆうこう」をテーマとし
た長崎「食」の晩餐会を実施した。
・地産地消を推進するカフェやレストラン等で組織する「長崎カフェ＆スイーツ」が主体となり、旬のフルーツ（びわ・
いちご・ゆうこう）を使ったスイーツを提供するイベント「スイーツフェスタ」の支援を行った。
・ながさき伝統野菜（長崎白菜、辻田白菜、長崎赤かぶ、紅大根）を継承するため、学校給食会や学校給食協力
会、生産団体と連携し、市内小中学校の学校給食への導入を推進した。
・ホームページやSNSなどを活用して、長崎の食に関し、幅広い世代に情報発信を行った。
②重点品目の情報発信
・長崎市を訪れる観光客に「長崎市＝魚が美味しいまち」というイメージを与え、魚を食べたくなるようなプロモー
ション動画を制作し、帰省シーズンと、長崎ランタンフェスティバルの時期に合わせて、羽田空港長崎線待合スペー
ス及び長崎駅かもめ広場で放映した。【C7-1から再掲】
・生産者、流通・加工業者、料理店、観光業、消費者で組織する「長崎の魚PR・おもてなしアクションチーム」と連携
し、「旬の魚」及び、新・ご当地グルメ「長崎そっぷ」「サバサンド」「ド・ロさま海鮮パスタ」の情報発信を行うとともに、
提供店舗の拡大などの取組みを行った。【C7-1から再掲】
・「出島ばらいろ」については、ＪＡ、生産者、市で組織する「長崎和牛・出島ばらいろ」消費拡大実行委員会におい
て、市内の常時取扱い店舗の定着化を図るため、常時取扱い店舗の開拓、フェア等の実施に対する支援、マスメ
ディアやイベント等によるPRなどを行った。また、観光客に対する情報発信を強化するため、長崎駅に「出島ばらい
ろ」PR看板を設置し、リニューアルした「出島ばらいろ」グルメガイドを配布した。【C7-1から再掲】
・「なつたより」については、JA、生産者、市、県で組織する「長崎びわ産地活性化推進協議会」において、「長崎び
わ」の品質の高さを消費者に向けてPRするイベントを開催した。【C7-1から再掲】
・長崎の「スキ（好き）」を発信する取組み「長崎LOVERS」において、「長崎出島ばらいろLOVERS」と「長崎なつたよ
りLOVERS」として、「出島ばらいろ」と「なつたより」の情報発信が行われた。
③ふるさと納税を活用した魅力発信と消費拡大
・商工部と連携して、謝礼品（農畜産品）を取り扱う事業所訪問などを行うとともに、首都圏で開催されている同窓
会で出島ばらいろの試食会などを実施し、出島ばらいろの魅力を発信した。【Ｃ7-1から再掲】

成 果 指 標
指

標

名

市内産農産物の市民認
知度

市内産水産物の市民認
知度

※「⇧」は目標値を上回ることが望ましい指標、「⇩」は目標値を下回ることが望ましい指標
基準値
（時期）
76.7％
（26年度）

83.6％
（26年度）

区 分

⇧
⇧

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

目標値

82.3

83.3

84.3

実績値

80.3

80.6

81.1

達成率

97.6%

96.8%

96.2%

目標値

84.9

85.5

86.1

実績値

87.4

85.7

85.5

達成率

102.9%

100.2%

99.3%
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R元

Ｒ2

85.3

86.3

86.8

87.4

観光客を対象とした調
査における「びわ」の認
知度

43.7％
（26年度）

観光客を対象とした調
査における「長崎和牛・
出島ばらいろ」の認知度

12.2％
（26年度）

観光客を対象とした調
査における「魚」の認知
度

37.1％
（26年度）

⇧
⇧
⇧

目標値

47.7

49.7

51.7

実績値

37.1

37.3

31.1

達成率

77.8%

75.1%

60.2%

目標値

16.2

18.2

20.2

実績値

6.5

5.2

7.5

達成率

40.1%

28.6%

37.1%

目標値

41.1

43.1

45.1

実績値

55.8

56.1

52.1

達成率

135.8%

130.2%

115.5%

53.7

55.7

22.2

24.2

47.1

49.1

評価（成果と効果）
取組みによる成果

5年後にめざす姿に対する効果

①長崎ならではの食材や食文化の情報発信
・食に関わる民間団体との連携や、ホームページ、ＳＮ
長崎内産農水産物の市民認知度が、８割を超える高水
Ｓ等を活用した情報発信に通年取り組んだ結果、市内産 準を維持している。
の農産物及び水産物の市民認知度はいずれも80％を超
えた。
②重点品目の情報発信
・日本語版（1分42秒、30秒、15秒（2パターン））と英語字
幕版（1分42秒）の「長崎の魚」プロモーション動画を制作
し、帰省シーズンやランタンフェスティバルに合せて、羽田
空港長崎線待合スペースで２か月間、長崎駅かもの広場
で２週間放映するとともに、「新・ご当地グルメ」について
は、誕生2周年イベントの実施に合わせてSNS広告
（Instagram閲覧回数25万回超）と、店舗誘導型キャン
ペーン（応募者151名）等の取組みを実施したことで、観
光客の「長崎の魚」の認知度が昨年度に引き続き５割を
超える結果となった。【C7-1から再掲】
※観光客の「長崎の魚」の認知度 （平成29年度：56.1％
→平成30年度：52.1％）
・「出島ばらいろ」については、市内で常時食べられる飲
食店を拡大し、新たな顧客獲得につなげた。【C7-1から
再掲】
※「出島ばらいろ」市内常時取扱い飲食店 （平成29年
度：18店舗→平成30年度：20店舗）
・「なつたより」については、品質の高さを消費者に向け
てPRするイベントを毎年５月に開催した。【C7-1から再
掲】

「長崎の魚」プロモーション動画の放映や、SNS広告の
実施によって、「長崎の魚」の認知度を維持することがで
き、キャンペーン実施や提供店舗数の募集によって、長
崎の魚を市民や観光客へ提供できる体制を整備すること
ができた。【C7-1から再掲】

「出島ばらいろ」を常時食べられる飲食店を増加させる
ことで、消費者に対する知名度向上と、消費の拡大につ
なげることができた。【C7-1から再掲】
「なつたより」等の品質の高さを、市内外へ発信すること
ができ、今後の販売拡大が期待される。【C7-1から再掲】

③ふるさと納税を活用した魅力発信と消費拡大
・ふるさと納税における謝礼品の品目数を増やすととも
ふるさと納税の謝礼品として、市内の特産農水産物を
に、首都圏での情報発信強化などにより、ふるさと納税の 取扱うことにより、市外の消費者へのPRと消費拡大につ
謝礼品となっている農水産物を多くの寄附者へ返礼する なげることができた。 【C7-1から再掲】
ことで、需要拡大につなげるとともに、新たな販路開拓の
きっかけづくりを行った。【C7-1から再掲】
※ふるさと納税に係る取扱い品目数及び販売金額
「長崎の魚」（平成29年度：63品目、約6,135万円→平成30
年度：70品目、約9,562万円）
「出島ばらいろ」（平成29年度：21品目、約1,548万円→平
成30年度：43品目、約2,170万円）
「なつたより」（平成29年度：２品目、93万円→平成30年
度：３品目、約125万円）
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評価（問題点とその要因）
5年後にめざす姿に対する問題点

