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長崎市第四次総合計画「前期基本計画」報告 

『１１０の取組み』の作成にあたって 
 

本書は、第四次総合計画「前期基本計画」（計画期間：平成 23～27年度）に基づき実施した

取組みのうち、長崎らしい取組みや成果が顕著であるもの等について 110の取組みを選定し、

第四次総合計画の「将来の都市像」の実現に向けた８つの重点テーマに沿ったまちづくりの方

針（Ａ～Ｈ）ごとに記載しています。 
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取 組 名 １ 世界遺産登録推進 

概  要 「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び「長崎と天草地方

の潜伏キリシタン関連遺産」の２つの世界遺産登録に向け必要な作業に取り組んだ。 

事業期間 平成 18年度～ 
 

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石

炭産業」構成資産『端島炭坑』 

 
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」 

 構成資産『大浦天主堂』 

主な取組み 

 

・構成資産及び周辺環境の保護措置 

・構成資産の保存整備 

・推薦書案の作成 

・受入態勢の整備 

・周知啓発 

・イコモス調査への対応 

 

成果・効果 ○「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造

船、石炭産業」 

・平成 26年 1月、「明治日本の産業革命遺産 九

州・山口と関連地域」として平成 27年の登録

に向け、国からユネスコへ推薦。 

・平成 27年 5月 4日、イコモスより記載勧告。

(名称を「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製

鋼、造船、石炭産業」と変更） 

・平成 27年 7月 8日、世界文化遺産登録。 

○「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」 

・「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として

平成 28年の世界遺産登録に向け、平成 27年 1

月に国からユネスコへ推薦。 

・平成 27年 9月、イコモス調査。 

・平成 28年 2月、イコモスの中間報告をふまえ 

登録推薦を一旦取り下げ。 

・平成 28年 7月、平成 30年の登録に向け再推

薦決定。 

・平成 28年 9月、名称を「長崎と天草地方の潜

伏キリシタン関連遺産」と変更。 

・平成 29年 2月 1日、「長崎と天草地方の潜伏

キリシタン関連遺産」の推薦書（正式版）を

ユネスコへ提出。 

 

A 私たちは「住む人が誇り、だれもが訪れたいまち」をめざします 

全てが初めての

経験で戸惑うこ

とばかり。英語を

読むのも大変！ 

国・関係自治

体・所有者の

連携が実っ

た！ 

 

世界遺産 

誕生！ 



- 2 - 

 

 

取 組 名 ２ 『新長崎市史』の刊行 

概  要 長崎市の歴史を後世に継承するため、市制施行 120 周年を契機に新たな通史を刊行

した。 

事業期間 平成 21～26年度  

 

 

 

 

 

 

 
「新長崎市史」全 4巻 

主な取組み 

 

・『新長崎市史』及び普及版の編さん 

・発刊記念講演会及び市史講座の開催 

・「市史だより」の発行 

・市内主要書店での市史の販売、中学・高校等への

寄贈、図書館・公民館等での公開 

実  績 ・『新長崎市史』全４巻の刊行 

第一巻(自然編、先史・古代編、中世編) 

第二巻(近世編)、第三巻(近代編) 

第四巻(現代編) 

・『新長崎市史』普及版「わかる！和華蘭」の刊行 

成果・効果 ・市史の販売や図書館、公民館等での閲覧を通して、 

長崎市の歴史に関する情報の発信と市民意識の啓発が図られた。 

 

 

取 組 名 ３ 出島の整備（６棟復元、表門橋架橋推進） 

概  要 出島の魅力向上を図るため、出島の復元整備計画に基づき 19世紀初頭の建物６棟の

復元と表門橋架橋を進めた。 

事業期間 平成 22～29年度 

６棟完成イメージ図 

出島表門橋完成イメージ図 

主な取組み 

 

・復元建造物６棟の遺構発掘調査、歴史的

考証、建物実施設計、建設工事開始 

・旧出島橋の歴史的考証、表門橋の架橋予

定地の発掘調査、工事の着工 

実  績 ・復元建造物６棟（十六番蔵、筆者蘭人部

屋、十四番蔵、乙名詰所、組頭部屋、銅

蔵）の完成 

・表門橋については、基礎工事（下部工）

完成、橋梁の製作（上部工）に着工 

成果・効果 ・6棟復元については、平成 28年 10月に供

用開始し、集客増となった。表門橋につ

いては、平成 29 年 11 月の供用開始に向

け進捗した。 

 
江戸町側の基礎のみで支

える「最先端技術の橋」に

なる予定♪お楽しみに！ 

先史・古代から現代までの通

史と、コンパクトにまとめた

普及版。長崎の歴史に触れ、

楽しんでみませんか？ 
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取 組 名 ４ 軍艦島上陸に向けた施設整備 

概  要 長崎市の観光の魅力向上を図るため、日本の近代化を支えた産業遺産「端島炭坑（軍

艦島）」へ上陸できるよう見学施設を整備した。 

事業期間 平成 19年度～  

（平成 21年４月～上陸開始） 

 

 
   端島炭坑（軍艦島） 

主な取組み 

 

・桟橋の整備、見学通路・見学広場の整備、

安全対策の実施 

・PR用のチラシ、ポスター等の制作 

実  績 ・上陸者数（年度） 

Ｈ23 95,939人 ⇒ Ｈ27 286,936人 

成果・効果 ・施設の整備及び PR等により、 

観光客の誘客につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「石炭産業の繁栄と衰退を物語

るかつての海底炭坑」を一度、

自分の目で見てみませんか？ 
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取 組 名 ５ まちぶらプロジェクト 

概  要 「まちなか」の賑わいを市民と一体となって再生するために「まちぶらプロジェクト」

を策定し、まちなか軸を中心とした５つのエリアの個性や魅力の顕在化に着手した。 

事業期間 平成 25～34年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
まちぶらプロジェクト概要図 

主な取組み 

 

・新大工町地区・浜町地区市街地再開発事業 

・町家の修繕や町家風外観形成への助成 

・銅座川プロムナードや路地の整備 

・唐人屋敷顕在化事業 

・洋館の保存・活用 

・歳時の顕在化 

・エリア情報マップの制作 

・回遊路や公共トイレなどの整備 

・まちなか賑わいづくり活動支援事業への補助 

・地域力によるまちづくりを推進するための 

「まちぶらプロジェクト認定制度」の創設 

・長崎市中心市街地活性化基本計画の策定 

実  績 （Ｈ27年度までの主な実績） 

・町家の修繕等への助成軒数…22軒 

・唐人屋敷象徴門（大門・誘導門）の建設 

・まちあかりイベントの実施 

・ししとき川通りなど回遊路や路地の整備 

・公共トイレ整備や民間施設のトイレ開放支援 

・まちなか賑わいづくり活動支援事業への補助 

件数…16件 

・「まちぶらプロジェクト」認定事業数…35事業 

・長崎市中心市街地活性化基本計画  

…Ｈ27.3.27内閣総理大臣認定 

成果・効果 （Ｈ27年度までの主な成果・効果） 

・取組みが具現化され「まちぶらプロジェクト」の認知が進んだ。 

・自主的なまちづくりの取組みとして、新大工町地区と浜町地区において市街地再開

発準備組合が設立され、その他のエリアにおいても、地域のまちづくりに取り組む

団体が組織されるなど、地域の活動が活発になってきた。 

・町家の修繕、町家風外観形成への助成や長崎町家の魅力発信により、和のまちなみ

形成が図られると共に、町家の保全に対する市民等の関心が高まった。 

・回遊路の整備や町家の助成制度による整備などを契機とした新たな店舗の出店が増

えてきている。 

・回遊路や公共トイレ、案内誘導板などの整備により、歩いて楽しい環境の一部が整

った。 

・長崎市中心市街地活性化基本計画の策定により、国の特別交付税の交付を受け、ま

た、民間の中小企業が金利優遇による融資制度を活用できるようになった。 

長崎のまちなかの魅力を磨いて賑

わいを生み出す市民主体のまちづ

くり。まちなかに息づく古くからの

生業や営みに光をあてながら、市民

の皆さんだけではなく、長崎を訪れ

る人も、誰もが笑顔になれるまちづ

くりを目指しています。 
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取 組 名 ６ 長崎市野母崎高浜海岸交流施設（高浜アイランド）開設 

概  要 野母崎地区の個性である美しい海岸線を活用し、地区全体の交流人口の拡大と地域

活性化を図るために、地区の玄関口にあたる高浜海岸に、夏期は桟敷、夏期以外は

喫茶を中心として年間を通して利用できる新たな施設を整備し、平成 26 年 7 月 15

日にオープンした。 

事業期間 平成 24～26年度  

 

 

 

 

 

 
高浜アイランド 

主な取組み 

 

・平成 24年度 基本実施設計 

・平成 25～26年度 建設 

実  績 

 

・Ｈ26 施設利用客数（年度）12,497人 

・Ｈ27    〃      15,561人 

 

 

 

成果・効果 ・夏季の桟敷利用者は天候に左右されやすいものの、喫茶では観光ツアーとの連携

やリピーターの確保に努め順調に客足を伸ばしている。今後とも地域情報の発信

基地として交流人口の拡大に努める。 

 

 

 

取 組 名 ７ 池島産業遺産の活用 

概  要 池島の魅力を活かした交流人口の拡大を図るため、池島における体験型観光等の取

組みを支援した。 

事業期間 平成 23年度～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池島炭鉱施設 

主な取組み 

 

・トロッコ人車を活用した池島炭鉱さるくの

実施 

・炭鉱施設（坑道等）の維持管理 

・事業運営費への助成（平成 23年度～） 

実  績 

 

・坑内体験者（年度） 

 Ｈ22 359人  

⇒ Ｈ27 7,393人 

成果・効果 ・池島の個性を活かした観光事業により、交流人口の拡大につながった。 

・長崎市が主体となって実施するための手続きを行い、事業継続に関する整理がで

きた。（平成 28年 4月～指定管理者制度導入）             

 

 

 

 

たんこ 

軍艦島が見える絶好のロケーション♪ 

夏はもちろん、どの季節もデートにお

勧めのスポットですよ。 

坑道内に常時入れる炭鉱跡は、

日本で唯一ここだけです。 
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取 組 名 ８ 九州新幹線西九州ルート決定・着手 

概  要 交流人口の拡大に向け、利便性の高い高速交通手段を整備するため、九州新幹線西

九州ルートの整備に向けた取組みが進められた。 

事業期間 平成 24～34年度 

 
新長崎トンネル（東工区）坑口 

主な取組み 

 

・関係機関への要望活動 

・沿線 5 市による「新幹線サミット」

の開催 

・諫早・長崎間の建設 

・沿線住民との協議、調整 

実  績 トンネル掘削率（年度） 

・新長崎トンネル（東工区）Ｈ27 57％ 

・新長崎トンネル（西工区）Ｈ27  6％ 

              など 

成果・効果 ・平成 24年 6月に武雄温泉から長崎間が標準軌(フル規格)により認可された。 

・平成 34年度の完成をめざし、工事が進捗した。 

 

 

  

取 組 名 ９ 長崎駅周辺の整備 

概  要 長崎の陸の玄関口にふさわしい新たな都市拠点の形成を図るため、長崎駅周辺の各

種整備を進めた。 

事業期間 平成 21～35年度  

 

 

長崎駅周辺整備イメージ図 

主な取組み 

 

・建物移転補償 

・土壌汚染調査 

・道路改良及び整地工事 

・汚水管布設工事 

・新しい駅舎や駅前広場等のデザイン

についての検討 

実  績 ・ＪＲ長崎本線連続立体交差事業進捗

率（年度）  Ｈ27 約 38.0％ 

・長崎駅周辺土地区画整理事業進捗率 

（年度）   Ｈ27   約 15.0％ 

成果・効果 ・平成 32年度末予定のＪＲ長崎本線連続立体交差事業の完了に向けて進捗した。 

・平成 35年度末予定の長崎駅周辺土地区画整理事業の完了に向けて進捗した。 

長崎市内６工区、すべての工事が発注されました。 

今後ともご協力をよろしくお願いします。 

今年度もシンポジウムやワークショップを

開催し、市民の皆さんと一緒にまちづくりに

取り組みたいと考えています。 
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取 組 名 10 「游学のまち deやってみゅーで“Ｕ-サポ”」による学生の社会参加活動の支援 

