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平成 29年度主要事業の取り組みについて 
  

【事業概要】  

ロングステイ財団は、海外・国内ロングステイの普及・啓発事業を中核として、各種

セミナー、イベント（ロングステイフェア）などを開催するとともに観光立国推進に向け

ての長期滞在観光の実現に向けた活動や調査研究をとおして広く国民に新しいライ

フスタイル（滞在型余暇）の提案とその普及のための活動を行った。    

 

Ⅰ．公益目的事業 

（１）普及・啓発事業    （継続事業①）   

１）ロングステイフェアの開催 

  日本で唯一最大のロングステイ情報発信イベントであるロングステイフェア。今年度

も大阪・東京の 2地区でロングステイフェアを開催した。当財団では各国政府観光局、

地方自治体、法人賛助会員、各関連業界と広く連携し、ワンストップで海外・国内のロ

ングステイ情報を収集できるイベントとして魅力的なセミナーや展示エリアの充実を図

った。  

 

① 第２回ロングステイフェア大阪 2017の開催  

  ・日時：平成 29年 5月 13日（土） 10：00～17：00    

・場所：大和ハウス工業株式会社 大阪ビル 2階  

・出展者数：22社・団体  

・出展ブース数：33ブース   （ 7 ヵ国・37地域）   

・参加者数：725名  

 

② 第１２回ロングステイフェア 201７の開催  

   ・日時：平成 29年 11月 20日（月） 13：00～20：00  

   ・場所：有楽町東京国際フォーラム ホール E1    

   ・出展社数：74社・団体  

   ・出展ブース数： 95ブース  （28 ヶ国・83地域）  

   ・参加数： 8,053人  

 

 ２）セミナー・各種イベントの開催  

  ロングステイが新しいライフスタイルとして広く国民に浸透、定着させるため普及啓
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発活動としてセミナー、イベントを観光局、賛助会員・諸団体との連携を図りながら開

催し、最新情報の提供と合わせてロングステイの魅力とその意義の周知を行った。 

 

①カリフォルニアセミナー  

   ・開催日：平成 29 年 4月 22日（土）   14：00～16：30  

   ・場所 ：三井生命保険会社 三井ホール （東京・大手町）   

   ・内容 ：カリフォルニアロングステイのお役立ち情報、カリフォルニア政府観光局 

からの最新情報など  

   ・参加者：47名  

 

②ワールドマーケット＆ツーリズムへの出展 （主催-西日本産業貿易コンベンション協会） 

   ・開催日：平成 29年 5月 3日（水・祝） 

   ・場所 ：日本総合展示場 新館 

   ・内容 ：会場内にロングステイゾーンを設置し、ブース内での最新情報の発信 

   ・参加者：39,065人 （有料）   

 

③チェンマイロングステイフォーラム  

   ・開催日：平成 29年 6月 15日（木）  

   ・場所 ：タイ王国 チェンマイ   

   ・内容 ：ロングステイセミナー、パネルデイスカッション、現地最新情報の提供  

   ・参加者：36名   

 

④ロングステイヤーの集い  （会員向けイベント）   

   ・開催日：平成 29年 6月 29日（木）  

   ・場所  ：山梨県甲斐市 

・内容  ：日帰りバスツアー、クラインガルテン、黒富士農場見学 

・参加者：19名 

 

⑥マレーシアロングステイ＆不動産セミナー   

   開催日：平成 29 年 7月 22日（土）   10：30～16：30  午前・午後の 2部 

   場所  ：三井生命保険会社  三井ホール （東京・大手町）   

   内容  ：マレーシアロングステイ最新情報＆不動産情報  

   参加者： 70名    

  

⑦ツーリズム EXPOジャパンへの出展＆セミナー   

    ・開催日：平成 2９年 9月２１日（木）～2４日（日）  
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   ・会場  ：東京ビッグサイト  

   ・内容  :ロングステイセミナーの開催＋ブース出展参加   

   ・参加者数：191,577名  

 