問題点の要因

①長崎ならではの食材や食文化の情報発信
・市内産水産物の市民認知度は85.5％、市内産農産物 水産物及び農産物ともに、８割を超す高い水準で推移し
の市民認知度は81.1％で、目標値を若干下回った。
ているものの、水産物については、ハモ、モズク、ハマチ
の認知度が70％とやや低調であること、農産物につてい
は、天候不良等により直売所における地元農産物の品薄
状態が続いたことが、要因と考えられる。
②重点品目の情報発信
・観光客の「長崎の魚」の認知度は５割以上を維持して
いるものの、観光客の長崎市で魚料理（鯨料理含む）を
食べた（食べる予定の）割合は減少しており、長崎で魚を
消費するための取組みが不足している。【C7-1から再掲】
※観光客の長崎市で魚料理を食べた（食べる予定の）
割合 （平成29年度：31.7％→平成30年度：29.4％）
※観光客の長崎市で鯨料理を食べた（食べる予定の）
割合 （平成29年度：5.7％→平成30年度：5.1％）
・新・ご当地グルメについては、市民認知度は少しずつ
アップしているものの、1店舗当たり1日3食提供の目標を
達成できていない。【C7-1から再掲】

着地情報として長崎駅、観光施設等に設置しているガイ
ドブック「魚の美味しいまち長崎」は好評で、追加依頼の
あるものの、制作部数が不足し、追加依頼に対応ができ
ていない。【C7-1から再掲】

新・ご当地グルメのうち「長崎そっぷ」は名称から料理の
イメージが定着しなかったこと、販売価格が高価となり
「長崎の魚を気軽に味わう」というコンセプトから離れてい
ることが要因と考えられる。また、「ド・ロさま海鮮パスタ」
は提供エリアを外海地区のみであるうえ、予約制のため
・「出島ばらいろ」の認知度については、市民認知度が 提供数が伸びない。【C7-1から再掲】
90％以上あるが、観光客に対する認知度は7.5％と非常
「出島ばらいろ」の流通量が少ないため、市外への流通
に低い状況であり、観光客へのPRが不足している。【C7- や、確実な入荷が必要なホテル等での使用が困難であ
1から再掲】
り、観光客等へ向けた情報発信力が弱い。【C7-1から再
・「なつたより」については、市場関係者やバイヤーに対 掲】
する評価は年々高まっているものの、消費者に対して価
「なつたより」のプレミアム感を伝える取組み及び、一度
格に見合うブランドイメージが十分に伝わっていない。
手に取って味わってもらうための工夫が不足している。
【C7-1から再掲】
【C7-1から再掲】

今後の取組方針
①長崎ならではの食材や食文化の情報発信
・長崎「食」の博覧会や、長崎「食」の晩餐会、「スイーツフェスタ」など、食に関わる民間団体の主体的な取組みに
ついては、引き続き生産者と食の提供者などとのマッチングやPRなどの支援を行い、連携して長崎の「食」の効果的
な情報発信につなげる。
・広報ながさきや、ホームページを活用し、レシピや産地の歴史、文化を含めた情報発信を継続する。
②重点品目の情報発信
・「長崎の魚」については、魚の美味しいまち長崎ガイドブックの発行部数を増やし、市内ホテルや観光施設等に設
置することで、観光客等を店舗へ誘導し、消費拡大を図る。【C7-1から再掲】
・平成30年度に制作したプロモーション動画を年間を通じて羽田空港待合スペースで放映する。【C7-1から再掲】
・「出島ばらいろ」については、既存の常時取扱い店舗が行うキャンペーン等について引続き支援を行うとともに、
市内のホテル等に対する訪問や支援を強化することで、ホテル等での常時取扱いを図る。【C7-1から再掲】
・「なつたより」については、JAや長崎びわ産地活性化推進協議会を主体として、有利販売戦略（販売キャンペーン
の拡大やホームページの活用）を継続的に実施する。【C7-1から再掲】
③ふるさと納税との連携
・引き続き、商工部と連携した事業所訪問の実施により、謝礼品（農水産物）の充実を図るとともに、首都圏開催の
同窓会等にて試食会を行うなど、長崎市で生産されている農水産物の魅力を寄附者へ伝えることで、返礼品の増加
を図り、更なる農水産物の需要拡大をめざす。【C7-1から再掲】
④DMOとの連携
・平成30年3月に、長崎国際観光コンベンション協会が日本版DMOに登録され、長崎市らしいDMO「長崎市版
DMO」の形成・確立が加速される。これまで不十分であったマーケティングや民間的な手法をプロモーションに取り組
む長崎市版DMOと連携し、新たな販路や消費の拡大を図る。【C7-1から再掲】
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個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
「長崎のおさかな」PR・おもてなし事業
【水産農林政策課】
【C7-1から再掲】

