


都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 893.7 ha

平成 28 年度　～ 平成 32 年度 平成 28 年度　～ 平成 年度

目標
大目標：

目標１

目標２

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ Ｈ26 Ｈ32

〃 Ｈ26 Ｈ32

長崎市の東部市街地圏域の拠点として、暮らしやすいコンパクトな市街地を形成する。

　○安全快適なまちづくり

　○都市活力の維持・増進を図るまちづくり

都道府県名 長崎県 長崎市
な が さ き し

長崎市
な が さ き し

東部
と う ぶ

地区
ち く

計画期間 交付期間 32

　東部地区は、長崎街道の中で最も難所といわれた日見峠が位置し、長崎を訪れる人たちはこの峠を越えて長崎入りしたことから、江戸時代には、長崎二十五宿として日見宿や矢上宿が置かれていた。
　昭和３０年（日見地区）、３８年（東長崎地区）と長崎市域に編入され、農業・漁業を主な産業としてしてきたが、南側の日見地区及びその周辺に昭和３４年の長崎水族館の開設、昭和３６年の長崎造船大学（現長崎総合科学大学）の移転、昭和５０年の
長崎市中央卸売市場、昭和５１年の長崎卸センターの開設により、文教の町、本市主要な流通業務地として発展してきた。また、交通網の整備により、中心市街地から人口流出したことから東部地区の他の地区も本市東部の住宅市街地として発展して
いる。
　このようなことから、東部地区の計画的で良好な市街地の形成をはかるため、東長崎地区のほぼ全域に当たる約750ｈａを区画整理事業の施行区域とし、日見地区より北側の矢上地区において昭和５３年から土地区画整理事業を行っており、現在は更
に北側の平間・東地区において土地区画整理事業を行っているが、社会経済情勢等の変化や地域住民が時間のかかる区画整理事業を望んでいないことから、東長崎地区の区画整理事業は、平間・東地区事業を最後に他の地区は廃止することとして
おり、未整備地区約400ｈａにおいては、都市基盤施設の整備が遅れている。
　東部地区の都市再整備は、東部地区の市街地の状況や区画整理事業の進捗を勘案しながら、平成２０年度より第一期として東長崎支所や公民館（図書室、多目的ホールを含む）、子育て支援センター等を備えた東部地区公共施設の整備、道路の補
修事業を行うなど地域拠点施設の整備を行いながら既存のインフラ施設の更新を進め、更に第二期では、区画整理事業中の平間・東地区土地区画整理事業区域内の都市公園の整備や区画整理事業廃止予定区域の生活道路の整備を行い安全快適
な暮らしやすいまちづくりを行ってきた。また、第一期では東部地区の観光施設であるペンギン水族館に新規施設の設置を併せて行い、観光客の誘致も図っている。
　第三期の都市再生整備では、生活圏を同じくする区画整理事業廃止予定区域について公園等の不足する都市基盤施設の整備を行って住宅市街地として熟成を進め、東部地区の安全快適なまちづくりに寄与し、都市活力の維持、増進を図る。

・当地区は、本市東部の歴史的・文化的・経済的活動の中心であるにもかかわらず、道路や公園等、都市の基盤となる公共施設が不足しているところであるが、土地区画整理事業の廃止予定区域では、区画整理事業により整備予定であった道路や公
　園等の都市基盤施設の整備を行わないことから、区画整理事業に代わり最低限の道路や公園等の都市基盤施設の整備が必要となっている。
・今後は、高齢者、障害者、子育て世帯など誰もが暮らしやすく、防災性や耐震性などに優れ、さらに東部地区の地域特性である歴史や文化、景観等を活かすための機能的で魅力ある道路や公園整備の環境に配慮した安心･安全なまちづくりを進めるこ
　とが求められている。

・長崎市第四次総合計画において、まちづくりの基本方針を「安全・安心で快適に暮らせるまち」とし、その実現のための基本施策を「暮らしやすいコンパクトな市街地の形成」としており、住環境の改善及び再生を図ることを目指している。
・都市計画部の重点的取組みでは、目指すべき目標として「にぎわいと暮らしやすさの都市づくり」を重点化方針に定め、重点的施策を「安全快適なまちづくり」、「都市活力の維持・増進を図る都市づくり」として、都市基盤施設が未整備な市街地におい
て､
　土地区画整理事業などを推進し、防災及び救急活動に必要となる生活道路の整備や公園などのオープンスペースの確保などにより防災性の向上を図るとともに、計画的で良好な市街地の形成を図ることを主な取組みとしている。
・また、土地区画整理事業廃止予定区域内における東長崎縦貫線などの都市計画道路についても、安全快適なまちづくりとする重点的施策のもと、都市基盤の施設整備を行い住環境の改善を図ることにより、にぎわいと暮らしやすさの都市づくりを目指
　し、整備に取り組んでいくことにしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