概  要 学生の自主的な社会参加活動を通じて、学生の人間的成長と地域の活性化を図るた

め、ボランティア参加を希望する学生と地域でボランティアの機会を提供する団体

等（応援団）をつなぐ取組みを行った。 

事業期間 平成 23年度～  

（募集チラシ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録学生募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援団募集 

 

 

主な取組み 

 

・長崎大学のボランティア活動支援「やってみ

ゅーでスク」の仕組みを「游学のまち deやっ

てみゅーで“Ｕ-サポ”」として長崎地域の７

大学に拡大し、運営を長崎大学に委託 

実  績 

 

・「Ｕ-サポ」学生個人登録数（年度） 

 Ｈ23 1,654人 ⇒ Ｈ27 2,310人 

・「Ｕ-サポ」応援団(ボランティア活動の機会を

提供する自治会・市民団体等)登録数（年度）  

Ｈ23 327件 ⇒ Ｈ27 226件 

※Ｈ26 から登録基準の見直し（2 年以上活動

提案がない団体及び個人登録等を登録対象

外とする。）による減 

・「Ｕ-サポ」学生のボランティア延べ参加数（年

度） 

 Ｈ23 795人 ⇒ Ｈ27 2,719人 

 

（ボランティア活動事例） 

 

 

 

 

 

 

 

ながさき 100km徒歩の旅 

成果・効果 ・長崎地域で学ぶ学生が大学の枠を超えて、他大学の学生とも交流を深めながら地

域行事等の社会活動に参加することにより、学生自身のコミュニケーション能力

等の向上と地域の活性化に資することができた。 

 

いろんな体験で、“人間力”ＵＰ間違いなし！ 

応援団も募集中です。 
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取 組 名 11 夜景観光の推進 

概  要 平成 24年 10月に長崎市で開催された「夜景サミット 2012in長崎」において、香港、

モナコ、長崎の３都市が世界を代表する夜景都市「世界新三大夜景」都市として認

定された。 

また、平成 27年 10月に神戸市で開催された「夜景サミット 2015in神戸」において、

札幌、神戸とともに「日本新三大夜景」都市として認定された。 

事業期間 平成 24年 10月～ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

稲佐山から見た夜景 

主な取組み 

 

・官民協働の「長崎夜景プロモーション実行委

員会」の設置、夜景に関する各種活動 

・バイオリニスト葉加瀬太郎氏による「長崎夜

曲」の制作、楽曲を活用したプロモーション 

・稲佐山山頂電波塔ライトアップ 

・夜景を活用した各種広報、宣伝 等 

実  績 

 

・長崎ロープウェイ利用者数（年） 

 Ｈ23 93,548人 ⇒ Ｈ27 72,710人 

（5月～1月運休） 

・観光客数（年） 

 Ｈ23 594.5万人 ⇒ Ｈ27 669.4万人 

成果・効果 ・多くの観光客を誘客し、観光消費額の増加（前年比 125億円増）につながった。 

・夜景観光の推進により、観光消費額は、過去最高の約 1,368億円（平成 27年）と

なった。 

 

夜景をＰＲしたいという民間の取り組みが活発化

しています！ 

見上げる夜景が登場！！ 
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取 組 名 12 外国人観光客誘致（クルーズ客船 等） 

概  要 長崎市の経済の活性化を図るため、外国人観光客の誘致活動及び受入態勢の整備を

行った。 

事業期間 平成 23年度～ 

 
主要電停の多言語案内板 

クルーズ客船へのおもてなしの様子 

主な取組み 

 

【誘致・PR】 

・現地旅行社セールス、観光展出展、 

商談会参加、ロケ誘致、メディア招聘 等 

・東アジア・東南アジア・欧州におけるトップ

セールスの実施 

【受入態勢整備】 

・主要な観光施設 10箇所及び長崎電気軌道電

停（39 箇所）における公衆無線 LAN 環境の

整備 

・市内飲食店向け多言語メニュー作成支援サイ

トの開設 

・長崎浜市商店街振興組合と連携した「消費税

免税手続一括カウンター」の設置 

・民間事業者が行う外国人観光客受入態勢整備

の支援 

・多言語ガイドマップの作成、多言語案内版の

設置 等 

実  績 ・外国人延宿泊者数（年） 

 Ｈ23 11.6万人 ⇒ Ｈ27 33.9万人 

・国際クルーズ客船乗客、乗務員数（年） 

 Ｈ23 37,147人 ⇒ Ｈ27 432,958人 

成果・効果 ・多くの外国人観光客を誘客し、観光消費額の増加につながった。 

 

平成２７年国際クルーズ

客船入港隻数 129 隻は

過去最高！ 
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取 組 名 13 国際性を有する人材の育成 

概  要 世界とつながる人的ネットワークを拡大するとともに、国際性を有する人材の育成

を図るため、長崎市の中学生を姉妹都市や市民友好都市等へ派遣した。 

事業期間 平成 24年度～ 

 
派遣された中学生とホストファミリーなど

現地の人たち 

 

 

 

主な取組み 

 

・長崎市の中学生を姉妹都市や市民友好都市

等へ派遣し、ホームステイ等を実施 

実  績 

 

 

 

 

・派遣した中学生の数（年度） 

Ｈ24 32人（中国・福州市） 

    15人（ブラジル・サントス市）  

 Ｈ25 30人（韓国） 

 Ｈ26 15人（オランダ・ライデン市等） 

Ｈ27 16人（アメリカ・セントポール市等） 

・事後アンケート（１年後）における満足度

（年度） 

 Ｈ24 22人/23人（95.7％） 

 Ｈ25 22人/22人（100％） 

Ｈ26 14人/14人（100％） 

成果・効果 ・長崎市の子どもたちの将来の夢の具体化や

国際交流の必要性の認識へとつながった。 

 

取 組 名 14 留学生支援の充実 

概  要 留学生数の増加に向けて、留学生の長崎留学の満足度向上を図るための支援を充実

させた。 

事業期間 平成 23年度～  

 
ながさき異文化ちゃんぽんフェスタ 

に参加した留学生 

 

 

主な取組み 

 

・産学官の連携による「長崎留学生支援セン

ター」の設立 

・市有観光施設の入館料等の免除 

・大学が機関保証する際の市営住宅入居に係

る保証人免除 

・大学が整備する留学生の受入宿舎の建設用

地の無償貸付 

実  績 ・市内大学留学生数（年度） 

 Ｈ23 881人、Ｈ24 873人、Ｈ25 791人、 

 Ｈ26 800人、Ｈ27 817人  

成果・効果 ・留学生は、在籍する学校はもちろんのこと、地域の国際化にも貢献する存在であ

り、加えて、その消費支出による経済の活性化とともに、人口減少対策にもつな

がっている。 

 

貴重な経験をしてきた子どもたち

は、これからの長崎を背負うグローバ

ル人材になってくれるはずです！ 

留学生は、長崎の国際化にも貢献し

てくれる存在です。 

 

 

留学生と話して

いると、バイタ

リティを強く感

じるとともに、

世界の広さも感

じます♪ 
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取 組 名 15 米国国立公文書館原爆資料調査 

概  要 被爆の実相をより正確な情報として後世に伝えるため、被爆当時の長崎の状況に関

する資料を保管している「米国国立公文書館」において原爆資料の調査と収集を行

った。 

事業期間 平成 25～平成 28年度 

米国国立公文書館所蔵写真 

主な取組み 

 

・事前調査による収集対象資料のリストアップ 

・被爆写真の専門家と学芸員による資料確認 

・収集資料の分析、整理、活用 

 

 

実  績 ・収集資料件数（年度） 

Ｈ25   150件（写真） 

Ｈ26 1,400件（写真） 

Ｈ27 1,100件（写真）､40件（映像） 

成果・効果 ・被爆の実相を物語る写真 2,650件､動画 40件を収集したことにより、被爆当時の

新たな事実が判明し、被爆継承の取組みに活用されている。 

 

取 組 名 16 被爆遺構等の整備 

概  要 被爆遺構等を通して原爆の実相を伝えるため、被爆遺構等の整備を行い、施設の保

存と見学等の受入態勢を整えるとともに、多くの方に見てもらうために情報発信を

行った。 

事業期間 平成 25～28年度 

被爆遺構 

主な取組み 

 

・長崎原爆遺跡の調査・研究 

・城山小学校平和祈念館、山里小学校原爆資料

室、立山防空壕跡、三菱兵器住吉トンネル工

場跡の公開 

 

 

成果・効果 ・平成 25年 8月、長崎原爆遺跡（旧城山国民学校校舎、山王神社二の鳥居、旧長崎

医科大学門柱、浦上天主堂旧鐘楼）が国の文化財に登録された。 

・平成 28 年 10 月、長崎原爆遺跡（爆心地、旧城山国民学校校舎、山王神社二の鳥

居、旧長崎医科大学門柱、浦上天主堂旧鐘楼）が国の文化財（史跡）に指定され

た。 

・城山小学校平和祈念館、山里小学校原爆資料室、立山防空壕跡、三菱兵器住吉ト

ンネル工場跡の公開を通じ、被爆の実相を伝えた。 

Ｂ 私たちは「平和を願い、求め、つくるまち」をめざします 

70 年前の状態を知る被爆者の方も少なくなって

きており、検証作業にかなりの時間を要します。 

被爆遺構等が、原爆の凄ま

じさを訪れる人の心に語り

かけてくれます。 
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取 組 名 17 原爆資料館展示室更新整備の実施 

概  要 被爆 70周年事業として、最新の映像・情報機器等の導入により観覧環境を改善した

ほか、米国国立公文書館で収集した写真・動画資料や被爆者の絵画等を公開するなど、

展示内容の充実を図った。 

事業期間 平成 27年度 
 

 
 

 
 

主な取組み 

 

・展示ケース及び展示室内の照明にＬＥＤを導入。 

・被害の地理的な広がりをプロジェクションマッピング

で展開。 

・モバイル端末でＱＲコードを読み取ることにより、11

ヵ国語（日、英、中、韓、西、仏、独、露、蘭、ポル

トガル、アラビア）で展示資料の解説文を閲覧できる

環境を整備。 

・ファットマンの外観を現物と同じ黄色に塗替え。 

・米国国立公文書館で収集した資料、被爆者の絵画や紙

芝居、長崎原爆絵巻「崎陽のあらし」をデジタル化し、

モニターで閲覧できるシステムを導入。 

成果・効果 ・新規資料約 600点を展示できることとなり、展示内容が充実した（927点から約 1,500

点に増加）。 

・デジタル機器の導入により、観覧スペースが拡大するとともに、写真資料等の追加

展示が可能となった。 

 

取 組 名 18 被爆 70周年記念事業（公募事業） 

概  要 市民協働により「被爆の実相の継承」及び「平和のアピールの発信」に取り組むため、

民間団体が実施する８件の事業に対し補助を行った。 

事業期間 平成 27年度 
 

 
【演劇】明日 

 
【音楽】平和祈念音楽祭in長崎 

主な取組み 

 

・音楽 2件 

「レクイエム・プロジェクト長崎 2015」、 

「平和祈念音楽祭 in長崎」 

・演劇  3件 

「残夏-1945-」、「明日」、「オペラ「いのち」」 

・美術  1件 

「キッズゲルニカ大会 inながさき」 

・映像  1件 

「浦上天主堂再現プロジェクト」 

・出版  1件 

「原爆後の 70年-長崎の記憶と記録を掘り起こす」 

成果・効果 ・多くの市民が各種事業に参加したことにより、「被爆の実相の継承」及び「平和のア

ピールの発信」についての気運を醸成することができた。 

ファットマンの色調再現 

プロジェクションマッピングの活用 

 

世界中から資料

館に来られる方

に見やすく、わ

かりやすく被爆

の実相を伝えま

す。 

市民の皆さんの

様々な取組み

で、平和への願

いが発信されま

した。 
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取 組 名 19 青少年ピースボランティアの育成 

概  要 青少年の平和意識の向上と被爆体験の継承を図るため、青少年が被爆の実相や戦争

について学び、様々な視点から平和について考え行動する機会を提供した。 

事業期間 平成 14年度～ 

ピースボランティア学習会の様子 

主な取組み 

 