【個別施策コード：C7-2】
区分

平成29年度

平成30年度

実施年度

継続

成果指標

観光客を対象とした「魚」の認知度

目標値

43.1 ％

45.1 ％

実績値

56.1 ％

52.1 ％

（事業目的）
達成率
130.2 ％
115.5 ％
長崎は全国２位の漁獲量を有し、魚種の豊富
10,326,647 円
12,310,623 円
さでは全国１位と言われている。長崎の資源で 決算（見込）額
ある魚の魅力を磨き、市内外へPRを行うととも
観光客の認知度が向上すること
観光客の認知度が向上すること
に、四季折々の魚を市民や観光客へ提供でき
で、「長崎の魚」に対する認知度が で、「長崎の魚」に対する認知度が
る体制を整備し、長崎の魚の消費拡大を図る。
高まっていると考えられるため、観 高まっていると考えられるため、観
光客を対象とした「魚」の認知度を 光客を対象とした「魚」の認知度を
（事業概要）
成果指標及 成果指標とした。
成果指標とした。
①旬の魚でおもてなし
び目標値の 基準値37.1％（平成26年度）から 基準値37.1％（平成26年度）から
四季折々の旬の魚料理を提供するとともに、
説明
令和2年度に49.1％とする目標値を 令和2年度に49.1％とする目標値を
魚の美味しいまち長崎の魅力を各種広報ツー
設定しており、平成29年度は
設定しており、平成30年度は
ルを通じて発信。
43.1％を目標とした。
45.1％を目標とした。
②ご当地グルメでおもてなし
長崎の魚を使った新・ご当地グルメを開発し、
平成28年10月から提供を開始するとともに、各
（取組実績）
（取組実績）
種広報ツールやイベントなどを通じて発信。
①旬の魚でおもてなし
①旬の魚でおもてなし
③鯨のまち長崎PR
季節毎の「旬の魚」をテーマとし
タウン情報誌で「旬の魚」から１種
長崎に深く根付いている「鯨食文化」の継承と
たホームページコーナーの更新
ずつ計4回、生産者からの紹介とそ
発信を目的に、料理フェアや料理教室などを実
②ご当地グルメでおもてなし
の魚を食べられる提供店舗を紹介
施。
新・ご当地グルメの提供店の募
「魚のまち長崎」のイメージアップ
④魚食普及の推進
集、提供
のためのプロモーション動画を制
魚のまち長崎応援女子会と連携し、魚食普及
試食会の開催やイベントでの販 作、羽田空港長崎線待合スペース
の取組みを実施。
売（長崎帆船まつり新鮮市、長崎さ やJR長崎駅かもめビジョンで放映
かな祭り、実り恵みの感謝祭等）
「魚の美味しいまち長崎」HP誘導
旅行雑誌、ホームページ、マスメ カードを制作、市内ホテル100店舗
ディア等での情報発信
へ配布
店舗への誘導を図るキャンペー ②ご当地グルメでおもてなし
1
ンの実施（2回）
「長崎そっぷ」提供店舗への誘導
レシピカードの制作
を図るキャンペーンの実施（1回）
③鯨のまち長崎PR
新・ご当地グルメ誕生2周年と「長
今昔くじら料理フェア開催
崎そっぷ」キャンペーンに合わせて
市内小学校における鯨料理教室 SNS広告を実施
の開催（1校）
試食会の開催やイベントでの販
夏休みの親子を対象とした「くじら 売（長崎帆船まつり新鮮市、長崎さ
食文化教室」の開催
かな祭り、実り恵みの感謝祭等）
④魚食普及の推進
交通広告やホームページ等での
取組実績
魚の離乳食レシピ「フィッシュス 情報発信
、成果・課題 タート」を4か月児健診時に配布
③鯨のまち長崎PR
等
魚の離乳食レシピ「フィッシュス
今昔くじら料理フェア開催
タート」増刷
市内小学校における鯨料理教室
魚料理教室開催 2回
の開催（1校）
夏休みの親子を対象とした「くじら
（成果・課題等）
食文化教室」の開催
目標は達成したが、観光客の長 ④魚食普及の推進
崎市で魚料理を食べた割合は前
魚の離乳食レシピ「フィッシュス
年度を下回っている（平成28年度： タート」を4か月児健診時に配布
40.7％→平成29年度：37.4％）。ま
魚の離乳食レシピ「フィッシュス
た、新・ご当地グルメについても、 タート」調理動画作成
実際に食べられている割合が低い 長崎の魚の絵本「おさかな すき
状況であり、特に、市民への定着 なこ だあれ？」制作
を図る取組みが不足している。
（成果・課題等）
目標は達成したが、観光客の長
崎市で魚料理を食べた割合は前
年度を下回っており（平成29年度：
37.4％→平成30年度：34.5％）、今
後は認知から消費拡大へつなげる
仕組みづくりが課題となる。
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個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
「長崎和牛・出島ばらいろ」ブランド強化事業
【水産農林政策課】
【C7-1から再掲】

【個別施策コード：C7-2】
区分

平成29年度

平成30年度

実施年度

継続

成果指標

観光客を対象とした「長崎和牛・出島ばらいろ」の認知度

目標値

18.2 ％

20.2 ％

実績値

5.2 ％

7.5 ％

（事業目的）
達成率
28.6 ％
37.1 ％
ＪA長崎せいひの独自ブランド「長崎和牛・出
1,000,000 円
1,000,000 円
島ばらいろ」のブランド化の確立に向けた取組 決算（見込）額
みを強化し、消費拡大を図るとともに、生産者
観光客の認知度が向上すること
観光客の認知度が向上すること
の所得向上及び地域活性化につなげる。
で、「長崎和牛・出島ばらいろ」に対 で、「長崎和牛・出島ばらいろ」に対
する認知度が高まっていると考え する認知度が高まっていると考え
（事業概要）
られるため、観光客を対象とした られるため、観光客を対象とした
・取扱い店舗の定着化
成果指標及 「長崎和牛・出島ばらいろ」の認知 「長崎和牛・出島ばらいろ」の認知
・観光客に対する情報発信の強化
び目標値の 度を成果指標とした。
度を成果指標とした。
説明
基準値12.2％（平成26年度）から 基準値12.2％（平成26年度）から
令和2年度に24.2％とする目標値を 令和2年度に24.2％とする目標値を
設定しており、平成29年度は
設定しており、平成30年度は
18.2％を目標とした。
20.2％を目標とした。

2

（取組実績）
・取扱い店舗の定着化
常時取扱い店舗の開拓
フェア等の実施に対する支援
・観光客に対する情報発信の強化
マスメディアやイベント等による
PR
長崎駅におけるPR看板の設置及
びグルメガイドの配布 等
（成果・課題等）
市内で常時食べられる飲食店が
取組実績 拡大するとともに（平成28年度：14
、成果・課題 店舗→平成29年度：18店舗）、ふる
等
さと納税における「出島ばらいろ」
に関連する返礼品の品目数及び
金額が拡大する（平成28年度：11
品目、約960万円→平成29年度：
21品目、約1,548万円）等の成果が
あり、目標も達成しているが、観光
客に対する認知度は5.2％と非常
に低い状況であるため、観光客に
対する情報発信を更に強化する必
要がある。
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（取組実績）
・取扱い店舗の定着化
常時取扱い店舗の開拓
フェア等の実施に対する支援
・観光客に対する情報発信の強化
マスメディアやイベント等による
PR
長崎駅におけるPR看板の設置及
びグルメガイドのリニューアル版の
作成及び配布 等
（成果・課題等）
市内で常時食べられる飲食店が
拡大するとともに（平成29年度：18
店舗→平成30年度：20店舗）、ふる
さと納税における「出島ばらいろ」
に関連する返礼品の品目数及び
金額が拡大する（平成29年度：21
品目、約1,548万円→平成30年度：
43品目、約2,170万円）等の成果が
あり、目標も達成しているが、観光
客に対する認知度は7.5％と非常
に低い状況であるため、観光客に
対する情報発信を更に強化する必
要がある。

個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
ながさきの「食」推進事業

【個別施策コード：C7-2】
区分

平成29年度

実施年度

継続

成果指標

市内産農水産物の市民認知度

【水産農林政策課】
【C7-1から再掲】
（事業目的）
ながさきの「食」と食文化の魅力を発信し、地
元農水産物の消費拡大を図るとともに、地産地
消や食育を推進する。