⑧TGWA タイエリートカップ 2017    

   タイ政府観光庁の「タイゴルフフェステイバル」の一環として初開催。 

  ・開催日：平成 30年 1月 30日（火）  

  ・場所 ：The Royal Gems City  (タイ・バンコク)  

  ・参加者数 ： 144 名  

 

⑨フィリピン・ロングステイセミナー   

  ・開催日：平成 30年 3月 3日 （土） 14：00～17：00     

  ・会場 ：三井生命保険会社 三井ホール（東京・大手町）  

  ・内容 ：フィリピンロングステイの魅力、英語留学、世界遺産など 

  ・参加人数 ： 35名  

 

⑩タイロングステイセミナー        

  ・開催日：平成 30年 3月 15日（木） 15：00～17：15    （予定） 

  ・場所 ： 三井生命保険会社 三井ホール（東京・大手町）  

  ・内容 ： 「タイロングステイ情報」「ロングステイに役立つ情報」 

         「タイエリートカード」のご紹介 

  ・参加者数： 50-80名   

 

⑪その他のロングステイセミナー事業 

   ・イベントの主催、セミナーの共催、後援  

   ・全体概要 1月末現在  

   ・参加者  計 125 本、10,500名の大小セミナーを実施 

     

３） 第 4回ロングステイエッセイ大賞の実施   

  ロングステイ普及啓発活動を実際の参加者のエッセイをとおし、失敗談や体験談を 

通じ幅広い世代に「新たなロングステイスタイル」を啓発する目的で創設。 

日本全国から 82 編のご応募があり厳選なる審査の結果、大賞 1 作品、優秀賞 1 作

品、佳作 3作品が選ばれた。大賞作品は季刊誌、HP等に掲載し広く社会にロングス

テイの魅力を発信した。 

・表彰式 平成29年12月8日（金） （14:00～16:00 ） 

・会場  銀座ブロッサム（中央会館）ローズの間 
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大賞   「イリイの匂いを探しに」       寺岡黙（山梨県北杜市在住） 

優秀賞 「山里で『小さな村のコンサート』」 能勢 健生（神奈川県藤沢市在住）  

佳作   「平和という名のパン」          柴田 知実（東京都新宿区在住）  

佳作   「音楽の町、サン・イグナシオ」    中野 亜美（東京都調布市在住）  

佳作   「グラナダ時間」                高尾 光秀（神奈川県大和市在住） 

 

※審査委員長 下重 暁子氏（作家、日本ペンクラブ副会長、日本旅行作家協会会長） 

審査委員   平埜久美子氏、西川武彦氏、橋口寿人氏    

  

４）広報啓発事業  

 ①広報WEBサイトによる会員並びに一般への情報提供  

  ・ロングステイ財団の WEBサイトにて当財団のイベント・セミナー情報の発信 

・ロングステイアドバイザーによる海外・国内ロングステイ体験情報の発信  

 

②各種ニュースリリースの発行  

 ロングステイ財団事業で重要な情報やイベント等をタイムリーに経産省・国土交通

省記者会をはじめととしたメデイア向けに情報発信を実施した。 

リリース本数：  ( 16 ）本/年   

【取材関連並びに実績】   

 ＊TV媒体 

・TBSテレビ「有吉ジャポン、海外ロングステイ事情の紹介」 8/17 

・日本テレビ「幸せ！ ボンビーガール」人気上昇の台湾を紹介 H30 ２/13  

 ＊新聞媒体   

   ・観光経済新聞 「10年連続沖縄が一位」   ４/15  

・西日本新聞 「安価なアジア人気、タイの主なロングステイビザの取得」 7/18 

・日経新聞   「ANAマレーシア行きロングステイ運賃の設定」  11/20   

 ＊雑誌媒体、その他  

・週刊朝日 MOOK  定年後の暮らし 2017  (書籍)    