80.5

防災・安全面が向上したと感じる人の割合 〃 道路・公園整備により防災面・安全面が向上したと感じる人の割合の向上 65.1 72.6

すみやすいと感じる人の割合 長崎市民意識調査の結果（対象：地区内） 当地区が住みやすいと感じる人の割合の向上 79.3



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
■東部地区東長崎土地区画整理事業施行区域の廃止方針の決定及び代替整備の実施
　長崎市では、昭和50年に都市計画決定された東長崎地区の土地区画整理事業約750ｈａにおいて、事業が長期化する中、人口減少や住宅地の供給過剰等に伴う土地価格の下落等、社会経済
情勢等が変化するとともに、公共事業としての必要性が変化してきたこと、また、地元の意向や第三者委員会による検討により、長崎市における土地区画整理事業の見直しの必要性が生じてきた
ことから、平成22年3月に市の施策を方針転換し、これまで計画していた土地区画整理事業について、事業の早期完成を図るため、区域を縮小する都市計画変更手続き（見直し）に着手する方針を
決定した。
　これに伴い、都市基盤施設の整備が遅れている土地区画整理事業の廃止予定区域においては、土地区画整理事業に代わる事業として、見直し後の都市計画道路や生活道路等の整備を長期計
画において、平成23年度から平成33年度まで予定している。
　東部地区では、不足する都市基盤施設を整備し住環境の改善を図ることにより、暮らしやすいコンパクトな市街地形成を目指す。

方針に合致する主要な事業

整備方針１：安全快適なまちづくり
　○都市基盤施設が未整備な市街地において､土地区画整理事業などを推進し、防災及び救急活動に必要となる生活
　　道路の整備や公園などのオープンスペースの確保などにより防災性の向上を図るとともに、計画的で良好な市街地
　　の形成を図る。

公園事業（基幹・市）
土地区画整理事業（関連・市）
東長崎地区都市基盤施設整備事業（東長崎縦貫線都市計画道路事業、古
賀駅前線都市計画道路事業）（関連・市）

整備方針２：都市活力の維持・増進を図るまちづくり
　○土地区画整理事業廃止予定区域内の都市基盤施設の整備により、住環境の改善を図り、良好な市街地の形成を
図
　　る。

公園事業（基幹・市）
土地区画整理事業（関連・市）
東長崎地区都市基盤施設整備事業（東長崎縦貫線都市計画道路事業、古
賀駅前線都市計画道路事業）（関連・市）

・



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）

基幹事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 25 29

道路（都市再構築戦略事業）

公園 長崎市 直 6500㎡ H28 H30 H28 H30 147.0 147.0 147.0 147.0 －

公園 長崎市 直 3000㎡ H31 H32 H31 H32 49.0 49.0 49.0 49.0 －

公園（都市再構築戦略事業）

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 196.0 196.0 196.0 0.0 196.0 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

長崎市 直 893.7ha H32 H32 H32 H32 4.0 4.0 4.0 4.0

合計 4.0 4.0 4.0 0.0 4.0 …B

合計(A+B) 200.0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

長崎市 国土交通省 30.0ha ○ ○ H14 H33 10,500

長崎市 国土交通省 1.87km ○ ○ Ｈ24 Ｈ33 5,230

長崎市 国土交通省 0.44km ○ ○ Ｈ24 Ｈ33 1,176

合計 16,906

交付対象事業費 200.0 交付限度額 80.0 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

（仮称）中里中央公園

清藤公園

連携生活拠点誘導施設

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業活用調
査

事業効果分析調査 長崎市東部地区

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

東長崎平間・東地区土地区画整理事業 平間・東地区

東長崎縦貫線都市計画道路整備事業 古賀地区、東地区

古賀駅前線都市計画道路整備事業 古賀地区、松原地区



都市再生整備計画の区域

　長崎市東部地区（長崎県長崎市） 面積 893.7 ha 区域
田中町、矢上町、平間町、鶴の尾町、東町、かき道１丁目、かき道２丁目、かき道３丁目、かき道４丁目、かき道５丁目、かき道６丁
目、松原町、古賀町、つつじが丘１丁目、つつじが丘２丁目、つつじが丘３丁目、つつじが丘４丁目、つつじが丘５丁目、中里町、上戸
石町、戸石町、高城台１丁目、高城台２丁目、宿町、界１丁目、界２丁目、芒塚町、網場町の市街化区域