平成30年度

目標値

実績値

農産物 83.3 ％

農産物 84.3 ％

水産物 85.5 ％

水産物 86.1 ％

農産物 80.6 ％

農産物 81.1 ％

水産物 85.7 ％

水産物 85.5 ％

農産物 96.8 ％
達成率
（事業概要）
水産物 100.2 ％
・ながさきの「食」PR
ホームページやSNS等を活用した地元農水 決算（見込）額
5,729,217 円
産物の情報の発信
市内産農水産物の認知度が向
・ながさきの「食」消費拡大・魅力発信イベント
上することで、長崎の食材や食文
長崎「食」の博覧会等の開催による長崎の
化に対する認知度が高まっている
食材や食文化の発信
と考えられるため、市内産農水産
・食育の推進
物の市民認知度を成果指標とし
「食卓の日」賛同団体等と連携した食育の
た。
推進
農産物については、平成32年度
・農水産物直売所への支援等
の目標値を80.3％としていたが、平
農水産物直売所のイベントや取組みのPR支
成27年度実績値が81.3％と上回っ
援等
成果指標及 たため、長崎市農業振興計画（後
び目標値の 期計画）策定時に、基準値81.3％
説明
（平成27年度）から令和2年度に

3

農産物 96.2 ％
水産物 99.3 ％
2,364,024 円

市内産農水産物の認知度が向
上することで、長崎の食材や食文
化に対する認知度が高まっている
と考えられるため、市内産農水産
物の市民認知度を成果指標とし
た。
農産物については、令和2年度の
目標値を80.3％としていたが、平成
27年度実績値が81.3％と上回った
ため、長崎市農業振興計画（後期
計画）策定時に、基準値81.3％（平
成27年度）から令和2年度に86.3％
86.3％とする目標値に設定し直し とする目標値に設定し直しており、
ており、水産物については、平成 水産物については、令和2年度の
32年度の目標値を過去3年間の最 目標値を過去3年間の最高値の
高値の87.4％（平成25年度）と設定 87.4％（平成25年度）と設定してお
しており、平成29年度は農産物
り、平成30年度は農産物84.3％、
83.3％、水産物85.5％を目標とし
水産物86.1％を目標とした。
た。

（取組実績）
長崎「食」の博覧会の開催
70,000人
ながさきの「食」広告宣伝事業
・特集 11回
・料理コーナー 3回
・イベントＰＲ 15回
・15秒ＣＭ 80回
・ときめきバザールでのＰＲ4回
・ながさきプレスでの情報掲載３
回
・ＮＢＣまつりでのＰＲ
取組実績
・天気フィラー3か月
、成果・課題 ・ラジオ2回
等
「食卓の日」サービスランチの提
供 12回
（成果・課題等）
テレビやインターネット等を活用し
た情報発信において、PR品目を重
点的に取り組んでいる「出島ばらい
ろ」と「長崎の魚を使った新・ご当地
グルメ」に絞り込むとともに、各情
報媒体の連動により、効果的な情
報発信を行った。
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（取組実績）
長崎「食」の博覧会の開催 70,000
人
「食卓の日」サービスランチの提供
12回
SNSによる情報発信
・ツイッター 80回
・フェイスブック 32回
・インスタグラム 36回
（成果・課題等）
ホームページやＳＮＳを活用した情
報発信を通年行うとともに、生産者
や食の提供者が主体的に行う取組
みのＰＲを支援した。

令和元年度 個別施策評価シート
個別施策

C7-3

食育体験を推進し、食に対する意識の醸成を図ります
対

施策の目的
（対象と意図）

象

意

市民が

図

農業・水産業への理解を深めている。

個別施策主管課名 水産農林政策課

所属長名 岩永 桂

平成30年度の取組概要
①「食卓の日」の推進
・食の大切さや家族の絆を深めることを目的とした毎月19日の「食卓の日（※）」の推進については、引き続き賛同
団体との共催で料理教室を開催した。
・「食卓の日」を効果的にＰＲするため、市民に身近なスーパーなどの賛同団体と連携し、チラシに「食卓の日」や地
産地消レシピを掲載した。
・多くの市民に「食卓の日」を認知してもらうため、市役所食堂と連携し、「食卓の日サービスランチ」を提供した。
②グリーンツーリズムの推進
・グリーンツーリズムを推進するため、各団体の活動支援や夏休み期間中の「グリーンツーリズムサマー」の実施、
広報誌への掲載、体験ガイドブック5,000冊作成などによりPRに努めた。
・子ども農山漁村交流体験事業により、長崎市内の小・中学生あわせて7校216人がツーリズム団体の体験プログ
ラムに参加した。さらに、長崎グリーンツーリズム誘客推進事業によりバスツアー等を実施した。
・平成30年11月21日、22日に開催された「全国グリーンツーリズム・ネットワーク長崎大会」に参加し、全国のグリー
ンツーリズムの取組みについて学んだ。
・人材育成や組織継続を図るため、連絡会議等を実施するとともに、県などが主催する研修会等の周知を行った。
※「食卓の日」とは、国の食育推進基本計画に定められた食育の日（毎月19日）を、長崎市では「食卓の日」とし、地
元産の旬の食材を使った料理を並べた食卓を家族で囲み、家族団らんの中で地産地消などについて家庭から浸透
を図る取組みを行っている。

成 果 指 標
指

標

名

グリーンツーリズム体験
プログラムの参加者数

※「⇧」は目標値を上回ることが望ましい指標、「⇩」は目標値を下回ることが望ましい指標
基準値
（時期）
6,315人
（26年度）

区 分

⇧

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

目標値

11,760

11,820

11,880

実績値

12,416

11,127

12,383

達成率

105.6%

94.1%

104.2%
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R元
11,940

Ｒ2
12,000

評価（成果と効果）
取組みによる成果

5年後にめざす姿に対する効果

①「食卓の日」の推進
・「長崎和牛・出島ばらいろ」や「長崎の魚」、地元農水産 料理教室の開催や「食卓の日サービスランチ」の提供に
物を使用した料理教室を開催し（計６回開催）、94人の参 より、広く市民に毎月19日の食卓の日のＰＲができた。
加があった。
・スーパーのチラシへの掲載や直売所独自の「食卓の
日」イベントでのＰＲなど、賛同団体と連携したＰＲを行うこ
とができた。
・市役所食堂と連携し、旬の食材や長崎ならではの食
材を使った「食卓の日サービスランチ」を年間を通して毎
月１回提供した。
※「食卓の日サービスランチ提供数」 （平成29年度：
2,679食→平成30年度：2,349食）
・「食卓の日」の市民認知度は増加したが、実施度は減
少した。
※「食卓の日」の認知度(平成29年度：14.5％→平成30
年度：19.6％)
※「食卓の日」の実施度(平成29年度：37.3%→平成30年
度：25.0%）
②グリーンツーリズムの推進
・団体の活動支援、必要に応じた団体との協議・課題解 団体の活動支援、ＰＲ活動による周知及び団体自らの
決及びＰＲ活動による周知の結果、グリーンツーリズム体 取組みにより、市全体として体験プログラムの参加増加
験プログラムの参加者数が目標値を上回った。
につながった。
・サマー実施のPRチラシ配布により、夏休み期間中の
子どもの参加を促進した。
・ツーリズム団体への新規会員の加入により、組織拡充
が図られた。