・青少年ピースボランティアへの長崎原爆に関

する学習会実施 

・青少年ピースフォーラムの実施 

・青少年ピースボランティアによる自主企画学

習会の開催 

・長崎市の平和イベントでのボランティア活動 

実  績 ・ピースボランティア登録者数（年度） 

 Ｈ23 192人 ⇒ Ｈ27 199人 

※登録対象年齢：15 歳(中学生を除く)以上 30

歳未満 

成果・効果 ・ピースボランティアが様々な学習を通して平和に関する知識を身に付け、被爆体

験を継承し平和を発信することの大切さを学んだ。 

・青少年ピースフォーラムに、ピースボランティアがスタッフとして参画し、被爆

の実相の継承及び平和の発信の活動を実践した。 

 

 

取 組 名 20 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)の設置・連携活動 

概  要 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)の研究成果を 

活用するとともに、県、市、長崎大学が連携して核兵器 

廃絶の実現に寄与するため連絡協議会を設置し、様々な 

活動を行った。 

事業期間 平成 24年度～  

「ナガサキ・ユース代表団」を 2015年核不拡散

条約（NPT）再検討会議へ派遣 

主な取組み ・核兵器廃絶に関する市民向け講座の開催 

・大学生等による「ナガサキ・ユース代表

団」の国際会議への派遣 

実  績 ・市民講座の受講者累計数（年度） 

Ｈ24 213人 ⇒ Ｈ27 1,108人 

・ユース代表団の国際会議への派遣者累 

計数（年度） 

 Ｈ25 ８人 ⇒ Ｈ27 28人 

成果・効果 ・市民の核兵器に関する問題への理解が深まった。 

・ユース代表団を国際会議に派遣する過程を通じ、次世代を担う人材が育成できた。 

核兵器廃絶に関する専門

的な情報をわかりやすく

市民へ発信できるように

なったことは、長崎市に

とって大きな進化です。 

自主性を引き出

すような工夫を

しています♪ 

「学ぶ側から伝
える側へ！」１
人ひとりが頼も
しい継承の担い
手です！ 
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取 組 名 21 核不拡散条約(NPT)再検討会議への出席 

概  要 核保有国の増加防止を目的とする核不拡散条約の 

運用状況を検討する NPT再検討会議に出席し、 

被爆の実相や被爆地長崎の思いを発信した。 

事業期間 平成７年度～  

 
NPT再検討会議での演説の様子 

主な取組み ・NPT再検討会議関連行事での演説 

・国連、各国政府関係者、NGO関係者へ

の要望 

実  績 ・NPT再検討会議関連行事での演説、関

係者への要望回数（年度） 

Ｈ24 ６回 Ｈ25 10回 

Ｈ26 10回 Ｈ27 11回 

成果・効果 ・最終文書が採択されないまま閉幕したが、最終文書案に盛り込まれた国連総会で

の多国間核軍縮交渉の前進に関する公開作業部会の設置が秋の国連総会で決まる

など、核兵器の法的禁止に向けた進展がなされた。 

 

 

取 組 名 22 広島市と共同した平和アピール活動の推進 

概  要 核兵器廃絶と恒久平和の実現を図るため、同じ被爆地である広島市と共同し、様々な

平和アピール活動を行った。 

事業期間 昭和 52年度～  

 
第 8回平和首長会議総会の様子 

 

 

主な取組み 

 

・平和首長会議のネットワークの拡大 

・国内外大学での「広島・長崎講座」の設置 

・海外原爆展の開催 

・NPT再検討会議関連行事の開催 

実  績 ・平和首長会議加盟都市数（年度） 

 Ｈ23 5,136都市 ⇒ Ｈ27 7,028都市 

・「広島・長崎講座」開設大学数（年度） 

 Ｈ23 58大学 ⇒ Ｈ27 66大学 

・海外原爆展累計入場者数（年度） 

 Ｈ23 5,160人 ⇒ Ｈ27 241,785人 

成果・効果 ・国際社会において、核兵器廃絶の機運が高まってきている。 

・平和首長会議の加盟都市が着実に増加している。 

 

ＮＧＯの代表として、また、被

爆地長崎の市民を代表して市長

が出席することで、国益にとら

われず、「人間の視点」を議論に

持ち込むことができます！ 

住民に一番近い首長が連携する

ことによって、核兵器の脅威から

生命、財産を守るとの信念で取り

組んでいます！ 
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取 組 名 23 第 61回パグウォッシュ会議世界大会の開催 

概  要 パグウォッシュ会議世界大会が、県、市、長崎大学の協力のもと、被爆 70周年となる

平成 27年度に長崎市で初めて開催され、世界の科学者や専門家が軍縮、平和問題を討

議した。 

事業期間 平成 27年度  

主な取組み 

 

・全体セッション（一部公開）やワーキンググループ

を開催し、会議のまとめとして「長崎宣言」を発表。 

・国際学生・ヤングパグウォッシュ会議を実施。 

・開会前プログラムとして、パグウォッシュ会議が受

賞したノーベル平和賞のメダル複製の受託や、原爆

関連施設の視察、被爆体験講話を実施。 

実  績 ・会議参加者数 34か国、192人 

・公開セッション参加者数 

（市民等を含む）累計 790人 

成果・効果 ・「長崎を最後の被爆地に」と訴え、核兵器保有国の核兵器廃絶の確約や核兵器の法的

禁止を呼びかける「長崎宣言」を、国内外に発信できた。 

・会議に先立ち、参加者が被爆者の体験を聞き、交流できたことで、被爆地の平和を

希求する思いを共有できた。 

 

取 組 名 24 世界こども平和会議の開催 

概  要 「過去を学び、現在を見つめ、明るい未来を描こう！」をコンセプトに実施。海外と

長崎の青少年が被爆の実相や平和の尊さを学ぶとともに、言葉や文化の違いを越えて

交流を深め平和をアピールした。 

事業期間 平成 27年度  

 

 
 

 
クロージングセレモニーの様子 

主な取組み 

 

・原爆資料館等の施設見学、被爆体験講話聴講 

・野口聡一氏による基調講演 

・核兵器に関する講義 

・日本文化体験 

・意見交換会、ピースアート作成、成果発表 

・平和の発信（ダイジェスト版の YouTube 掲載、市立

学校での報告会開催、海外参加者への平和発信スタ

ーターキット配布） 

実  績 ・会議参加者：224人 

(内訳)海外のボーイスカウト 122人（122の国と地域） 

長崎市内の中学生 79人 

福島県いわき市の中高生 23人 

・事前準備等：約 800人（小・中・高・大） 

成果・効果 ・事前準備から当日、報告会まで、会議参加者だけでなく長崎市内の青少年が多く携

わり、長崎市全体として平和について考える機会となった。 

 

開会セッションの様子（長崎大学） 

世界中の専門家が核兵器廃絶を訴える場所として

長崎が大きな役割を果たしました。 

これからの平和な世界をつくるのは、きっと

この子どもたちです！ 
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取 組 名 25 長崎平和特派員の認定 

概  要 世界各地への平和発信のネットワークを拡大するため、海外において平和アピール

活動をしている方々を「長崎平和特派員」として認定した。 

事業期間 平成 22年度～  

 
長崎平和特派員認定の様子 

主な取組み 

 

・新たな長崎平和特派員の認定 

・各国における長崎平和特派員活動の支援 

実  績 ・長崎平和特派員数（年度） 

 Ｈ23 14人 ⇒ Ｈ27 21人 

 

 

成果・効果 ・世界に平和のネットワークが重層的に拡大した。 

 

 

取 組 名 26 市民友好都市の増加  

概  要 平和の礎となる国際交流を促進するため、積極的に市民友好都市の提携を行った。 

事業期間 平成 22年度～ 

市民友好都市の紹介 
 

主な取組み 

 

・市民友好都市の提携・交流 

・新たな市民友好都市提携に向けた 

調整 

実  績 ・市民友好都市数（年度） 

 Ｈ22 １都市 ⇒ Ｈ27 ４都市 

・新たに提携した都市（年度） 

 Ｈ23 中山市（中国） 

 Ｈ24 ライデン市（オランダ） 

 Ｈ25 ヴュルツブルク市（ドイツ） 

成果・効果 ・市民友好都市の提携をきっかけに、より多くの訪問団が来崎しており、世界都市

としての存在感の向上とともに、ネットワークが拡大している。 

 

都市間の友好提携は、歴史的なつながりや市民交流の状況などから行ってい

ますが、そのたびに、長崎のまちの歴史の深さを感じ、また、市民による交

流の重要性を感じます。 

 

長崎市民の平和を希求する想いを、それぞれの

在住している地域で、発信してくれていること

に感謝するとともに心強く思います。 
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取 組 名 27 核兵器廃絶―地球市民集会ナガサキの開催 

概  要 核兵器廃絶の国際世論を喚起するため、市民や NGO などと連携し、被爆地長崎から

国連をはじめ世界に向けて核兵器廃絶をアピールした。 

事業期間 平成 12年度～  

第 5回地球市民集会ナガサキ分科会の様子 

主な取組み 

 

・第５回核兵器廃絶―地球市民集会ナガ

サキを開催し、４つの分科会や全体集

会、関連行事を実施（国内外の専門家

や NGOの代表との活発な議論の実施、

市民や若者が中心となった分科会の実

施） 

実  績 ・集会参加者数（年度） 

 Ｈ22 3,833人  

Ｈ25 3,280人 

※概ね３年おきに開催 

成果・効果 ・第５回地球市民集会ナガサキにおいて、長崎アピールを採択し、世界に核兵器廃

絶をアピールした。 

・集会への関心が最も高い被爆者の高齢化により全体の参加者数は減少したが、分

科会の一つを若者が担当するなどにより、次代を担う若い世代の参加者数の増加

につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段は、それぞれの立場で平和の活動を行っている市民

の皆さんが、この集会においては、「核兵器廃絶」とい

う同じ方向を向いて活動します。 

他にはない長崎方式、まさに“チーム長崎”です 
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取 組 名 28 トライアルオーダーの推進  

概  要 中小企業の販路開拓を図るため、そのきっかけづくりとして、企業が開発した新規

性や独自性に優れた製品等を市が認定し、率先して購入することで販路開拓の支援

を行っている。 

事業期間 平成 22年度～  
 

 主な取組み 

 

・中小企業へ向けた制度の周知、申請の募集 

・新規性や独自性に優れた製品等の認証 

・認証製品等のうち、市が事業の実施において

必要な製品等をトライアルオーダー認定品

として認定しトライアル発注 

 

実  績 ・トライアル発注した認定商品数（年度） 

 Ｈ23 2商品、Ｈ24 3商品、Ｈ25 2商品、 

Ｈ26 2商品、Ｈ27 2商品 

成果・効果 ・トライアルオーダー品としての認定により、商品ＰＲ・販売に係る営業活動の 

一助になり、売上増に貢献した。 

 

備  考 ・新規性や市場性があり、優れた効果を 

 もたらすことが認められる製品等について 

 長崎市が認定し、率先して購入・活用することで、官公庁への納入実績をつくり

販路開拓の支援を図るために「トライアルオーダー制度」を創設したが、官公庁

のみでは実績が少なく、思うように販路拡大につながらなかったため、制度を拡

充し、「優れモノ認証制度」を創設（H26.8）。これにより、長崎市が「優れモノ」

として認証し、市内外への PR・販路拡大への支援を行っている。 

 

 

 

 

Ｃ 私たちは「活力に満ち、発展し続けるまち」をめざします 

 

事業者 

トライアルオーダー認定について 

 

長崎市 

優れた新商品を開発・生産 

(発売から5年以内） 

効果 

・市による購入で販売実績ができる 

・受注増や販路拡大につながる 

①
申
請 

②
認
定 

③
購
入 

・産業技術審査会での事前審査 

・随意契約による購入 

・商品のＰＲや販路拡大の支援 

キラリ輝く商品、技術をぜひ

お知らせください！ 

○平成25年７月から、トライアル発注全国ネット

ワーク（事務局：佐賀県）に準会員として加入、

認定製品等のＰＲ促進 

○平成 26年度から、「長崎市製品・技術優れモノ

認証制度」へ発展的に事業拡大、トライアル発

注に該当しない製品等についても併せてＰＲ、

販路拡大の推進 

○平成27年度から、県外（福岡市）で開催される

展示会に市が出展し認定製品等を紹介 



- 19 - 

 