・日経キャリアマガジン 「期限付きの海外生活、自分らしく楽しむロングステイ」5/26 

・トラベルジャーナル 「海外ロングステイ 目的に変化」 11/27 

・トラベルジャーナル 「国内ロングステイ特集」         H30  2/12  

＊WEB 系  

・global－chant     「日本人がロングステイ先としてアジアを選ぶ理由」 4/10 

・朝日新聞デジタル 「タイ・チェンマイでのロングステイ体験」 4/28  

・JIJI-COM      「リタイア後はタイで快適生活、チェンマイ密着レポート」 6/28 
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・トラベルウオッチ  「マレーシアロングステイ新運賃」   11/20 

 ・朝日新聞デジタル 「ロングステイフェア 2017 」      11/20  

 

③メデイア交流会の開催  11月 8 日 (水)  （ ２１ 社 ２２ 名出席）    

  

④ロングステイ財団が 2017年度 ‘企業価値認定’を受与 

 一般社団法人企業価値協会より国内・海外の長期滞在余暇の普及啓発を行う唯一

の団体であり、日本最大のロングステイフェアの開催、アドバイザー制度、国内長期 

滞在推奨施設制度の開設や年間 200本を超えるセミナーの開催支援、海外サロン 

制度などの活動の実績が評価され今回の授与となった。  

 

・月日: 平成 29年 7月 5日（水）           

・会場: パレスホテル東京  

・認定企業数 ：上期認定 16社  

   

５)ロングステイ個人会員サービス事業  

 ①海外サロンサービスの展開  

   現在、海外ロングステイ拠点 22都市 29ヵ所に海外サロンを展開し、個人会員や

ロングステイヤーに現地生活情報の提供等を行っている。       

 ②ロングステイヤーの集い  

   今年度は、ロングステイメンバーズ会員向けに体験ツアーを実施。 

 

６）その他の事業  

 ①賛助会員営業について  

  今年度新規加入賛助会員  （法人 ６ 社   公的  ８ 団体   ）  

 

  賛助会員数 2018 年 2月 28日 現在  

  法人賛助会員   37 社     公的賛助会員  27  組織・団体  

             合計  64 社・ 組織・団体     （対前年 106 %）        

 

２．支援育成事業  （継続事業②）     

  ロングステイ希望する方に対し適切なアドバイスや海外滞在支援を行い、多様化す

る市場のニーズに対応するため、専門家の育成研修と登録制度を設定し、ロングステ

イ市場拡大のための後方支援活動を行っている。 
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１）ロングステイアドバイザー研修事業   

  10年前にロングステイアドバイザー制度が設立された以来、継続して実施している 

事業で今年が 23 回目を迎える。現在、研修終了後に登録アドバイザーとして実活動

に携わっている。 （LSA登録者 262名） 

 アドバイザー研修会の開催  

   ・第 23回ロングステイアドバイザー研修   ３月 24日（土）～２５日（日） 予定 

  

２）アドバイザー制度改革について    

  現在あるアドバイザー制度については登録アドバイザーの具体的な活動・組織体 

などに言及したものがなく自主的な活動に委ねられていた。財団との連携とアドバイザ

ーの活躍の場の提供を図る目的でロングステイアドバイザー制度改革ミーテイングを

下記のとおり開催した。  

 

①第 1回改革ミーテイング  

   201７年 7月 20日（木）   15：00～17：00  

   内容 ：改革に向けての方針、基本的な考え方について 

   参加者：１１名  

②第 2回改革ミーテイング  

   2017年 10月 17 日（火） 15：00～17：30   

   内容：アドバイザー協会（組織）の立ち上げ、各種定款・規程の論議  

   参加者：10名  

③協会設立総会に向けての打ち合わせ  

   2017年 11月 22 日（水） 15：00～17：00  

 

３）ロングステイアドバイザー協会設立総会の開催  

①設立総会 

・開催日 ：2017年 12月 16日（土）  14；00～16；30 

・場所   ：明海大学 浦安キャンパス 

・内容   ：協会設立の趣旨説明、協会役員の選出、協会規程の審議  

・参加者 ：46名    

 