評価（問題点とその要因）
5年後にめざす姿に対する問題点

問題点の要因

①「食卓の日」の推進
料理教室には若い年代の参加が少なく、若い年代への
・「食卓の日」の推進については、市民認知度は増加し
たものの実施度が減少しており、効果的な情報発信が十 アプローチが不足している。
分であるとは言えない。
②グリーンツーリズムの推進
・子ども農山漁村交流体験事業を含め、体験プログラム 体験プログラムの中には、天候に左右されるものや広
によっては参加者が減少しているものがある。
報活動が不足しているものがある。

今後の取組方針
①「食卓の日」の推進
・「食卓の日」の推進については、主催団体との連携及び協議を行うとともに、各賛同団体の「食卓の日」に関する
取組み等を広く情報発信し、取組みの充実や賛同団体の増加につなげることで、市民認知度及び実施度の増加を
図る。
②グリーンツーリズムの推進
・グリーンツーリズムに取組む団体への活動支援を継続しつつ、受入れ側のスキルアップによる魅力あるメニュー
提供と、天候によって内容を変更できるプログラムについての検討を行う。
・各団体主催の体験プログラムやイベントについて、広報誌やホームページなど市広報媒体でのさらなるＰＲに努
める。
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個別施策進行管理事業シート
№

事業名・担当課・事業目的・概要

（事業名）
ながさきの「食」推進事業
【水産農林政策課】
【C7-1から再掲】

【個別施策コード：C7-3】
区分

平成29年度

平成30年度

実施年度

継続

成果指標

「食卓の日」の実施度

目標値

33.9 ％

39.3 ％

実績値

37.3 ％

25.0 ％

（事業目的）
達成率
110.0 ％
ながさきの「食」と食文化の魅力を発信し、地
5,729,217 円
元農水産物の消費拡大を図るとともに、地産地 決算（見込）額
消や食育を推進する。
市民アンケートにおける「食卓の
日」の実施度（食卓の日を認知して
（事業概要）
いる者のうち、意識して食卓を囲ん
・ながさきの「食」PR
でいる人の割合）を成果指標とし
成果指標及
ホームページやSNS等を活用した地元農水
び目標値の た。
産物の情報の発信
基準値23.2％（平成27年度）から
説明
・ながさきの「食」消費拡大・魅力発信イベント
令和2年度に50.0％とする目標値を
長崎「食」の博覧会等の開催による長崎の食
設定しており、平成29年度は
材や食文化の発信
33.9％を目標とした。
・食育の推進
1
「食卓の日」賛同団体等と連携した食育の推
（取組実績）
進。
・食卓の日料理教室 150人
・農水産物直売所への支援等
・食卓の日サービスランチの提供
農水産物直売所のイベントや取組みのPR支
4月から3月までの12回
援等
・ポスターや小幟によるＰＲ
・直売所での食卓の日イベントの
開催
・テレビでの告知によるＰＲ
取組実績
（成果・課題等）
、成果・課題
目標値である実施度は増加して
等
いるが、認知度は減少している。
「食卓の日サービスランチ」の取材
の機会は増えているので、引き続
き「食卓の日」に関する取組み等を
広く情報発信し、賛同団体におけ
る取組みの充実や賛同団体の増
加につなげることで、「食卓の日」
の市民認知度及び実施度の増加
を図る。
（事業名）
グリーンツーリズム推進費
【農林振興課】
（事業目的）
農山漁村地域における地域資源を活用し、グ
リーンツーリズム事業を推進・展開することによ
り、交流人口を拡大し、地域の活性化を図る。

63.6 ％
2,364,024 円
市民アンケートにおける「食卓の
日」の実施度（食卓の日を認知して
いる者のうち、意識して食卓を囲ん
でいる人の割合）を成果指標とし
た。
基準値23.2％（平成27年度）から
令和2年度に50.0％とする目標値を
設定しており、平成30年度は
39.3％を目標とした。
（取組実績）
・食卓の日料理教室 94人
・食卓の日サービスランチの提供
4月から3月までの12回
・ポスターや小幟によるＰＲ
・直売所での食卓の日イベントの
開催
（成果・課題等）
実施度は減少したが、認知度は
前年度より増加している。「食卓の
日サービスランチ」「食卓の日料理
教室」ともに取材の機会は増えて
いるため、引き続き「食卓の日」に
関する取組みを、ホームページ、Ｓ
ＮＳを通して幅広く情報発信し、賛
同団体における取組みの充実や
賛同団体の増加につなげること
で、「食卓の日」の市民認知度及び
実施度の増加を図る。

実施年度

継続

成果指標

体験プログラム参加者数

目標値

11,820 人

11,880 人

実績値

11,127 人

12,383 人

達成率

94.1 ％

104.2 ％

決算（見込）額
4,877,122 円
5,985,742 円
（事業概要）
農家民泊体験や農漁業など、ツーリズム体験の参加人数の増加が農
・ツーリズム団体等の地域間連携強化と人材 成果指標及 山漁村の魅力発信の成果と考えられることから、ツーリズム体験の参
育成（連絡会議の開催、研修会等の実施)
び目標値の 加人数を成果指標とした。
・ツーリズム団体への活動支援（事業費補
説明
基準値11,708人（平成27年度実績）から年約60人増を目標とした。
助、体験交流施設・体験民泊施設整備補助金
2 交付）
（取組実績）
（取組実績）
・長崎のグリーンツーリズムPR（体験プログラ
長崎市グリーンツーリズム連絡
長崎市グリーンツーリズム連絡
ム冊子作成、ホームページ運営等）
会議等の開催１回、事業活動支援 会議等の開催１回、事業活動支援
・グリーンツーリズム誘客推進事業の実施
８団体、子ども農山漁村交流体験 ６団体、子ども農山漁村交流体験
（委託先：一般社団法人長崎国際観光コンベン
事業補助５団体（9校264人参加） 事業補助４団体（7校216人参加）
ション協会）
・PR冊子作成7,000部
・PR冊子作成5,000部
取組実績 ・グリーンツーリズム誘客定着推進 ・グリーンツーリズム誘客推進事業
の実施（13ツアー、212人）
、成果・課題 事業の実施（11ツアー、193人）
・グリーンツーリズムサマー2,723人 ・グリーンツーリズムサマー2,540人
等

（成果・課題等）
実践団体の継続的な活動等支援
により、組織の拡充と地域の活性
化につながった。
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（成果・課題等）
体験プログラムの参加者数増加
により、組織の拡充と地域活性化
につながった。
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基本施策の振返りシート
基本施策

