第５章

重点的な取り組み

平成２８年（２０１６年）３月、鈴田地区に道の駅「長崎街道鈴田峠」が、
平成３０年度（２０１８年度）には、県立図書館と市立図書館の合築に併せ新
たな大村市歴史資料館（仮称）が完成予定です。
また、九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）も、平成３４年（２０２２年）
春には、開業予定となっています。
今後、このような施設を観光交流の拠点として活用するため、開業までと開
業後の計画を明確にして、受け入れ体制の整備に取り組みます。

１ 九州新幹線西九州ルート開業に向けた観光客の誘客
□今後の方向性
高速交通網が整う本市では、これから新大村駅（仮称）を観光交流拠点とし
た滞在型観光となるよう駅周辺の整備を行い、素通りの街から滞在の街への転
換を図るとともに、市内観光への周遊を図る二次交通の整備が必要です。
また、観光客（外国人観光客）への観光情報を提供するため、観光案内看板
や観光案内所の整備に取り組みます。

新大村駅（仮称）完成予想図
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（１）魅力的な景観づくりによる交流拠点





桜の植栽による、春の観光地を演出します。
郡川の清流を活用した、夏の遊び場とします。
紅葉の植栽による、秋の観光地を演出します。
並木にイルミネーションを装飾し、冬の風物詩とします。

四季をとおして集う各種イベントの開催

（２）施設を活用した観光客の誘客
 全国初フリーゲージトレインの車両基地施設を活用し、教育旅行等や学
術・企業の交流拠点として誘客を図ります。
 国内外からの観光客に対して、案内所としての情報発信機能の強化を図
るとともに、本市の特産品販売スペースを設け販路拡大を図ります。
 市内への周遊観光を促すため観光案内看板を設置します。

（３）二次交通の整備
 観光客のニーズに応じた周遊観光（自然、
歴史、体験など）のメニュー化を図るとと
もに、市内観光周遊バスの充実に努めます。
 大村IC～新大村駅（仮称）～長崎空港間、
中心市街地～ボートレース大村間を繋ぐ、
路線バスの運行の整備を研究します。
 タクシーの利便性を活かした、タクシー観光商品の開
発を行います。
 新大村駅（仮称）周辺の散策を楽しむため、レンタサ
イクルの整備を行います。
【事業実施計画】
計画内容

実施期間 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
実施主体
２８年 ２９年 ３０年 ３１年 ３２年 ３３年 ３４年 ３５年 ３６年 ３７年

魅力的な景観づくりの整備

行政

四季をとおしたイベントの開催

市民・観光関連団体・行政

観光客の誘客

観光関連団体・行政

二次交通の整備

観光関連事業者・行政
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２ 大村市歴史資料館（仮称）の観光活用について
□今後の方向性
平成３０年度（２０１８年）に長崎県立図書館と合築による大村市立図書館・
大村市歴史資料館（仮称）が新しく開館します。今後、教育委員会と連携を図
りながら、歴史観光の推進と大村市歴史資料館（仮称）を拠点にした観光客の
誘客に取り組みます。

（１）観光客の受入体制の拠点づくり
 資料館を活用したガイドの研修を実施し、受け入れ体制を強化します。
 修学旅行等の見学地として、受け入れ体制を強化します。
 中心市街地への回遊を促進し、まちあるき観光を推進します。
 教育委員会と連携し、歴史観光情報の提供を行います。

（２）大村市歴史資料館（仮称）を活かした観光客の誘客
 特別展等の開催による情報発信を図ります。
 大村市歴史資料館（仮称）を拠点にしたイベント（ウォーキング等）
を開催し、観光客の誘客を図ります。
 大村市歴史資料館（仮称）を拠点にした偉人や城下町の「さるく」ル
ートの開発を行います。
 文化財や歴史資源をテーマにした講演会を開催し、県内外からの集客
を図ります。
 外国人観光客の誘客を図るため、ガイド養成講座や日本文化の体験プ
ログラムの開発を行います。
 団体見学や修学旅行に対応したプログラムの開発を行います。
【事業実施計画】
計画内容

実施期間 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
実施主体
２８年 ２９年 ３０年 ３１年 ３２年 ３３年 ３４年 ３５年 ３６年 ３７年