４）ロングステイアドバイザー協会事業  

①第 1回理事会の開催  

 ・開催日  ：2018年１月 23日（火）   13：00～15：00  

 ・内容   ：来年度の事業方針、事業計画、事業予算について  
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３．調査研究事業    （継続事業③）    

①ロングステイ調査統計 2017年用データ収集  

  ロングステイ関連業界、企業、地方自治体、大学（学会）に対するロングステイ市場

の基礎資料とすることを目的として一般消費者の海外・国内のロングステイ市場の特

性、動向などを把握するために市場アンケート（一般・インターネット）を引き続き実施

した。本調査では国内・海外ロングステイの実態や思考について集計分析をすると共

に、テーマを絞った調査・分析も合わせて行った。 

 

３．収益事業  （出版・WEB・新規）    

（１）出版事業  

 ①ロングステイ調査統計 2017 （11月 8日発刊）   

    構成： ●ロングステイ総論   

           ・ロングステイ概論 

・日本人のロングステイをめぐる環境 

・ロングステイの動向と分析 （国内・海外・インバウンド）  

●提言  

●資料編  

  

②季刊誌の発行  

・季刊誌「ＬＯＮGＳＴＡＹ」の発行   

 年間 4回発行 （1月、4月、7月、10月） 

 各号毎にテーマを決め国内・海外の情報を会員向けに発刊  

 ・LONGSTAY HANDBOOK の発行  （NEW） 

   海外ロングステイに特化した携帯用情報誌の発行 （毎年１回）   

 

③新書籍の発行  

  今年度は特になし    

   

（２）WEB事業  

①SNS（フェイスブック・インスタグラムの有効活用など）   

②財団ホームページ アドバイザーコーナーのレイアウト改修  

③バナー販売の拡大、アフリエイト事業の展開   

④国内長期滞在施設の情報発信 （会員制収益事業）  

    ＬＳＡ（ロングステイアコモデーション）パートナーズ会員営業の実施     
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（３）新規収益事業  

①地方創生事業を取り組む自治体受託事業  

  ・近江八幡市 （プロモーションの実施） 

  ・福井県    （プロモーションの実施）  

 

②全国古民家再生協会と連携した農泊推進交付金事業（農水省事業）への応札支援。   

  ・茨城県古河市 （農泊推進交付金事業）  

  ・愛知県新城市 （農泊推進交付金事業）  

  

③賛助会員・出損企業との連携事業  

  ・JTB九州との西日本コンベンション協会主催イベント出展支援事業 

  ・甲斐市（KAI STYLE）へのロングステイヤーの集い 

  ・静岡県静岡市 宇津ノ谷 KOMINKA活用検討研究会参画 

  ・滋賀県長浜市 長浜古民家くらし研究会参画  

  ・福井県勝山市 勝山まちづくり研究会参画  

 

４．組織活動事業 

 諸会議及び各種委員会の開催、又会員や関係機関の実施する行事との連携、    

協議を行っている。平成 2９年度評議員会を平成 2９年 6月 2７日（火）に開催した。 

また、理事会を 4回、理事会開催を実施するにあたり運営員会を開催した。  

    

【平成 29年度組織活動】 

・理事会    

  第一回理事会  平成 29年 6月 7日（木） 

  第二回理事会  平成 29年 6月 28日（水） 電磁的理事会により代表理事選出  

  第三回理事会  平成 29年 11月 14 日（火） 

   第四回理事会  平成 30年 3月 14日（水）    

 

・評議員会  

  第一回評議員会 平成 29年 6月 27日（火） 

  第二回評議員会 平成 30年 3月 28日（水）  

 

・委員会活動   

  広報委員会    年 4回開催     季刊誌の企画・編集方針についての審議   

  教育委員会    今年度は設定なし  
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  運営委員会    平成 30年 3月 2日（金） 予定   

  

〇他の関係機関への参加状況  

 ・観光立国推進協議会 委員        公益財団法人 日本観光振興協会  

  ・国内観光促進委員会                     同上   

  ・全国古民家再生協会 全国大会      一般社団法人全国古民家再生協会  

  ・長期滞在型・ロングステイ観光学会          学会事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