C7

地元農水産物を活かして食関連産業を活性化します
主管課： 水産農林政策課
後期基本計画における5年後にめざす姿

対 象
地元農水産物が

個別
施策

意 図
多くの人に認知され、消費の拡大が図られている。

後期基本計画策定時の課題

●生産者、流通・販売業者が一体
C7-1 となった地元農水産物の流通・販
売体制の整備

C7-1

●市内農水産物直売所の連携や
PRの強化

●観光客やビジネス客による地元
農水産物の消費拡大につなげる、
C7-2
市内外への長崎の食材・食文化の
魅力の発信

C7-3

●消費者育成のための食育講座
等の取組み

●農業・漁業の交流体験を通じた、
C7-3 地域農業・漁業の状況と地元農水
産物の周知

後期基本計画期間の取組み

○「長崎の魚PR・おもてなしアクションチーム」（生産者、流通・加
工業者、料理店、観光業、消費者）との連携
○「長崎和牛・出島ばらいろ消費拡大実行委員会」（生産者、農
協）との連携
○「長崎びわ産地活性化推進協議会」（生産者、農協）との連携
○「四季の美味しい魚」、「長崎和牛・出島ばらいろ」、「なつたよ
り」等の取扱い先の拡大
○業界団体等の展示商談会へ出展経費の支援及び、共同出展
○「びわ」「ゆうこう」を使用した新たな商品の開発
○水産練り製品のブランド化及び販路拡大を実施する業界団体
への活動支援
○生産者と消費者を繋げる直売イベントの開催や、直売所が実
施するイベントの開催支援
○インターネットやガイドブックを活用した直売所のPR
○「四季の美味しい魚」、「長崎和牛・出島ばらいろ」、「なつたよ
り」等のイメージ強化
○「四季の美味しい魚」、「長崎和牛・出島ばらいろ」、「なつたよ
り」等の提供店舗のPRや拡大
○長崎の食文化や食材の魅力を発信するイベントの開催
○長崎の旬の食材を使った料理教室の開催
○大人のライフスタイルや、子どもの成長段階に合せた魚食普
及事業の実施
○ツーリズム団体活動等の支援及びＰＲの実施
○子ども農山漁村交流体験やグリーンツーリズム誘客推進事業
の実施

成果と効果
取組みによる成果

5年後にめざす姿に対する効果

募集や訪問によって、四季の美味しい魚提供店（65店）、新 店舗の参加によって、提供する体制が整備され、消費拡
ご当地グルメ（36店）、長崎和牛・出島ばらいろ提供店（20 大につながった。
店）の提供店舗が参加した。
水産物首都圏展示商談会に出展することで、多くの入場者 水産物首都圏展示商談会に継続して参加することにより
に効率よく長崎の水産物の周知が図られた。
バイヤーとの密接な関係が確立され、商談の成立につな
がった。

- 23 -

「びわ」と「ゆうこう」について、土産品として商品化し、市内 長崎市の特産品「びわ」と長崎市固有の柑橘「ゆうこう」の
の土産品を取扱う店舗（17店舗）での販売につながった。 商品開発及び販売により認知度向上につながり、消費拡
「ゆうこう」を使用した開発商品について、「第58回ジャパン 大が期待される。
パッケージングコンペティション」にてパッケージの優秀さが
認められ、経済産業省商務情報政策局長賞を受賞した。
観光客を対象に実施したながさきの食に関するアンケート イベント等を通じて、長崎かんぼこ・長崎おでんをPRする
調査において、お土産品として「長崎かんぼこ」を購入した 機会が増え、認知度向上に寄与した。 【C2-1から再掲】
（購入する予定の）割合が、わずかであるが増加している。
（Ｈ28：4.9％→Ｈ30：6.4％）【C2-1から再掲】
直売イベント「ながさき実り・恵みの感謝祭」及び「長崎帆船 来場者に対し、市内産農水産物のPRや、地産地消に対
まつり 新鮮市」を開催した。平成28年度からの３年間で
する意識の醸成ができた。
273,000人が参加した。
ホームページやプロモーション動画を制作し、観光客に対し
て魚の美味しいまち長崎のPRを実施することで、観光客の
「長崎の魚」の認知度が平成26年度から15％増加し、
52.1％となった。
旬の食材を使った「食卓の日」料理教室を18回開催すると
ともに、魚のまち長崎応援女子会と連携し、魚の離乳食レ
シピ本及び、長崎の魚をテーマにした絵本を制作した。

観光客の「長崎の魚」の認知度が向上し、消費のきっか
けとなった。

食の大切さや望ましい食生活に対する正しい理解と認識
に繋がった。

ツーリズム団体の活動支援及びＰＲの実施、団体自らの取 ツーリズム団体の活動支援やＰＲ及び新規の団体設立・
組みにより、体験プログラムの参加者が平成26年度からほ 会員加入により、体験プログラムのさらなる参加が図られ
ぼ２倍増となった。
ている。

問題点とその要因
5年後にめざす姿に対する問題点

問題点の要因

観光客の長崎市で魚料理を食べた（食べる予定の）割合は ガイドブックの制作部数が不足しており、宿泊施設に設置
減少しており、長崎で魚を消費するための取組みが不足し できていない。
ている。
「出島ばらいろ」の認知度については、市民認知度が90％ 「出島ばらいろ」の流通量が少ないため、市外への流通
以上あるが、観光客に対する認知度は7.5％と非常に低い や、確実な入荷が必要なホテル等での使用が困難であ
状況であり、観光客へのPRが不足している。
り、観光客等へ向けた情報発信力が弱い。
水産物首都圏展示商談会における展示商品のうち、特に、 競争力のある魅力的な商品は多く、バイヤーからの評価
他都市にないハトシ等の長崎独自の商品への評価・関心 は高いが、消費者までその魅力が伝えきれていない。
が高く、継続的な出展により成約額は伸びてきているが、
首都圏での知名度が高いとは言えない。
「びわ」と「ゆうこう」を使った開発商品について、域外への
販路拡大ができていない。

「びわ」と「ゆうこう」を使った商品を製造または販売してい
る事業者は、域外へ販路を広げることが難しい中小・零
細企業がほとんどである。

多くの農水産物直売所で売上が減少し、市内農水産物直 気象災害による農作物被害や、生産者の高齢化により出
売所の売り上げが前年比0.7％減の約28億7,700万円に減 荷物が減少している。
少した。
県外でもＰＲを実施しているものの、長崎かんぼこの認知
度はまだ低く、業界全体の売上増につながっていない。
【C2-1から再掲】

ＰＲの方法や売り方が、直接売上増につながるものに
なっていない。【C2-1から再掲】

「食卓の日」の推進については、市民認知度は増加したも
のの実施度が減少しており、効果的な情報発信が十分で
あるとは言えない。

料理教室に若い年代の参加が少なく、若い年代へのアプ
ローチが不足している。

子ども農山漁村交流体験事業を含め、体験プログラムに
よっては参加者が減少している。

体験プログラムの中には、天候に左右されるものや広報
活動が不足しているものがある。
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市民の評価
評価
満足度・期待度