 

取 組 名 29 ながさき海洋・環境産業拠点特区の推進 

概  要 地域活性化総合特区を活用し、高付加価値船・省エネ船の建造等を促進するとともに、

海洋エネルギーの実用化に向けた取組みを進め、「産業の振興」、「環境保全」及び「省

エネ・新エネルギー供給」などの社会経済課題の解決及び地域経済の活性化について、

県、長崎市、佐世保市、西海市及び県内関係団体で連携して取り組んでいる。 

事業期間 平成 24～29年度  

 
        

【ながさき海洋・環境産業拠点特区】 
  

 

・海洋における地球温暖化対策、環境保全 

・海洋エネルギーの実用化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1.高付加価値船・省エネ船建造量 

 160⇒220万総ﾄﾝ 

2.バラスト水処理装置の取扱件数 

 6⇒100件 

3.海洋再生エネルギー総設備容量  

0⇒30MW 
 

 

地域経済の活性化 

主な取組み 

 

・「国と地方の協議」による高付加価値船・省エ

ネ船の建造促進等に資する規制緩和や財政支

援措置に係る協議 

・「ながさき海洋・環境産業雇用創造プロジェク

ト」による海洋・環境産業に従事する人材育

成及び雇用創出 等 

実  績 ・「国と地方の協議」により「規制緩和」、「財政

支援」が一部認められた。 

  協議項目：26件 

成果項目及び国との協議で一定の進展が見

られた項目：10件 

・「ながさき海洋・環境産業雇用創造プロジェク

ト」による雇用者数（年度） 

H25 83人（うち長崎市：17人） 

   H26 503人（  〃  ：99人） 

   H27 579人（  〃  ：94人） 

成果・効果 ・特区指定を契機に、地域の産学官による長崎地域ワーキングにおいて活発な議論が

なされるなど、地域一体となった支援体制が構築された。 

・日本の優れた造船技術の再評価や円安の影響により、ＬＮＧ船など高付加価値船の

受注増及び高操業が進む中、建造を下支えする人材育成や雇用の確保に貢献した。 

・高付加価値船・省エネ船の建造促進 

・環境配慮型技術の船舶への活用 

・造船関連技術の海洋・環境分野における

活用 

・新たな港湾物流システムの構築・人材育

成 

評価指標・数値目標 

 
 

 
新型ＬＮＧ（液化天然ガス）運搬船 

政策課題 

解決策となる取組み 

 出所：三菱重工業（株） 

“さやえんどう” 

『出でよ!!長崎の海人』 

長崎の海事産業の人材を育成

しています 
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取 組 名 30 市外・海外販路拡大支援 

概  要 中小事業者の売上高の増加、経営の安定を図るため、市外・海外に向けた販路拡大

の取組みを支援した。 

事業期間 平成 21年度～ 
 

 

展示商談会出展の様子 

主な取組み 

 

・商談会等への出展にかかる経費の一部支援 

・市外、海外における催事開催支援 

実  績 ・市が紹介する商談会等における商談成約件数 

 （年度） Ｈ23 135件、Ｈ24 124件、 

Ｈ25 106件、Ｈ26 98件 

・アジア諸国への輸出成約件数（年度） 

Ｈ23 0件、Ｈ24 0件、Ｈ25 3件、 

Ｈ26 4件、Ｈ27 8件 

成果・効果 ・長崎市内の中小企業の新たな販路開拓、特に大都市圏や海外の企業との商談成立

等につながり、経営基盤の強化が図られた。 

・各国での事業実施により、それぞれの嗜好（味、価格、パッケージ等）や長崎特

産品の認知度等を把握することができた。 

 

 

取 組 名 31 長崎かんぼこ王国推進 

概  要 長崎の蒲鉾の知名度向上、売上高の増加による地域経済の振興を図るため、長崎サ

ミットとも協調し、水産練り製品製造業者を中心に産学官金が一体となって蒲鉾の

販売促進やブランド化の取組みを支援した。 

事業期間 平成 23年度～  

 
長崎のかんぼこ 

主な取組み 

 

・長崎かんぼこ王国推進委員会が取り組む事業

に対する支援 

・「長崎おでん」等の商品開発、販売促進 

・首都圏展示商談会への出展 

・市内外での催事開催 

・ホームページ、のぼり、ＳＮＳ等による広報 

・次世代の需要を担う若年者層へのＰＲ 

実  績 ・練り製品の売上高（年） 

Ｈ23 64億円 ⇒ Ｈ27 79億円 

成果・効果 ・平成 23年に「長崎かんぼこ王国」を旗揚げ。産学官金が連携した活動やＰＲによ

り、推進委員会会員各社への見積や商談の打診が増えた。 

・会員各社の個性を活かした商品づくりも進み、「長崎おでん」の商品化、大手食品

メーカーとの協働による新ご当地商品「ちゃポリタン」により、とくに市外向け

の知名度が向上した。  

新しい発想と

チャレンジ精

神！民間の若

いパワーとチ

ームワークが

光っています 

他の商品と差別化して、長崎ならで

はの付加価値をどうつけるか・・ 
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取 組 名 32 ながさき出島インキュベータ(Ｄ－ＦＬＡＧ)を拠点とした創業支援 

概  要 新たな産業の核となる起業を創出し、地域経済の活性化を図るため、起業した事業

者の受け皿の拠点となる「ながさき出島インキュベータ(Ｄ－ＦＬＡＧ)」を運営す

るとともに、入居企業を支援している。 

事業期間 平成 19年度～ 
 

Ｄ－ＦＬＡＧの施設 

主な取組み 

 

・インキュベーションマネージャーによる入居

企業への事業や経営についての支援（各種展

示会への出展支援、同行営業、金融機関によ

る融資相談会実施 等） 

実  績 ・Ｄ－ＦＬＡＧの入居率（年度末） 

※面積ベース 

Ｈ23 80.9％、Ｈ24 78.5％、Ｈ25 71.8％、 

Ｈ26 75.7％、Ｈ27 76.5％ 

成果・効果 ・入居者の事業安定化に伴う退去、対外的な賞の受賞、製品の販路開拓等が実現し

ている。 

 

 

取 組 名 33 企業誘致 

概  要 雇用の拡大と所得の向上を図るため、域外からの企業の立地や域内の増設を促進し

ている。 

事業期間 昭和 63年度～   ※長崎市企業立地奨励条例施行  

 

 

 

 

 

 
ＡＩＧグループ入居ビル 外観 

主な取組み 

 

・立地企業に対する奨励金の交付 

・長崎県産業振興財団への職員派遣、連携強化 

・立地の適地の調査、立地情報の収集や誘致のＰＲ 

実  績 ・Ｈ23 全日本空輸（株）のコールセンター 

稼働 

・Ｈ25 「長崎テクノヒル茂木」への（株）カ 

ネミツの誘致等 

・Ｈ26 ＡＩＧグループ、チューリッヒ保険会 

社、トランスコスモス（株）等の誘致 

・Ｈ27 （株）バンク・ビジネスファクトリー、Ｓ

Ｇエキスパート（株）の誘致 

・誘致企業数：13社（Ｈ21～Ｈ27） 

・計画雇用人数合計：2,449人 

成果・効果 ・災害時における企業の事業継続が求められていることもあり、長崎への企業立地

が相次いでおり、立地に関する問い合わせが増えている。 

 

若者がイキイキ働ける…そんな

場所を生み出します!! 

志しある経営者と大学

を繋ぐ架け橋です 

長崎の女性
の言葉は癖
が少なく、コ
ールセンタ
ー向きです
って♪ホン
トかなあ？ 
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取 組 名 34 中央卸売市場オープン化の推進 

概  要 市場の取扱高が減少傾向のなか、青果物の消費拡大と、市場の役割を消費者に理解

していただくため、市場開放の推進等に取り組んだ。 

事業期間 平成 25年度～  
 

 

 

 

 

 
 

 

青果まつりの様子 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

市場ブランド品ＰＲの様子 

主な取組み 

 

・青果まつりの開催 

・毎月１回の朝市開催（関連商品売場棟の市民

への開放） 

・長崎市場直送の店のＰＲ 

・市場ブランド品のＰＲ 

成果・効果 ・平成 25年度から毎年開催している青果まつ 

り及び毎月第２土曜日に開催している朝市等

のオープン化推進事業により、中央卸売市場

の果たす役割、機能及び取扱商品について市

民の認知・理解度が高まった。 

 

取 組 名 35 アンテナショップ「キトラス」の運営 

概  要 九州最大の消費地である福岡において、長崎、佐世保、雲仙の３市共同でアンテナ

ショップ「キトラス」を運営し、福岡都市圏を中心とした販路拡大に取り組んだ。 

事業期間 平成 22～26年度（平成 27年１月末閉店） 

 
「キトラス」店舗入口 

主な取組み 

 

・物販、飲食、観光ツアーデスクの運営 

・福岡市内の百貨店、スーパー等への営業活動

及びキトラスフェアの開催 

・福岡地区のメディア等の各種ＰＲ 

実  績 ・キトラス売上額（年度） 

 Ｈ23 ２億円、Ｈ24 1.6億円、 

Ｈ25 1.3億円（ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝにより 10 ｹ月間

の実績） 

Ｈ26 1.2億円（Ｈ27.1末閉店までの 10 ｹ月

間の実績） 

成果・効果 ・キトラス出展事業者等の商品について、福岡都市圏での販路が拡大する等、産業

振興と交流拡大、地域ブランドの創造による地域の活性化が図られた。しかし、

「キトラス」は、運営事業者や、雲仙市から撤退の申し出があり、平成 27年 1月

31日に閉鎖。Ｈ27年度、福岡戦略を練り直し、新たな事業に取り組んでいる。 

朝市・青果まつりにおいでください！中央

卸売市場が取り扱う「安全・安心」な青果

物はとても新鮮でおいしいですよ！！ 

 

初めての挑戦で学んだことを、次の

ステップにしっかり活かします！ 
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取 組 名 36 グリーンツーリズム推進 

概  要 交流人口を拡大し、地域の活性化を図るため、地域資源を活用した地域団体を主体

とするグリーンツーリズムの取組みを支援した。 

事業期間 平成 23～27年度 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

子どもたちの体験の様子 

主な取組み 

 

・ツーリズム団体等の地域間連携強化と人材育  

 成 

・ツーリズム団体への活動支援（施設整備 等） 

・ツーリズム PRの冊子制作 

・長崎国際観光コンベンション協会と連携した

モデルツアーの開発 

・修学旅行生誘致（Ｈ24） 

・新メニュー開発（Ｈ25） 

・着地型ツーリズムの展開（Ｈ26） 

実  績 ・ツーリズムの参加者数（年度） 

 Ｈ23 2,457人、Ｈ24 4,136人、 

 Ｈ25 7,252人、Ｈ26 6,561人、 

 Ｈ27 11,708人 

成果・効果 ・体験プログラムの参加者数が増加し、都市と農山漁村の交流人口が増え、地域の

活性化につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

大人も子どもも大

集合！たくさんの

体験メニューをご

用意しています。 
一緒に汗を流

して交流を深

めましょう！ 
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取 組 名 37 「長崎和牛・出島ばらいろ」「なつたより」ブランド化 

概  要 農畜産物のブランド化による農畜産業者の所得向上、経営安定を図るため、重点品

目である「長崎和牛・出島ばらいろ」「なつたより」の生産や販路拡大を支援した。 

事業期間 平成 25～28年度 

（「長崎和牛・出島ばらいろ」、「なつたより」のブランド化に関わる事業期間） 

なつたより 

出島ばらいろ 

主な取組み 

 