観光客の受け入れ体制の整備 観光関連団体・行政
大村市歴史資料館（仮称）を 観光関連団体・行政
活かした観光客の誘客
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３ 道の駅「長崎街道鈴田峠」を活用した地域活性化
□今後の方向性
道の駅「長崎街道鈴田峠」は、本市の観光交流
拠点として位置付け、観光施設や特産品、大村の
食など、周辺地域や本市の魅力をＰＲする情報発
信の場として整備を行います。
また、市民活動の拠点として、周辺住民をはじ
め、本施設に来訪される方々との交流が図られ、
地域の個性を活かせる賑わいの場、地域振興の中
核となる施設として活用します。

「道の駅」長崎街道鈴田峠イメージ図

また、道の駅への誘客を図るため、長崎街道に
特化した、周遊観光や近隣市町と連携したイベントの開催を企画します。

（１）住民協働・交流拠点の創出
 カフェ機能の設置
「シュガーロード」とも呼ばれた長崎街
道に因み、地産品を利用したスイーツ類や
ドリンク類など、年間を通して提供する
「カフェ」機能を設置します。
（通年利用予定）
 「朝マルシェ」の開催
地域がもつ多様な魅力を積極的に発信す
るため、土・日曜日、祝日等に地域事業者に
よる道の駅「朝マルシェ」やフリーマーケッ
ト、収穫祭など、市民参加型の交流イベント
を定期的に開催し、地域内外の交流機会の創
出に努めます。
（1回/月の休日開催予定）
 地元高校など、地域の教育機関と連携した
コミュニティの拠点づくりとして、新作ス
イーツ等の開発や高校生カフェ等を定期的
に開催することで、地元の若者に対する就
業意識や食育に関する意識が醸成できる場
の提供に努めます。
（2回/年開催予定）
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（２）観光情報発信の機能強化
 案内係を置き、年間を通して観光案内や季節
ごとのイベント、開花情報、地元特産品等の
情報を提供します。
 日本政府観光局（JNTO）認定の外国人観光客
向けの案内所を設置し、市内及び長崎県内の
観光情報を３か国語対応（英語、中国語、韓
国語）による案内で対応します。
 大村市内の観光情報、イベント情報、特産品
情報等を掲載したパンフレットの提供スペー
スやポスターの掲示スペースを設置します。
 通信環境の整備、モバイル機器の普及を踏まえ、
無料公衆無線LANを設置し、地域の情報発信の
充実、インバウンド観光の促進、災害時の情報
提供手段として活用できる環境を整備します。

（３）長崎街道を活用した観光客の誘客
 「歴史の道百選」鈴田峠は、長崎街道の中でも
往時の趣がよく残っており、観光資源の一つと
して「長崎街道さるく」をガイドの会と連携し、
観光商品のメニュー化を図ります。
 近隣市町、関連団体と連携し、長崎街道ウォー
キングを開催し、道の駅への集客を図ります。
 長崎街道沿線自治体と連携し、シュガーロード
とも呼ばれたそのイメージを活かした、スイー
ツ祭りを開催します。
【事業実施計画】
計画内容

実施期間
実施主体

住民協働・交流拠点の創出

市民・観光関連団体
観光関係事業者

観光情報発信機能の強化

観光関連団体・行政

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
２８年 ２９年 ３０年 ３１年 ３２年 ３３年 ３４年 ３５年 ３６年 ３７年

長崎街道を活用した観光客の誘客 観光関連団体・行政
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４ 自然や歴史を活かした観光まちづくり
□今後の方向性
本市には、雄大な自然や歴史的な史跡などが、市内各所に存在し、各エリア
の地域資源を再確認にするとともに、観光客のニーズに応じた観光ルートの開
発を行います。
市内全域の観光資源を活用した、滞在型観光となるような着地型観光商品の
開発を行います。

（１）地域別の観光資源
本市には、豊かな自然や豊富な歴史的資源が各地区に存在し、この資源を再
認識するとともに、新たな資源を発掘していく必要があります。
≪松原・福重地区≫
自