成 果 指 標

維持

満足度

0.51

期待度

1.31

43項目中

10 位 ／

43項目中

※「⇧」は目標値を上回ることが望ましい指標、「⇩」は目標値を下回ることが望ましい指標

【前期計画】 Ｃ５ 「食」を活かして地場産業を活性化します
基準値
指 標 名
区 分
H23
（時期）
ながさきの食ホームペー 73.1万件
ジのアクセス件数
（H21年度）
「市民アンケート」におけ
る長崎市産農水産物及
47.8％
び加工品の認知・購入 （H21年度）
実績

⇧
⇧

54億円
（21年度）
56.7億円

⇧

⇧

H25

H26

H27

84.0

88.0

92.0

13.3

14.0

実績値

85.6

93.9

12.7

13.5

28.3

達成率

101.9%

106.7%

-

101.5%

202.1%

目標値

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

実績値

47.1

48.2

49.0

47.7

49.5

達成率

92.4%

92.7%

92.5%

88.3%

90.0%

55.2

55.8

56.4

57.0

58.0

57.9

58.5

59.1

59.7

60.7

50.4

46.9

51.9

-

-

52.5

47.9

54.3

54.8

55.8

91.3%

84.1%

92.0%

-

-

91.8%

91.9%

実績値
達成率

【補助代替指標】
56.3億円
長崎市内産の漁獲金額 （H25年度）

H24

目標値

目標値
【補助代替指標】
農産物販売額
【Ｃ６から再掲】

12 位 ／

90.7%

目標値

-

-

-

56.3

56.3

実績値

62.8

57.7

56.3

54.4

61.4

達成率

-

-

-

96.6%

109.1%

※「ながさきの食ホームページのアクセス件数」については、平成25年度に長崎市の公式ホームページのリニューア
ルに伴い、大きく減少したため、平成25年度の成果指標は対象外とし、平成26、27年度の目標値を見直した。リ
ニューアルに伴う影響値を試算することは困難であるため、平成25年度を直近値として新たに定め、平成26年度以
降、毎年5％増の値を目標値として設定した。
※「農産物販売額」の下段の数字については、長崎市茂木枇杷農業協同組合連合会（茂木町茂木枇杷農業協同組
合、大崎茂木枇杷農業協同組合、千々茂木枇杷農業協同組合）の販売額を加えたものである。農協と長崎市茂木
枇杷農業協同組合連合会が合併し、平成26年産より、農協共販で行うことになった。
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【後期計画】
指

標

名

市内産農産物及び加工
品購入率

市内産水産物及び加工
品購入率

市内産の農産物販売額

市内産の水産物販売額

基準値
（時期）
46.6％
（26年度）

49.6％
（26年度）

54.7億円
（26年度）

54.4億円
（26年度）

区 分

⇧
⇧
⇧
⇧

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

目標値

47.6

48.2

48.7

実績値

49.2

49.1

49.8

達成率

103.4%

101.9%

102.3%

目標値

49.8

49.9

50.0

実績値

50.1

48.3

49.0

達成率

100.6%

96.8%

98.0%

目標値

56.6

57.4

58.3

実績値

52.3

55.3

54.0

達成率

92.4%

96.3%

92.6%

目標値

54.4

54.4

54.4

実績値

59.2

59.2 7月公開予定

Ｈ31

Ｈ32

49.2

49.7

50.1

50.2

59.1

60.0

54.4

54.4

達成率
108.8%
108.8%
#VALUE!
※「市内産の農産物販売額」については、平成32年度の目標値を59.2億円に設定していたが、長崎市農業振興計画
（後期計画）策定時に、平成27年度の実績値を基に、目標値を新たに設定したことに伴い、同様に本指標の目標値
も60.0億円に見直した。

【後期計画の成果指標の検証】
成果指標

成果指標の検証
本指標の増加が、施策の目的である、市民の長崎市内産農産物及び加工品の消費

市内産農産物及び加工品購入率 拡大につながることから、指標として適切である。

本指標の増加が、施策の目的である、市民の長崎市内産水産物及び加工品の消費

市内産水産物及び加工品購入率 拡大につながることから、指標として適切である。
市内産の農産物販売額

本指標の増加が、施策の目的である、域外も含めた長崎市内産農産物消費拡大につ
ながることから、指標として適切である。

市内産の水産物販売額

本指標の増加が、施策の目的である、域外も含めた長崎市内産水産物消費拡大につ
ながることから、指標として適切である。

※成果指標の適否の判断基準を参考に成果指標の検証を記載
成果指標の適否の判断基準
（１）施策全体の成果を表したものであったか。
（２）市が施策を進めることで成果につながる指標であったか。
（３）時代の変化に伴い、さらに適した他の指標がなかったか。
（４）目標値の設定が適切であったか。
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地元農水産物を
活かして食関連
産業を活性化し
ます

基本施策Ｃ７

施策名

水産農林政
策課

基本施策
主管課

連
携

ふ
る
さ
と
納
税

農林振興課
水産振興課

補
助
金

●

●

○ 他部門と連携しながら戦略的に取り組まなければ成果が出 水産農林政策
にくいと思うので、ぜひそのように取り組んでほしい。
課

水産農林政策
課
農林振興課
水産振興課

水産農林政策
課
農林振興課
水産振興課

○ 今後観光消費額を食で伸ばそうというのが長崎の大きな
テーマとなっている。観光消費額の中身の議論があまりされて
いないため、ぜひその点を観光部とも連携しながら議論してほし
い。
担い手の問題についても今後の課題として出てくる。次期総合
計画策定時にはそのような観点からの検討もお願いしたい。

○ こちらの施策は第一次産業だけでなく、第二次産業、第三次
産業もセットで考えなければならない。トータルバランスをとるこ
とが大切である。市役所のどこかの部署でしっかりと横串を刺し
て取り組んでほしい。

●

●

●

●

処理中
そ
対
対
対
対
検 の
応
応
応
応
討 他
不
予
済
中
中
可
定

完結

○ ふるさと納税については、様々なサイトが乱立しているが、
その中でも埋没しないよう目立ちやすい部分を選択することで、 ふ る さ と 納 税
「出島ばらいろ」の売り上げはまだまだ伸びる可能性を秘めてい 推進室
ると思うので、ぜひ取り組んでほしい。

○ 経済効果にあわせた補助金の配分を考えてほしい。

評
価

回答課

○ 今後の方針等の中に「かまぼこ」についての記載がない。か
んぼこ王国の立ち上げについては、産学官連携の取組みとし
て、市長を国王としスタートした。売り上げ合計額についてもス 水産振興課
タート時の60億から５年間で74億まで増加するなど、まさに成功 商工振興課
例の一つである。基本施策Ｃ２だけではなく、水産農林部、商工
部共有の事業としてこちらにも記載してほしい。