・「出島ばらいろ」の福岡、長崎における販路拡大 

・「出島ばらいろ」の PRリーフレット等の制作 

・「出島ばらいろ」の素牛となる和牛購入への支援 

・「なつたより」の有利販売戦略の構築・実践 

・「なつたより」の改植、補植に係る苗木や資材等

への支援 

実  績 ・「なつたより」生産量（年） 

 Ｈ23 10ｔ ⇒ Ｈ27 20ｔ 

・「出島ばらいろ」市民認知度（年度） 

 Ｈ23 71.6％ ⇒ Ｈ27 86.8％ 

・「出島ばらいろ」売上高（年度） 

 Ｈ24 13.8億円 ⇒Ｈ27 17.0億円 

成果・効果 ・「なつたより」の生産量の増加や新たな有利販売戦略の構築・実践などにより、販

売単価が上昇した。 

・「出島ばらいろ」の市民への認知度が高まり、売上高も増加した。 

 

 

取 組 名 38 「人・農地プラン」策定 

概  要 持続可能な力強い農業を実現するため、集落・地域が抱える「人と農地」の問題解

決に必要な「未来の設計図」となる「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」

を平成 24～25年度に策定した。また、プラン実現のために、平成 27年度に 4地区

の戦略モデル地区において「整備計画」を策定した。 

事業期間 平成 24～27年度  
 

 

 

 

 

 

 

 

集落懇談会の様子 

主な取組み 

 

・現地調査やアンケート調査の実施、調査結果の

分析 

・集落の課題等の掘り起しやプランの方向性検討

のための地域懇談会の開催 

実  績 ・市内 10地区、全 24集落のプラン策定(Ｈ25) 

・4地区の戦略モデル地区で整備計画の策定 

(Ｈ27) 

成果・効果 ・「人・農地プラン」策定のための話し合いをすることによって、集落が抱える問題

を把握し、地域農業の将来の方向性を明確にした。 

とにかく一度

食べてみてく

ださい！思わ

ず笑顔になり

ますよ(^^)V 

農家の皆さんが話し合って、将来の農

業をどうすべきか考えました！ 

甘くて、大きく

て、柔らかい有

望品種です 



- 25 - 

 

 

取 組 名 39 貝類（イワガキ、マガキ）種苗技術開発 

概  要 沿岸漁業者の複合経営による所得向上を図るため、市水産センターにおいて新たな

貝類の生産、養殖技術の開発を実施した。 

事業期間 平成 23～25年度 

試験養殖で生産したイワガキ 

主な取組み 

 

・ハイブリットアワビ、イワガキ、マガキの種

苗生産の技術の開発 

・漁協等へ分譲による試験養殖等の実施 

実  績 ・開発した貝類の種苗生産数（計 43.7万個） 

Ｈ23 16.6万個、H24 14.8万個、 

Ｈ25 12.3万個 

・養殖試験を実施した経営体数（計 26経営体） 

 Ｈ23 ７体、Ｈ24 10体、Ｈ25 ９体 

成果・効果 ・新たな貝類の種苗生産、養殖技術を開発後、養殖業者へ分譲し、養殖試験を行っ

たことにより、新たな貝類養殖の普及が図られた。 

 

 

取 組 名 40 長崎おさかな食べようプロジェクト 

概  要 水産物の需要拡大による魚価の安定、水産業者の所得向上を図るため、地元向けの

水産物の消費拡大と観光客向けの情報発信に取り組んだ。 

事業期間 平成 24～26年度 
 

 

魚さばき教室の様子 
 

主な取組み 

 

・小学校における魚さばき教室の開催 

・「魚のまち長崎応援女子会」による水産

物消費拡大に向けた活動の支援 

・水産物消費拡大を広報するのぼり、ポ

スター、DVD等の制作 

 

 

実  績 

・市民の年間１人あたりの魚介類の消費

額（年） 

 Ｈ24 28,236円⇒ Ｈ26 28,363円 

成果・効果 ・小学校における魚さばき教室の開催や「魚のまち長崎応援女子会」の活動により、

「魚のまち長崎」の情報発信や魚食普及が図られた。 

 

栄養たっぷりの海のミルク！

大きいうえに味も抜群！ 

女性のアイデア

や発想を生かし

て、長崎の水産

業を元気にして

もらっています 
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取 組 名 41 東長崎エコタウン構想連携支援 

概  要 低炭素社会の構築に向けた未来型エコタウンをめざし、産学官で構成する東長崎エコ

タウン協議会と連携して、構想の推進を支援した。 

 

事業期間 平成 24年度～ 

「B-DASH ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」プラント 

 

主な取組み 

 

・下水道革新的新技術実証事業（B-DASH

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）の共同実施 

・次世代型ハイブリッド発電装置の設置

による普及啓発 

・市民向けのシンポジウム、現地見学会

の開催 

・大学と連携した環境セミナーの開催 

実  績 ・産学官連携して実施した事業数（年度） 

 Ｈ24 １件、Ｈ25 ２件 

Ｈ26 ２件、Ｈ27 ２件 

成果・効果 ・産学官による連携事業が進捗し、エコタウン構想（環境にやさしい未来型都市の構

築）の普及を促進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 私たちは「環境と調和する潤いのあるまち」をめざします 

全国に先駆けた、
廃棄物を出さな
い「ゼロ・エミッ
ション化」モデル 汚泥を燃料や肥

料に変え、温室効
果ガスを排出し
ない 
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取 組 名 42 ながさきソーラーネットプロジェクト 

概  要 再生可能エネルギーへの転換を促進するため、「ソーラーネットプロジェクト」を掲

げ、市民、企業、行政などが連携する３つの取組みを進めた。 

事業期間 平成 25年度～ 

ソーラーネット〔メガ〕三京発電所 
売電 

         施設の整備 

 

 

 
      売電収入       

 

 

   環境活動への 

     支援 

          市民還元／地域活性化 

主な取組み 

 

・「ながさきソーラーネット〔メガ〕三京発電所」

の整備、供用開始 

・公共施設の屋根貸し等による地元企業参加の

太陽光発電の実施 

・「市民エネルギーファンド」による市民出資の

太陽光発電の実施 

実  績 ・ながさきソーラーネット〔メガ〕三京発電所 

発電出力 1,155ｋW 

・公共施設の屋根貸し等による太陽光発電設備

設置箇所（年度） 

 H25 ２箇所、H26 ４箇所、H27 １箇所 

 発電出力 5,063ｋW 

・市民エネルギーファンドによる太陽光発電設

備設置箇所（年度） 

 H26 １箇所 

 発電出力 49ｋW 

成果・効果 ・再生可能エネルギーへの転換が促進された。今後は「ながさきエコライフ基金」

を活用し、市民の自発的かつ継続的な環境行動を促進する（ながさきサステナプロ

ジェクト）。 

 

取 組 名 43 電気自動車等に対する軽自動車税の減免 

概  要 税制面からの支援による電気自動車等の普及を図るため、原動機付自動車、軽自動

車等のうち、電気を動力とするものを対象に軽自動車税の全額を免除した。 

事業期間 平成 24年度～ 

長崎市に導入された電気自動車 

主な取組み 

 

・電気自動車等の軽自動車税の全額免除 

  

実  績 ・全額免除した軽自動車の台数（年度） 

 Ｈ24 21台、Ｈ25 34台、Ｈ26 35台、 

Ｈ27 36台 

成果・効果 ・減免により電気自動車の普及の一助と 

なった。 

電力会社 

市役所 

市民 

 

自然エネルギー
は地域のもの！ 
地域を元気に！ 「ながさき

エコライフ
基金」を創設 

排気ガスを出さない
電気自動車は環境に
やさしい！ 
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取 組 名 44 LED街路灯整備 

概  要 安心・安全で快適に暮らせるまちづくりの推進と省エネルギー化を図るため、市内

全域において平成 25年度から平成 28年度までの 4年間で、既存の蛍光灯型街路灯

を LED灯へ転換するとともに、生活道路や通学路などに LED街路灯を新設する。 

事業期間 平成 25～28年度  

 

 

 

 

 

 
蛍光灯 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LED灯 

主な取組み 

 

・LED街路灯への転換、新設 

 

実  績 ・転換、新設灯数（年度） 

 H25 転換  5,716灯、新設 294灯 

 H26 転換 11,058灯、新設 253灯 

 H27 転換 11,477灯、新設 388灯 

成果・効果 ・街路灯の LED 灯への転換により、省エネにつながるとともに、球切れする可能性

が低いことから、夜間の通行の安全性が高まった。 

・省エネ効果は、全 35,800灯を LED灯へ転換することで、電気料金が年間で約 5千

万円の縮減に、また、ＣＯ₂ が 977トンの削減につながる。 

 

 

取 組 名 45 新西工場建設 

概  要 木鉢町 2丁目の西工場の老朽化に伴い、高効率なごみ発電が可能な新西工場を建設す

る。 

事業期間 平成 25～28年度  

新しい西工場（平成 28年 9月末完成） 

主な取組み 

 

・地元住民に対する説明会開催 

・基本設計、実施設計 

・建設工事施工 

成果・効果 ・新西工場建設工事を行い、環境面に配慮した

市民生活に不可欠となる廃棄物処理施設の整

備が進んだ。 

 

 

電力使用量は減らしながら、 

より明るく照らすことができ

るようになりました。 

 

平成28年10月～本格稼働！  
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取 組 名 46 間伐材活用促進 

概  要 地域資材及び森林資源の有効活用を図るため、「長崎市公共建築物等木材利用促進

方針」に基づき、市有林の間伐材の利活用について、学校施設等での積極的な活用

を促進した。 

事業期間 平成 24年度～  

学校の図書室における間伐材の利用状況 

主な取組み 

 

・間伐材を活用した製品の学校施設等公

共施設などへの提供 

・間伐材を活用した製品の一般販売 

・間伐材の PR 

実  績 ・間伐材の利用本数（年度） 

Ｈ23 1,706本 ⇒ H27 3,145本 

成果・効果 ・間伐材等の再生可能な森林資源を有効活用することで、公共的施設の整備・拡充

とともに、自然環境保全に対する意識の高揚が図られた。 

 

 

取 組 名 47 「あぐりの丘」の運営 

概  要 市民が自然に親しむ体験機会を提供する環境を創出するため、あぐりの丘の運営や

施設の整備、環境の整備等を実施した。 

事業期間 平成 22年度～  

 

 

 

あぐりの丘 
 

主な取組み 

 

・施設の維持管理の実施 

 施設、設備の維持管理、花・樹木管理、動

物の飼育、園内清掃 

・市民の憩の広場として、ちびっこ広場、ふ

れあい動物広場及び親水広場を整備 

・体験教室の開催 

 料理、ふれあい動物、収穫、工作、切りば

ら等の各種体験教室 

・市民協働事業の実施 

市民や団体等が直接、企画・運営に関わる

ような市民協働の新たな仕組みづくりの実施 

実  績 ・「あぐりの丘」来場者数（年度） 

Ｈ23 252,704人 ⇒ Ｈ27 300,714人 

成果・効果 ・環境やサービスの質が向上し、動物とのふれあい体験やえさやり体験が増加する

とともに、土と自然に親しむ機会が増えた。 

 

木の香りがする図書館は、豊かな心を育みます♪ 

楽しかった！また来たい！と

言っていただけるような気持

ちを込めて整備しました！！ 

動物とのふれあい！ 

水遊び！遊具遊び！ 

いっぱい遊んで欲しい！ 
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取 組 名 48 「ながさきエコライフ」の取組みの推進 

概  要 温室効果ガスの排出削減を図るため、市民や事業者が継続的に環境行動を実践する３

つの取組みからなる「ながさきエコライフ」の取組みを実施した。 

事業期間 平成 22年度～ 

「ながさきエコライフ・フェスタ」の様子 

 

 

 

 

 

 

主な取組み 

 

・環境行動を実践するきっかけづくりとな

る「ながさきエコライフ・フェスタ」の

開催 

・市民が家庭や職場などで自ら環境行動を

１週間実践する「ながさきエコライフ・

ウィーク」の実施 

  参加者数 延 112,000人 

ＣＯ₂ 削減量 380ｔ 

・市民が情報を共有し、支え合いながら環

境行動を継続していく「ながさきエコネ

ット」の拡大 

    登録数 241チーム、24,923人 

実  績 ・ながさきエコライフ参加者数（年度） 

Ｈ23 95,000人 

Ｈ24 96,200人 

Ｈ25 99,800人 

Ｈ26 108,000人  

Ｈ27 112,000人 

成果・効果 ・「ながさきエコライフ」の取組みの継続実施により、環境行動実践への意識向上を

図ることができた。 

 