然

野岳湖公園、裏見の滝自然花苑、鉢巻山展望所、郡岳
松原海水浴場

歴

史

今富のキリシタン墓碑、帯取殉教地、八幡神社、松原宿
弥勒寺の仏頭、沖田踊、寿古踊

施

設

深澤儀太夫記念館、大又農園、シュシュ、フルーツの里、民泊
旧松屋旅館、長崎スコーコーヒーパーク、のだけ日より（体験）

≪黒木・萱瀬地区≫
多良岳、経ヶ岳、五家原岳、黒木渓谷、イチイガシ天然林
自

然

萱瀬ダム、琴平スカイパーク、大モミの木、萱瀬スギ
シャクナゲの里、オオキツネノカミソリ、ツクシシャクナゲ

歴

史

仏の谷、田下のキリシタン様式墓碑群、中岳古戦場跡、菅無田
古戦場跡、大村純忠史跡公園

施

設

萱瀬イルミネーション、えびねの郷、黒木キャンプ場
産直かやぜ、三彩の里、龍神温泉かやぜの湯

≪東大村・鈴田・三浦地区≫
自

然

日岳公園、ツツジ園

歴

史

長崎街道鈴田峠歴史の道、鈴田牢跡、伊賀峰城跡

施

設

鈴田峠農園、道の駅長崎街道鈴田峠、鈴田大神宮、三浦かんさ
く市

51

≪竹松・西大村地区≫
自

然

諏訪ノ森、岳の木場公園、森園公園

歴

史

首塚跡、胴塚跡、掩体壕、21海軍航空廠本部防空壕跡
放虎原殉教地、21海軍航空廠慰霊塔、獄門所跡、妻子別れの石、
大村藩主大村家墓所、義犬華丸顕彰記念碑、天正遣欧少年使節
顕彰之像、黒丸踊

施

設

サンスパおおむら、長崎空港

≪大村地区≫
自

然

臼島、大村公園（桜・花菖蒲）、
玖島城跡、三城城跡、久原城跡、武家屋敷通り（本小路、上小

歴

史

路、小姓小路、草場小路、外浦小路）、五教館御成門、石井筆
子像、旧円融寺庭園、勤王三十七士の碑
旧楠本正隆屋敷、長与専斎の旧宅、松林飯山の墓、長与俊達の
墓、玖島崎古墳、御船蔵跡、忠霊塔

施

設

大村市立図書館・資料館、天正夢広場、ボートレース大村
コレモ大村、市民交流プラザ、国際交流プラザ

（２）滞在型観光コースの開発
各地域において点在する豊かな自然や自然を活かし、体験などを組み合わ
せた観光コースの開発が必要です。「癒し」「交流」をテーマとした滞在型観
光コースの開発を行うことで、リピーター客の増加を図ります。
テーマ
シーズン

野岳湖周辺で自然と体験を楽しむ
４月：裏見の滝自然花苑（シャクナゲ）
９月：鉢巻山展望所（ヒガンバナ）

ターゲット 家族、小グループ、ドライブ旅行者
モデル
コース

大村IC＝＜車＞＝野岳湖公園（裏見の滝自然花苑・鉢巻山展望所）
＝おおむら夢ファームシュシュ（昼食・体験）＝のだけ日より
（体験）＝大又農園（買い物）＝大村IC

テーマ

農家民泊による体験

シーズン

７～８月：ブルーベリー収穫／８～９月：ぶどう狩り
１２～１月：黒田五寸人参収穫

ターゲット 学校団体、企業団体、訪日外国人団体
モデル
コース

大村IC・長崎空港＝＜貸切バス＞＝福重地区（果物狩り、収穫体
験）＝農家民泊（泊）＝松原地区（刃物づくり体験）＝大村IC・
長崎空港
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テーマ
シーズン

長崎街道の松原宿「さるく」
通年

ターゲット 個人、夫婦、女性グループ、熟年層、JR利用者
モデル
コース

松原駅＝＜徒歩＞＝しおさい公園＝八幡神社＝旧松屋旅館＝
長崎スコーコーヒーパーク＝兵児葉寿司おこし本舗＝JR松原駅

テーマ

多良山系の登山と温泉を楽しむ

シーズン

通年
７月末～８月上旬：オオキツネノカミソリ

ターゲット 個人、夫婦、登山愛好家、訪日韓国人
モデル
コース

テーマ
シーズン

大村駅＝＜路線バス・タクシー＞＝黒木登山口（多良岳、経ヶ岳、
五家原岳）＝黒木登山口＝えびねの郷・産直かやぜ（買い物）＝
かやぜの湯・サンスパおおむら（入浴）＝JR大村駅