指摘・意見・提案

処理状況

6

5

4

3

2

1

番
号

＜成果報告書（令和元年度外部評価時点）＞

基本施策C7の主管課である水産農林政策課が、各個別施策の
関係課と連携し、計画の推進に取り組んでいる。

長崎の魚や出島ばらいろ等を観光客にPRし、長崎での消費につ
なげる取り組みを行っている。今後も観光客に訴求する、長崎なら
ではの、価値の高い食材のPRを文化観光部と連携して進めたい。
第四次総合計画及び、農業振興計画、水産振興計画において担
い手の育成に取り組んでいる。次期総合計画策定時も引き続き検
討したい。

観光・商工・水産農林部門は、様々な部分で複雑に関係している
ので、戦略的にしっかりと連携していきたい。

ふるさと納税のPRについては、平成30年度に専用ポータルサイト
を2サイトから4サイトに増設し、情報発信の強化に努めている。
令和元年度についても、「出島ばらいろ」をはじめとした返礼品の
充実を図り、ポータルサイトでの情報発信を中心に、引き続きPRに
取り組んでいきたい。

農林業・水産業どちらも長崎の一次産業の基盤であると考えてお
り、個別に判断し行っていきたい。

「かまぼこ」については、商工部と水産農林部が連携して取り組ん
でおり、「個別施策C２-1 地場企業の域外への販路拡大を支援し
ます（主管課：商工振興課）」に記載するとともに、水産物の付加価
値を高める水産加工業の振興という位置づけから、「個別施策C６２ やる気、収益性アップの経営体づくりを進めます（主管課：水産
振興課）」及び「個別施策C７－１ 新たな販路拡大や消費拡大を図
ります（主管課：水産農林政策課）」にも記載している。

具体的内容

令和元年度における対応（予定）
※R元当初予算対応含む

長崎市総合計画審議会からの意見等に係る対応状況表（平成30年度開催分）【各基本施策】
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施策名

基本施策
主管課

長
崎
の
魚

回答課

●

●

○ 首都圏で展示会等を行っているが、それはスポット的な取組
みであり、やはり常設の拠点をつくる必要がある。そこで提供す
るものは外国人も子どもも食べられる寿司と刺身で十分ではな
水産農林政策
いか。常設となると安定供給が必要となる。長崎の魚は多品種
課
小ロットであり、安定供給には向かないという話もあるが、逆手
水産振興課
に取れば、四季折々の魚を楽しんでもらうことができる。品種は
多くても良いが、総量としての安定供給は必要であり、この点は
漁業関係者と力を合わせ取り組んでほしい。

●

●

処理中
そ
対
対
対
対
検 の
応
応
応
応
討 他
不
予
済
中
中
可
定

完結

○ 観光客が食事をできる場をしっかりとつくる必要がある。市
が商業施設の運営を主体的に行うのは難しいと思うが、場所の
提供ぐらいはできるのではないか。何よりも重要なのは集積して
いるということである。店がバラバラと点在しているようではいけ 水産農林政策
ない。一箇所で買う、食べる、楽しめることがまずは大事であり、 課
そこからそれぞれの専門店に足を運んでもらうということだろう。
そのような拠点を観光客が行きやすい場所に整備すべきであ
る。そういった観光客の動線を考えた施策が必要ではないか。

○ 新・ご当地グルメについては、すぐに結果が出なくても続け 水産農林政策
ていくことが大事なのではないか。
課

○ 新・ご当地グルメとして「長崎そっぷ」「サバサンド」「ド・ロさま
海鮮パスタ」の情報発信を行うとあるが、観光客にとって目新し
いものもあると思うが、「魚のまち長崎」とマッチングしているかと 水産農林政策
いうと、わかりにくい面があると思う。長崎の魚は認知しているが 課
魚料理を食べた割合が増えないのも、そういう関連になっている
と思う。

指摘・意見・提案

処理状況

9

8

7

番
号

＜成果報告書（令和元年度外部評価時点）＞

首都圏に食の拠点が必要と考えているが、その設置運営につい
ては、現在、長崎で検討を行っている拠点施設と同様に、民間活力
を活かしてもらうのがよいと考えている。長崎の四季折々の魚は、
長崎魚市を中心に出荷されているが、ロットに満たないものは地元
直売所等において販売・提供されているのが実状である。これら少
量多品種の魚種を常設の拠点に供給する場合は、消費者のニー 10
ズを的確に把握したうえで、漁協関係者と連携してニーズに即した
魚種を高鮮度で供給できる体制づくりを進めたい。また、地元だけ
でなく首都圏へも新鮮な魚を供給する新たな手法を検討し販路拡
大を図るとともに、加工品として出荷することについても漁協関係
者と連携して取り組んでいきたい。

市としても、そのような拠点施設が必要であると感じており、特に
まちなかに必要だという認識を持っている。平成28年度に唐戸市
場、ひろめ市場のような拠点が長崎に必要だとの分析もしており、
関係団体と協議を進めているところである。市が整備するよりも、
市も手伝いながら民間に活力を活かしてもらうのがよいと考えてい
る。今後も実現に向けて取り組んでいきたい。

新・ご当地グルメは令和元年10月に提供開始3周年を迎える。今
後も、提供店舗の募集及びPRに継続して取り組みたい。

チラシなどの制作物には、それぞれの新・ご当地グルメの写真
と、特徴などの説明も添えているが、ご指摘も踏まえ、さらに効果
的なＰＲを考えていきたい。

具体的内容

令和元年度における対応（予定）
※R元当初予算対応含む
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施策名

基本施策
主管課

長
崎
の
魚

回答課

○ 鯨製品への苦言となるが、どの部位を使いどの製品を作る
かといった基準があるが、今は売れ筋の製品をつくるために本
水産農林政策
来の部位以外も使用しているため味が落ちている。販売する側
課
の底上げをしっかりしないと、いずれ埋没するのではと危機感を
持っている。

○ 本当に食べたいと思える魚がない。平戸であればヒラメ、松
水産農林政策
浦であればイカがあるが、長崎にはこれといった魚がない。種類
課
が多いだけに魚種の絞り込みができていない。

指摘・意見・提案

●

●

処理中
そ
対
対
対
対
検 の
応
応
応
応
討 他
不
予
済
中
中
可
定

完結

処理状況

番
号

12

＜成果報告書（令和元年度外部評価時点）＞

機会を捉えて、ご意見を業界に伝えたい。

長崎は魚種が多いので、「四季のおいしい魚」として季節ごとに７
種類程度を選定しＰＲを行っているが、魚のまち長崎の認知度を上
11
げるためには、魚種を絞ったほうが効果的という考え方もあるた
め、今後検討していきたい。

具体的内容

令和元年度における対応（予定）
※R元当初予算対応含む

長崎市総合計画審議会からの意見等に係る対応状況表（平成30年度開催分）【各基本施策】