ながさきのエコが 
大集合～(^^)/ 
みんなで楽しくエコしよう！  

市民がつくる市民のための環境イベント 

 企画段階から、市民ネットワーク「な

がさきエコネット」のメンバーが企業や

団体と協働して準備します。 
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取 組 名 49 防災情報の伝達強化 

概  要 市民生活の安全性の向上を図るため、防災行政無線が聞こえにくい地域の解消やそ

の他の情報伝達手段の運用と周知を実施した。 

事業期間 平成 22年度～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

防災行政無線 

主な取組み 

 

・防災行政無線を聞きとりやすくするためのス

ピーカーの新設、既設スピーカーの調整 

・防災情報のメール配信、テレビのデータ放送

を利用した配信、テレフォンガイダンス、ホ

ームページ掲載の実施、周知強化 

実  績 ・防災行政無線整備率（年度） 

 Ｈ23 92.3％ ⇒ Ｈ27 100％ 

・メール登録件数（年度） 

 Ｈ23 3,432件 ⇒ Ｈ27 7,938件 

成果・効果 ・情報伝達手段が充実したことにより、市民が防災情報を取得しやすくなった。 

 

 

取 組 名 50 地域防災力の向上 

概  要 災害時における地域の防火防災体制を強化するため、地域における組織づくりや訓

練など様々な取組みを実施した。 

事業期間 平成 21年度～ 

防災訓練の様子 

 
地域防災マップづくりの様子 

主な取組み 

 

・自主防災組織の結成促進及び活動活性化 

・市民防災リーダー育成 

・地域防災マップづくり  

・消防団の充実 

・婦人防火クラブ等の育成 

・軽量化した初期消火用具の整備 

・避難行動要支援者及び支援者の名簿整備 

実  績 ・市民防災リーダー認定者数（年度） 

 Ｈ23 386人 ⇒ Ｈ27 811人 

・避難行動要支援者に対する支援者数 

（年度） 

 Ｈ23 72人 ⇒ Ｈ27 4,895人 

成果・効果 ・自主防災組織の結成が加速し、地域の防災力の向上につながった。 

・市民防災リーダーの知識、技術の向上が図られた。 

・初期消火体制の充実と、消防団を中心とした住民間の連携が図られた。 

Ｅ 私たちは「安全・安心で快適に暮らせるまち」をめざします 

 

メール登録が面倒

な方に対し、登録代

行サービスを行っ

ています。 

完成したマッ

プ（A3版）は、

対象地区の全

世帯に配布し

ています。 
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取 組 名 51 宅地のがけ災害対策 

概  要 災害が発生した個人が所有する宅地等のがけ面で、その対策工事に要する費用の一

部を助成し、斜面地における市民の安全・安心な生活環境を確保する。 

事業期間 平成 27年度～ 

崩壊 （石積擁壁）  
 

 

復旧 （ブロック積擁壁） 

主な取組み 

 

・個人が所有する宅地等のがけが崩れ、第

三者に被害がおよんでいるもの（現に第

三者が居住している建築物や、道路・公

園などの公的空間に面したがけ）に対

し、費用の 3分の 1（限度額 200万円）

を補助 

 

実  績 ・助成件数（年度） 

 Ｈ27 13件 

 

 

成果・効果 ・対策工事により、斜面地における市民の安全・安心な生活環境を確保することが

できた。 

 

がけ崩れは、第三者への

被害が大きく、２次災害

の危険性もあります。 

助成制度を活用して、 

早期復旧を！ 
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取 組 名 52 地域防犯の取組促進 

概  要 家庭や地域社会全体で安全・安心なまちづくりを推進するため、地域におけるパト

ロール等の防犯活動を支援した。 

事業期間 ・長崎市防犯協会連合会補助金（昭和 31年度～） 

・子どもを守るネットワーク（平成 17年度～） 

・青色回転灯防犯パトロール活動費補助金（平

成 20年度～） 

・少年補導委員による補導活動（昭和 39年度～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
防犯パトロールの様子 

 

 

 
 

青色回転灯防犯パトロール 

 

主な取組み 

 

・長崎市内各地区防犯協会への活動支援 

・子どもを守るネットワークによるパトロール

の活動支援 

・青色回転灯防犯パトロール活動団体への活動

支援 

・少年補導委員による補導活動 

実  績 ・青色回転灯防犯パトロール活動団体数（年度） 

Ｈ23 18団体 ⇒ Ｈ27 21団体 

・子どもを守るネットワークパトロール回数 

（年度） 

 Ｈ23 5,942回 ⇒ Ｈ27 5,576回 

・少年補導委員の延活動人数（年度） 

 Ｈ23 5,107人 ⇒ H27 4,558人 

成果・効果 ・パトロール等の防犯活動が犯罪の未然防止につながるとともに、家庭や地域社会

全体において安全・安心なまちをつくるという意識が継続して高まっている。 

・少年補導委員が地域の実態に応じた補導活動を積極的に行うことで、問題行動の

未然防止につながるなど青少年の健全育成につながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

自分たちのパトロールによって、子ど

もたちが犯罪に巻き込まれることの

ない明るい地域になるよう活動をし

ています。 
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取 組 名 53 消費者トラブルの解決と未然防止 

概  要 さまざまな消費者トラブルを解決するため、消費生活相談員による相談・苦情対応

を行った。また、消費者被害を未然に防止するため消費生活に関する出前講座や長

崎市消費者を守るネットによる緊急情報の発信等を行った。 

事業期間 昭和 43年～ 

 
中学校での講座の様子 

 

 

主な取組み 

 

・消費生活相談員による相談・苦情対応 

・学校や自治会への出前講座の実施 

・「長崎市消費者を守るネット」や長崎市メー

ルマガジンによる緊急情報の発信 

・消費生活知識を学ぶ市民向け講座の開催 

・啓発パンフレットの作成、配布 

実  績 ・相談受付件数（年度） 

 Ｈ23 3,532件 ⇒ Ｈ27 3,720件 

・学校や自治会への出前講座の実施回数 

 Ｈ23 77回 ⇒ Ｈ27 92回 

・「長崎市消費者を守るネット」と「メールマ

ガジン」の件数（年度） 

 Ｈ23 811件 ⇒ Ｈ27 977件 

成果・効果 ・消費生活相談員による相談・苦情対応により、速やかな被害回復につながった。 

・出前講座やメールマガシンにより啓発することで、被害の未然防止につながった。 

 

 

 

消費生活に関する困ったことは一人で

悩まずお気軽にご相談ください！ 
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取 組 名 54 斜面市街地再生 

概  要 老朽化率や密集度が高い地区において、適正な土地利用を促進するため、道路・公園

等の都市基盤の整備や老朽建築物の更新を実施する。 

事業期間 平成７年度～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住宅市街地総合整備事業位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 
斜面市街地再生事業（岩瀬道・立神地区） 

 

斜面市街地再生事業（江平地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜面市街地再生事業（岩瀬道・立神地区） 

主な取組み 

 

・生活道路整備 

・公園・広場整備 

実  績 進捗状況（道路整備累積延長） 

・十善寺地区 

Ｈ23 170ｍ ⇒ Ｈ27 330ｍ 

・江平地区 

Ｈ23 270ｍ ⇒ Ｈ27 387ｍ 

・稲佐、朝日地区 

Ｈ23 180ｍ ⇒ Ｈ27 395ｍ 

・北大浦地区 

Ｈ23 100ｍ ⇒ Ｈ27 380ｍ 

・南大浦地区 

Ｈ23 220ｍ ⇒ Ｈ27 334ｍ 

・水の浦地区 

Ｈ23 ０ｍ ⇒ Ｈ27 273ｍ 

・岩瀬道、立神地区 

Ｈ23 ０ｍ ⇒ Ｈ27 346ｍ 

・立山地区 

Ｈ23 ０ｍ ⇒ Ｈ27  ０ｍ 

 

成果・効果 ・防災性の向上や住環境の改善が図られ、市民がより住みやすい環境の整備が図られ

た。 

整備前

整備後

密集市街地での工事のた

め、用地の買収、建物の移

転、工事期間中の騒音など

に関し、地域の皆さまのご

協力をいただきながら進

めています。 
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取 組 名 55 住宅リフォーム支援 

概  要 住宅の質の向上と長寿命化の促進、一定の性能確保ができる良質な住宅ストックの

形成及び市内施工業者への受注機会の増加による経済の活性化を図るため、市民が

行うリフォーム工事の一部を支援した。 

事業期間 平成 22年度～ 

リフォーム前 
 

リフォーム後 

主な取組み 

 

・ながさき住みよ家リフォーム補助金 

補助対象工事費の 1/10、上限 100千円 

・性能向上リフォーム支援補助金（＊） 

バリアフリー・安全型リフォーム工事が対象 

要綱別表に定める工事単価（税込）に単位数を乗

じて得られる額が 50万円以上 

補助額 100千円（固定） 

＊ 平成 27年度の補助限度額等 

実  績 ・リフォームへの支援件数（年度） 

 Ｈ23 2,836件、Ｈ24 2,326件 

Ｈ25 2,075件、Ｈ26 2,033件 

Ｈ27 1,706件 

成果・効果 ・既存の民間住宅の改善等により住宅の質の向上が図られるとともに、受注機会の

増加により経済の活性化につながった。 

 

取 組 名 56 老朽危険空き家対策 

概  要 安全・安心な地域と住環境づくりを促進するため、 

長年放置されている危険な空き家住宅を除却する 

費用の一部を支援した。 

事業期間 平成 23年度～  

老朽危険空き家 

主な取組み 

 

・老朽化した危険空き家の調査、指導 

・老朽化した危険な空き家住宅の除却費 

の 40％(上限 50万円)を支援 

実  績 ・除却件数（年度） 

Ｈ23 ９件、Ｈ24 15件、Ｈ25 25件、 

Ｈ26 20件、Ｈ27 19件 

成果・効果 ・老朽危険空き家が除却され、周辺市民が安全・安心に暮らせるようになった。 

この機会にお家をより快適に

リフォームしませんか？ 

空き家の所有者が

不明な時が・・・ 

一番困ります(＞＜) 
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取 組 名 57 市営住宅 子育て世帯の優先入居 

概  要 子育て世帯の支援による多世代交流の機会増加やコミュニティの活性化を図るた

め、市営住宅における子育て世帯の優先入居を実施した。 

事業期間 平成 23年度～ 

優先入居を行っている市営住宅 

主な取組み 

 

・市営住宅の入居者募集枠における優先入居枠

の設定、募集 

実  績 ・子育て世帯の優先入居戸数（年度累計） 

 Ｈ23 17戸、Ｈ24 36戸、Ｈ25 62戸、  

 Ｈ26 91戸、Ｈ27 108戸 

成果・効果 ・子育て世帯への支援の充実により、 

多世代交流の機会の増加やコミュニティ 

の活性化が図られた。 

 

 

 

取 組 名 58 矢上大橋無料化 

概  要 市民の交通の利便性の向上と、国道 251 号の交通量の軽減による渋滞緩和や安全性

の向上を図るため、社会実験等を行い矢上大橋の無料化に向けて取り組んだ。 

事業期間 平成 23年度 

矢上大橋位置図 
 

主な取組み 

 

・午後 11時から翌午前９時

の無料化実験のうち、午

前６時から９時の費用を

長崎市が負担した。 

・関係機関へ要望活動を実

施した。 

成果・効果 ・国道 251 号の交通混雑軽

減効果を確認した。 

・長崎市が 368,536 千円負

担し、平成 24年４月から

矢上大橋の無料化が実現

した。 

 

 

 

通学しやすい場所にある

住宅を選んでいます♪ 

渋滞が少なくなり、車での移動がとても便利にな

った！という声をいただいています(＾ )^v 



- 38 - 

 

 

取 組 名 59 コミュニティバス、乗合タクシーの運行 

概  要 交通が不便な地域等における住民の交通の利便性向上を図るため、コミュニティバ

スや乗合タクシーを運行した。 

事業期間 平成 13年度～  

乗合タクシー 
 

主な取組み 

 