黒木・萱瀬地区で自然と体験を楽しむ
７～８月：黒木キャンプ場

ターゲット 家族、小グループ、ドライブ旅行者、アウトドア愛好者
モデル
コース

大村IC＝＜車＞＝萱瀬ダム・黒木渓谷（川遊び）＝ヒトツバタゴ
＝黒木キャンプ場（泊）＝三彩の里（陶芸体験）＝琴平スカイパ
ーク＝大村IC

テーマ

三浦・鈴田・東大村地区の自然と買い物を楽しむ

シーズン

４月：つつじ園

ターゲット 家族、熟年夫婦、小グループ、ドライブ旅行者
モデル
コース

大村IC＝＜車＞＝つつじ園＝鈴田峠農園（昼食・買い物）＝
三浦かんさく市（買い物）＝日岳公園（夕陽鑑賞）＝
諫早IC・大村IC

テーマ

夕陽を楽しむ

シーズン

通年

ターゲット 個人、夫婦、女性グループ、熟年層、航空機利用者
モデル
コース

新大村駅（仮称）＝＜タクシー＞＝岳ノ木場公園＝大村公園＝
サンスパおおむら（入浴）＝森園公園（夕陽観賞）＝長崎空港
（買い物）
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テーマ
シーズン

山桜や天然林を楽しむ
４月

ターゲット 個人、夫婦、女性グループ、熟年層、レンタカー利用者
モデル
コース

長崎空港＝＜レンタカー＞＝黒木～萱瀬の山桜＝岩谷観音＝えび
ねの郷＝萱瀬スギ＝大モミの木＝イチイガシ天然林＝長崎空港

テーマ

桜を楽しむ

シーズン

４月

ターゲット 個人、夫婦、女性グループ、熟年層、レンタカー利用者
モデル

長崎空港＝＜レンタカー＞＝大村公園＝与崎～久原池田線＝

コース

岳ノ木場公園＝琴平スカイパーク＝野岳湖公園＝長崎空港

テーマ

キリシタン史跡を巡る

シーズン

通年

ターゲット

キリスト教関係団体、キリスト教系私立学校、訪日外国人（韓国・
フィリピン）

モデル
コース

（大村市内泊）＝＜貸切バス＞＝仏の谷＝田下のキリシタン様式
墓碑群＝大村純忠終焉の居館跡＝帯取殉教地＝今富のキリシタン
墓碑＝放虎原殉教地＝長崎空港

テーマ

観光タクシーを利用したキリシタン巡礼

シーズン
ターゲット

通年
個人、小グループ、キリスト教信者・関係者
訪日外国人（韓国・フィリピン）

モデル
コース

JR新大村駅（仮称）＝＜タクシー＞＝首塚跡＝胴塚跡＝天正遣欧
少年使節顕彰之像＝獄門所跡＝妻子別れの石＝本経寺＝JR新大村
駅（仮称）

テーマ

キリシタン巡礼と大村湾クルーズ（1泊2日）

シーズン

通年

ターゲット キリスト教関係団体、キリスト教系私立学校、訪日外国人
モデル
コース

長崎空港～＜チャーター船＞～横瀬浦＝＜貸切バス＞＝
中浦ジュリアン記念公園＝横瀬浦＝出津・黒崎協会＝大村市内泊
宿泊施設＝＜貸切バス＞＝放虎原殉教地＝大村純忠終焉の居館跡
＝仏の谷＝大浦天主堂・旧羅典神学校＝長崎空港
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テーマ

シーズン

大村湾クルーズ

①スターウォッチングクルーズ
流星群観測と星座教室

８月：ペルセウス座流星群
１１月：しし座流星群
１２月：ふたご座流星群

ターゲット 学校、科学館年会員、天文ファン、天文・科学雑誌購読者
モデル
コース

長崎空港＝～＜チャーター船＞～大村湾（流星群観測と星座教室）
＝大村市内泊

テーマ

大村湾クルーズ

シーズン

②長崎空港夜景と飛行機ナイトウォッチング

通年

ターゲット 航空ファン、写真愛好家
モデル
コース

長崎空港～＜チャーター船＞～大村湾（海上からの夜景と離発着
する飛行機の見学）～長崎空港

テーマ

大村湾クルーズ

シーズン

③空港ぐるっと体験＆飛行機ウォッチング

通年

ターゲット 航空ファン、写真愛好家
モデル
コース

長崎空港～＜チャーター船＞～大村湾（海上空港の外周を航行離
発着するする飛行機の見学）～長崎空港

テーマ

大村湾クルーズ
ズ

シーズン

④海上から大村線を撮る！「お立ち台」クルー

通年

ターゲット 航空ファン、写真愛好家
モデル

長崎空港～＜チャーター船＞～大村湾松原沖（海岸沿いを走る大

コース

村線の列車や観光列車を撮影）～東彼杵沖～大村市内泊
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