凡 例

対象区域

区画整理区域

国道・高速道路

長崎市東部地区

国道２５１号
国道２５１号

国道３４号

国道２５１号

国道３４号

長崎自動車道

対象地区：長崎市東部地区（893.7ha）

東長崎矢上地区土地区画整理事業区域(105.5ha）

東長崎平間・東地区土地区画整理事業区域(30.0ha）





様式８　年次計画
（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

事業費

道路

公園 長崎市 147.0 18.0 77.0 52.0

〃 長崎市 49.0 31.0 18.0

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

計 196 18 77 52 31 18

提案事業

交付対象 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

事業費

長崎市 4.0 4.0

計 4 0 0 0 0 4

合計 200 18 77 52 31 22

累計進捗率　（％） 9.0% 47.5% 73.5% 89.0% 100.0%

交付対象 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度

事業費

0 0 0 0 0 0

累計進捗率 （％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

合計

連携生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業

事業 事業箇所名

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

（仮称）中里中央公園

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

地域創造
支援事業

事業主体

事業活用
調査

事業効果分析調査 長崎市東部地区

まちづくり活動
推進事業

清藤公園

（参考）都市機能立地支援関連事業



公園（都市公園補助事業採択要件外）

交付期間内事業費内訳

公園等名（*1） 種別等（*2） 事業主体（*3） 概要（面積(㎡)等） 交付期間内 設計費 用地費 施設整備費 備考（*5）

（*4） 事業費（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

（仮称）中里中央公園 街区公園 長崎市 6,500 147 6 141
遊具、あずまや、
トイレ、公園灯等

清藤公園 街区公園 長崎市 3,000 49 4 27 18
植栽、遊具、あずまや、
トイレ、公園灯等

合計 － － － 196 4 33 159 －

*1　公園等名ごとに１行ずつ記入。足りない場合は、適宜行を追加すること。

*2　「種別等」欄には、都市公園の種別である「街区公園」、「近隣公園」、「地区公園」、「特定地区公園」、「総合公園」、「運動公園」、「動植物公園」、「歴史公園」、「広域公園」、「レクリエーション都市」、

　 　「風致公園」、「墓園」、「緩衝緑地」、「都市緑地」、「緑道」のいずれかを記入。

　　都市公園でない場合は「無」を記入し、「概要（面積等）」欄に制度上の位置付け（条例設置公園等）を簡潔に記載。

*3　「事業主体」欄には、事業の施行者を記入。（間接交付の場合は、交付金事業者ではなく、「第三セクター」等の施行者を記入。）

*4　「概要（面積(㎡)等）」欄には、都市公園でない場合に公園としての制度上の位置づけを記入する他、計画面積（単位：㎡）等を記入すること。

*5　「備考」欄には整備する主な施設（園路、植栽、あずまや、体験学習施設等）を簡潔に記載。

*6　青色で着色してあるセルは自動計算されるので入力しないこと。



【全体事業】 （仮称）中里中央公園整備

事業年度 ： 平成２８年度～平成３０年度

工事延長 ： Ａ＝６，５００㎡

工事内容 ： 遊具、あずまや、トイレ、公園灯等

全体事業費 ： １４７．０百万円

撮影
方向

【交付金事業】 （仮称）中里中央公園整備

事業年度 ： 平成２８年度～平成３０年度

工事延長 ： Ａ＝６，５００㎡

工事内容 ： 遊具、あずまや、トイレ、公園灯等

全体事業費 ： １４７．０百万円

（仮称）中里中央公園整備イメージ写真 （撮影場所：えがわ運動

【目的】

長崎市東部地区のまちづくりの一環として年次的に公園

を整備しており、以前から公園整備の要望があった当地

区の公園の整備を行い、地域コミュニティの強化を図るも

の。

1000 50 150 200



【全体事業】 清藤公園整備

事業年度 ： 平成３１年度～平成３２年度

工事延長 ： Ａ＝３，０００㎡

工事内容 ： 遊具、あずまや、トイレ、公園灯等

全体事業費 ： ４９．０百万円

撮影

【交付金事業】 清藤公園整備

事業年度 ： 平成３１年度～平成３２年度

工事延長 ： Ａ＝３，０００㎡

工事内容 ： 遊具、あずまや、トイレ、公園灯等

全体事業費 ： ４９．０百万円

清藤公園整備イメージ写真 （撮影場所：転石公園）

【目的】

長崎市東部地区のまちづくりの一環として年次的に公園を整

備しており、以前から公園整備の要望があった当地区の公園の

整備を行い、地域コミュニティの強化を図るもの。

1000 50 150 200