・合併地区におけるバス空白地域や交通が不

便な地域におけるコミュニティバスの運行 

 ※９地区(伊王島、高島、池島、外海、香焼

三和、三和、野母崎、琴海尾戸 各線、

琴海区域デマンド交通） 

・バス空白地域における乗合タクシーの運行 

 ※５地区(丸善団地、矢の平・伊良林、北大 

  浦、金堀、西北） 

実  績 ・年間利用人数（コミュニティバス、乗合タクシー合計） 

Ｈ23 430,871人、Ｈ24 420,403人、 

Ｈ25 411,500人、Ｈ26 411,120人、 

Ｈ27 399,300人 

成果・効果 ・バス空白地域や交通が不便な地域における住民の利便性向上が図られた。 

 

 

取 組 名 60 電線類地中化 

概  要 安全性や防災性を向上し、景観に配慮した快適な道路空間の確保を図る無電柱化を

推進する、電線類地中化整備を実施した。 

事業期間 平成 21～26年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

籠町稲田町１号線 

主な取組み 

 

観光地等における電線類地中化整備 

・松山町大橋町線 

・籠町稲田町１号線 

成 果 整備延長 

・松山町大橋町線（H21～H26） 

Ｈ21 ０ｍ ⇒ Ｈ26 600ｍ 

・籠町稲田町１号線（H21～H26） 

 Ｈ21 ０ｍ ⇒ Ｈ26 150ｍ 

 

 

成果・効果 ・観光地等において、防災性の向上及び景観の向上が図られた。 

歩きやすく、また、ながさきらしい美

しい街並みになりました♪ 

皆様からの運賃収入により維持

されています。 

 

 

整備前 

整備後 
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取 組 名 62 新市庁舎建設推進 

概  要 安全かつ市民に親しまれる市庁舎への建替えのため、新市庁舎建設に向けた各種取

組みを実施した。 

事業期間 平成 23年度～  

市民会議の様子 

主な取組み 

 

・市庁舎建替えに関する市民懇話会の開催 

・市民アンケートの実施 

・建設場所等の基本事項の決定 

・市庁舎建設基本計画検討市民会議の開催 

・新市庁舎建設の財源となる基金の積立て 

実  績 ・新市庁舎建設基本計画の策定（Ｈ25年度） 

・市庁舎建設整備基金  

Ｈ27年度末 約 150億円 

成果・効果 ・建設場所等の基本事項について、市民懇話会や市民アンケートを通じた市民の意

見や、市議会の意見を踏まえ、決定することができた。 

・市民に親しまれ、使いやすい新市庁舎とするため、市民会議やパブリックコメン

トを通じた市民の意見や、市議会の意見を踏まえながら、新庁舎建設基本計画を

策定した。 

取 組 名 61 車みち整備 

概  要 密集市街地等の斜面地において、居住環境の改善と防災性の向上を図るため、車の入

らない既存の市道を地域の実情に応じた工夫により車が入る道路に整備した。 

事業期間 平成 25～30年度  

主な取組み 

 

・既成市街地内の市道の現地調査 

・車みち整備計画の策定 

・該当地域住民との協議 

・車みち整備の手法の検討 

・車みち整備の実施 

実  績 ・整備箇所（年度）【計７箇所】 

 Ｈ25 １箇所、H26 ２箇所、Ｈ27 ４箇所 

・整備延長（年度）【計 646ｍ】  

 Ｈ25 110ｍ、H26 275ｍ、H27 261ｍ 

成果・効果 ・整備された地域の住民の利便性と防災性が向上し、 

市民が安心して暮らしつづけられるようになった。 

 

地元と市が協力してつくりあげ

る新しい道路整備のやり方です

(＾ )^V 

長崎方式！ご協力に感謝！ 

市民に愛され、市民が誇れるような 

市庁舎を一緒につくりましょう！ 
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取 組 名 63 アダプトプログラムの推進 

概  要 市民一人ひとりの環境美化意識を高め、ごみの散乱をなくし、生活環境の保全を図

るため、アダプトプログラムの手法を用いて市民と協働した環境美化活動を行った。 

事業期間 平成 13年度～ 

里親の環境美化活動の様子 

主な取組み 

 

・企業や市民団体等の里親と協定を締結 

・里親が実施する環境美化活動を支援 

・里親の募集活動 

実  績 ・アダプトプログラムの里親数（年度） 

 Ｈ23 104団体 ⇒ Ｈ27 146団体 

成果・効果 ・市民の環境美化活動に対する意識を高める 

ことができ、また、地域の散乱ごみの減少と 

環境美化の向上に寄与した。 

 

 

取 組 名 64 市道における独自基準の設定（勾配等の基準緩和） 

概  要 長崎市の特性である斜面市街地における、住民の交通利便性の向上と道路整備のコ

スト軽減等を図るため、市道勾配等の道路構造基準の緩和を盛り込んだ独自基準を

設定した。 

事業期間 平成 24年度～ 

 

主な取組み 

 

・道路構造基準の緩和（条例制定 H24） 

・新たな基準による市道整備 

  H26 市道本河内 34号線   

実  績 ・主な基準緩和 

 歩道幅員 最小値２ｍ → 原則２ｍ以上 

 道路勾配 最大値 12％ → 最大値 17％ 
 

成果・効果 ・急坂の多い地域でも地域に合わせた効果的な道路整備が可能となり、住民の利便

性が向上し、建設費等の軽減が見込まれる。 

 

 

本河内高部ダム 

市道本河内34号線 

坂の多い長崎に合った独自の基準を定め、道

路をよりつくりやすくしました！ 

清掃中は、市民の方から

の「お疲れさま！」の声

が励みになります。 
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取 組 名 65 高齢者ふれあいサロン設置 

概  要 高齢者の生きがいづくりと介護予防を図るため、地域の身近な場所で高齢者同士が

交流できる高齢者ふれあいサロンを設置した。 

事業期間 平成 22年度～ 

サロンにおける活動の様子 

主な取組み 

 

・高齢者ふれあいサロンの設置、運営 

・サポーターの確保、育成 

実  績 ・高齢者ふれあいサロンの設置数（年度） 

Ｈ23 11か所 ⇒ Ｈ27 43か所 

・延利用者数（年度） 

  参加者数：Ｈ23 5,275人  ⇒ Ｈ27 35,913人 

主催者数：Ｈ23  1,971人   ⇒  Ｈ27 12,824人 

成果・効果 ・高齢者ふれあいサロンへの延参加者数が増加し、 

高齢者の生きがいづくり、介護予防、仲間づくりに役立った。 

 

 

 

取 組 名 66 地域支援ボランティアポイント制度 

概  要 地域における高齢者の支え合いを推進するため、日々のボランティア活動を通じて

積極的に地域に貢献することを奨励、支援するボランティアポイント制度を実施し

た。 

事業期間 平成 23年度～ 

ボランティアポイントカード 

主な取組み 

 

・高齢者のボランティアポイントの登録 

・ボランティアポイント制度の対象となる活動

の拡大 

・活動ポイントに応じた交付金、買物券の交付 

実  績 ・ボランティアポイント制度登録者数（年度） 

 Ｈ23 109人 ⇒ Ｈ27 622人 

成果・効果 ・高齢者のボランティアポイントの登録者数が増え、高齢者の生きがいづくりに役

立った。 

 

 

Ｆ 私たちは「人にやさしく、地域でいきいきと住み続けられるまち」をめざします 

小学校区に１か所以上の

開設を目指しています！ 

高齢者ふれあいサロンサポーターさんに加え、施設ボランティアさん、認

知症サポートリーダーさんもポイントの対象となりました！（拡大） 
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取 組 名 67 ふれあい訪問収集 

概  要 高齢者が安心して暮らすことができる地域社会の実現のために、斜面地に住む高齢

者等のごみ出しを支援するとともに、安否確認を実施した。 

事業期間 平成 12年度～ 

 

ふれあい訪問の様子 

 

 

 

 

 

主な取組み 

 

・登録者世帯の整理 

・斜面地に住む高齢者宅のごみの個別収集 

・ごみ収集に併せた高齢者の安否確認 

実  績 ・登録者、世帯数（年度） 

 Ｈ23 1,661人 ⇒ Ｈ27  1,874世帯 

※平成 24年度から単位を世帯に変更 

成果・効果 ・個別収集により、斜面市街地に住む高齢者の継続した地域生活が可能となった。 

 

 

取 組 名 68 地域包括ケアシステム推進 

概  要 高齢者の住み慣れた地域での安心した暮らしをサポートするため、一人ひとりのニ

ーズに応じた医療、介護、予防、生活支援サービス及び住まいを包括的、継続的に

提供できる「地域包括ケアシステム」の構築に向けて取り組んだ。 

事業期間 平成 18年度～  

 
 

地域ケア個別会議の様子 

 

主な取組み 

 

・地域包括支援センターの設置 

・地域ケア会議の開催 

実  績 ・地域包括支援センター設置数（年度） 

 Ｈ23 15箇所 ⇒ Ｈ27 19箇所 

・地域ケア会議の開催（年度） 

 Ｈ25 29回 ⇒ Ｈ27 59回 

 

 

成果・効果 ・地域におけるケア会議の開催により、関係者が課題を共有することができ、高齢

者の生活支援につながった。 

・地域の課題が発見でき、推進会議の開催、地域づくりにつながった。 

 

 

斜面地に住む高齢者の支援と

しては、必須メニューです♪ 

多職種、多機関の連携を図っ

ていきたいと思っています。 
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取 組 名 69 「はあと屋」の設置 

概  要 福祉的就労を行う障害者の社会参加の促進と授産製品の売り上げ向上、工賃アップ

を図るため、授産製品の販売店舗である「はあと屋」を運営した。 

事業期間 平成 21年度～ 

はあと屋 

主な取組み 

 

・常設店舗（「はあと屋」）の運営 

・移動店の開設、運営 

・授産製品や店舗の PR 

・授産製品の受注活動 

 

 

 

実  績 ・授産施設等の工賃月額（年度） 

 Ｈ23 13,797円 ⇒ Ｈ27 18,100円 

成果・効果 ・障害に対する理解と授産製品販売の促進、授産工賃アップが図られ、福祉的就労

を行う障害者の社会参加と生活向上につながった。 

 

 

取 組 名 70 障害者就労支援相談所運営 

概  要 障害者の自立及び社会参加の促進を図るため、障害者の就労に関する各種相談と支

援を実施した。 

事業期間 平成 20年度～  

 
就労支援の様子 

主な取組み 

 

・障害者就労支援相談所運営（電話、来所） 

就労に必要な情報の提供、就労を希望する

者に就労相談支援、雇用準備支援 

 

実  績 ・相談所を通じて就職した障害者数（年度） 

Ｈ23 28人、Ｈ24 30人、 

Ｈ25 19人、Ｈ26 25人、 

Ｈ27 24人 

成果・効果 ・就労の意欲と能力がある障害者を就労に結びつけることで、地域での自立及び社

会参加の促進が図られた。 

共同受注窓口としての機能を強

化し、売上を伸ばしています。 

関係機関と連携し、必要な支援を行って

います。 
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取 組 名 71 ファミリー・サポート・センター運営 

概  要 子育て家庭の負担軽減を図るため、地域住民同士で一時預かり等の助け合いを行う

「ファミリー・サポート・センター」を運営した。 

事業期間 平成 20年度～ 
 

ファミリーサポートセンターながさきの手引き 

主な取組み 

 

・おねがい会員（援助を受けたい人）、まかせて

会員（援助をしたい人）、どっちも会員の登録 

・ファミリー・サポート・センターの運営 

 

実  績 ・ファミリー・サポート・センター会員登録数

（年度） 

 Ｈ23 855人 ⇒ Ｈ27 1,488人  

・活動回数（年度） 

 Ｈ23 1,192回 ⇒ Ｈ27 1,628回 

成果・効果 ・安心して子どもを預けられることができる場を提供し、地域の中で子育て家庭へ

の支援が図られたことで、保護者の育児負担を軽減するとともに、子どもを預か

りたい人たちの貢献の場を提供できた。 

 

 

取 組 名 72 地域のおもちゃ箱発掘事業 

概  要 地域の子育ての人材発掘と育成を促進するため、子育てサークルを運営するために

必要な知識を習得する講座等を開催した。 

事業期間 平成 24～25年度  

 
おもちゃ広場の様子 

主な取組み 

 

・おもちゃ広場開催（年度） 

 Ｈ24 １回、Ｈ25 １回 

・連続講座（年度） 

 Ｈ24 ６回、Ｈ25 ６回 

実  績 ・子育てサークルの誕生（年度） 

 Ｈ24 ２サークル 

 Ｈ25 １サークル 

・毎月１回程度の活動を継続 

成果・効果 ・H24の講座参加者が、H25にはスタッフとして講座等に参加したり、それぞれのサ

ークルで地域に開放したイベントを開催するなど、これまで「支援される側」だ

った参加者を「支援する側」へと育成し、地域の子育て支援の人材として成長を

促すことができた。 

 

まかせて会員

募集中！ 

地域住民の皆様の助け合いで成り立っています！ 

親子で 

元気に 

活動中♪ 
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取 組 名 73 「パパノート」作成・配布 

概  要 子どもが健やかに育つ環境を整えるため、育児中の父親が子どもの成長過程を理解

し、父親としての自覚を育みながら、パートナーと支え合って育児をするための手

帳を配布した。 

事業期間 平成 25年度～  

 

パパノート 

主な取組み 

 

・父親のための育児手帳（パパノート）制作 

・母子健康手帳交付時に同時配布 

 （Ｈ25年度は、乳幼児健診でも配布） 

・両親学級や育児学級で活用  

実  績 ・配布数（年度） 

 Ｈ25 8,000冊  Ｈ26 3,400冊 

 Ｈ27 3,292冊 

成果・効果 ・平成 26年度に実施したアンケートの結果、生後４ヶ月児を第１子に持つ父親のう

ち、64％がパパノートを読んでおり、その半数以上が「お父さんのための子育て

のポイント」や「子育てのヒント」が良かったと答えている。 

 

 

 

 

取 組 名 74 子育て支援センター運営支援 

概  要 子育ての不安感や負担感の軽減を図るため、地域で乳幼児と保護者が集い、交流・

相談・情報収集できる「子育て支援センター」の運営を支援した。 

事業期間 平成 18年度～  

子育て支援センターの様子 

主な取組み 

 

・子育て親子が相互交流を図る場の設置 

・子育てに関する相談、援助の実施、情報提供 

・講習会の実施 

実  績 ・設置数（年度） 

 Ｈ23 ９ヶ所 ⇒ Ｈ27 10ヶ所 

・利用者組数（年度） 

 Ｈ23 17,378組 ⇒ Ｈ27 25,402組 

成果・効果 ・地域に親子が集える場があることで、 

子育ての不安感が軽減できた。 

 

 

「お遊び教室」や「育児学級」で “パパＤａｙ”開催中♪ 

 

おともだちもでき

るよ☆ 

遊びにおいでよ♪ 

妊娠中の方も

ぜひ！！ 

 

妊娠中からパパになる 

ための準備をしよう！ 
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取 組 名 75 保育所等の定員増 

概  要 
定員増を伴う民間保育所施設整備への助成や、私立幼稚園の空き教室等を活用した

幼保連携型認定こども園の開設に向けた施設整備への助成を実施した。 

事業期間 
平成 21年度～ 

（※長崎市安心こども基金事業費補助金） 

 

 
保育所の様子 

主な取組み ・民間保育所等の施設整備の助成 

実  績 

・施設及び定員増数（年度） 

 Ｈ23 １施設  15人増 

 Ｈ24 ５施設  90人増 

 Ｈ25 ７施設 120人増 

 Ｈ26 ９施設 180人増 

Ｈ27 ３施設  80人増 

計  25施設 485人増 

成果・効果 ・保育所等の施設整備により、定員を増やすことができた。 

 

 

取 組 名 76 福祉医療費助成の対象拡大 

概  要 子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、小学校就学前の児童を対象に実施して

いる保険診療にかかる自己負担分を差し引いた額を助成する福祉医療費の助成につ

いて、小学生以上に対する助成拡大を検討した。 

事業期間 平成 27年度～ 
 

 
 

主な取組み 

 

・長崎市福祉医療費支給条例の改正 

・拡大対象者への周知及び申請書配布 

・拡大対象者分の新規申請受付 

 

実  績 ・平成 27年 6月市議会において改正条例案を提

出し、可決された。 

・対象者（17,630人）への周知及び申請書配布 

成果・効果 ・平成 28年 4月に「長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例」を施行。平

成 28年 4月受診分から、助成の対象を小学校卒業まで拡大した。 

 

 

待機児童の解消と入所児童の 

保育環境の向上を図っています。 

小学生も医療費助成が受けられるようになりました！ 
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取 組 名 77 放課後児童クラブ設置、拡充 

概  要 放課後等に児童が安全かつ快適に過ごせる環境づくりのため、運営者を支援すると

ともに施設整備を行い、未設置校区の解消やクラブの狭あい化等の解消に取り組ん

だ。 

事業期間 昭和 49年度～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
放課後児童クラブの様子 

主な取組み 

 

・運営費等の助成 

・支援員等の研修 

・施設整備 

実  績 ・設置箇所数（年度） 

 Ｈ23 87箇所 ⇒ Ｈ27 102箇所 

成果・効果 ・未設置校区の解消や既存施設の狭あい化等の解消が進んだ。 

 

 

 

取 組 名 78 子どもを守る取組みの推進 

概  要 平成 26年４月に「長崎市子どもを守る条例」を施行し、いじめ、児童虐待、体罰な

どから子どもを守る取組みとして、啓発活動や、子どもを対象とした、いじめ防止

のワークショップなどを実施した。 

事業期間 平成 26年度～ 
 

 
子どもを守る条例リーフレット 

主な取組み 

 

・「長崎市子どもを守る条例」の制定 

・リーフレット等の作成及び配布 

・「いじめ防止子どもワークショップ」を実施 

実  績 ・「いじめ防止子どもワークショップ」実施箇

所数（年度） 

 平成 27年度 小学校 6校・中学校 4校 

・保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校へ

リーフレット配布 

成果・効果 ・いじめ防止子どもワークショップの実施、こども総合相談の窓口を掲載したカー

ド及びリーフレットの作成・配布により、子どもを守る条例の普及啓発や相談窓

口の周知が図られた。 

 

 

 

 

 

お父さんやお母さんのお迎えがあるまで、１年生から６年生までが仲良く、

勉強したり、遊んだりしながら、放課後を楽しく過ごしています！ 

 

「こどもはたから」 

私たち市民の力で子どもたちを守りましょう！ 
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取 組 名 79 原爆被爆者に対する援護の充実 

概  要 原爆被爆者への援護施策の充実を図るため、国、衆議院、参議院及び長崎県選出国

会議員に対し、要望活動を実施した。 

事業期間 昭和 42年度～  

厚生労働大臣への要望 

 

主な取組み 

 

・毎年度、要望項目をまとめ、国等の関係機関

へ要望活動を実施 

成果・効果 ・介護保険利用助成対象サービスが 13サービス

から 15サービスへ拡大した。 

・原爆症認定審査に係る「新しい審査の方針」

が改正された。 

・在外被爆者に対する保健医療助成費の限度額

引き上げられた。 

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に

基づく医療費が、平成 28年 1月から在外被爆

者に支給されることとなった。 

・被爆二世健康診断に、平成 28年度から多発性

骨髄腫検査が追加された。 

・被爆体験者支援事業の対象合併症に認知症が

平成 28年度から追加された。 

これからも国への要望活動を

しっかりと行っていきます。 
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取 組 名 80 生活保護受給者就労支援  

概  要 生活保護受給者の就労による自立に向けて、ハローワークの専任職員、就労支援員、

就労支援担当ケースワーカー、就業訓練等の委託業者が連携、協力して支援した。 

事業期間 平成 17年度～  

 

就労支援イメージ 

主な取組み 

 

・福祉事務所と連携して行うハローワークの専

任職員による支援 

・市に配置した就労支援員による就労に向けた

具体的な支援 

・就労支援担当ケースワーカーによる就労指導

の実施 

・就業訓練、職業紹介、離職防止及び求人開拓

等を民間有料職業紹介事業者に委託して支援 

実  績 ・支援対象者と就職者（年度） 

 Ｈ23 対象者 596人（うち就職者 139人) 

 Ｈ24 対象者 775人（うち就職者 240人） 

 Ｈ25 対象者 1,082人（うち就職者 340人） 

 Ｈ26 対象者 1,253人（うち就職者 371人） 

Ｈ27 対象者 1,194人（うち就職者 408人） 

成果・効果 ・就労支援体制の充実を図ってきた結果、多くの支援者が就労支援を受けることで

就職することができた。 

 

取 組 名 81 健康遊具の普及、配置 

概  要 市民の健康増進を図るため、市民が行う 

健康づくりに向けた身体活動・運動に 

有効な健康遊具等を公園に設置した。 

事業期間 平成 24～29年度  

健康遊具設置の様子 

主な取組み 

 

・健康遊具等の設置 

・健康遊具を使った運動教室開催 

実  績 ・健康遊具を設置した公園数（年度） 

Ｈ24 １公園（黒崎永田湿地自然公園） 

Ｈ25 ２公園（秋寄公園、矢上団地近隣公園）  

Ｈ26 ３公園（祝捷山公園、元宮公園、脇岬

ふれあい公園） 

Ｈ27 １公園（えがわ運動公園） 

・運動教室の開催回数 延 74回（Ｈ24～27年度） 

成果・効果 ・健康遊具の設置に伴い意識的に体を動かす人が増え、高齢者の健康づくりに役立って

いる他、外出の機会や地域コミュニティーの活性化につながっている。 

お友達とおしゃべりしながら、健康

遊具で体を曲げたり、伸ばしたり、

楽しく運動しています。今では、散

歩と公園通いが日課です。 

「自分の可能

性が広がっ

た！」という嬉

しい声が届い

ています。 
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取 組 名 82 慢性腎臓病(CKD)予防対策 

概  要 市民の健康増進を図るため、慢性腎臓病（CKD）の重症化防止の体制づくりと予防の必

要性の周知等を行った。 

事業期間 平成 24年度～ 

イベント啓発の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
腎臓いきいき講座の様子  

 

 

 

主な取組み 

 

・かかりつけ医と専門医の紹介状による病診連携システ

ム及び CKD重症化防止のための訪問等栄養指導システ

ムの構築 

・市民へ CKDの予防の重要性を周知するための健康教室、

イベントの実施 

・市民団体との協働による啓発方法に関する意見交換会

の実施、啓発ツールの作成 

・啓発動画、チラシ、ステッカーなどの啓発デザイン作

成、ホームページ等の啓発活動実施 

実  績 ・病診連携システム（年度） 

病診連携医療機関数： 

H25 120箇所 ⇒ Ｈ27 134箇所 

紹介報告数：H25 ５件 ⇒  H27 304件             

・訪問等栄養指導システム（年度） 

依頼件数：H25 25件 ⇒ H27 71件 

・重症化予防教室（腎臓いきいき講座）（年度） 

参加者数：H24 161人 ⇒Ｈ27 246人 

・ＣＫＤ予防教室 Ｈ24 691人 ⇒ Ｈ27 1,461人 

・庁内外イベントによる啓発 

H24 ２回 566人 ⇒ H27 13回 2,307人 

成果・効果 ・市民の慢性腎臓病（CKD）の重症度に応じた CKD 重症化防止の体制をつくることがで

きた。 

・協働事業で作成した啓発ツールによって、CKDをわかりやすく伝えることができるよ

うになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て世代が多く集まる

「歯っぴいスマイルフェ

スティバル」、「子育てフェ

スタ」、「水フェスタ」など

のイベントで、ＣＫＤのこ

とをわかりやすくお伝え

しています！ 

リナル（リナル＝英語で腎臓をあらわす言葉の一つです） 

慢性腎臓病の予防の大切さを市民に啓発します。 

平成 25 年 9 月の開設よりホームページの閲覧数が

4,500件を超えました！ 

 慢性腎臓病 

予防啓発キャラクター 

リナル 

自分の健康について見つ

め直すよい機会となりま

す。 
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取 組 名 83 新市立病院建設 

概  要 高度急性期医療の充実及び地域医療の連携強化を図るため、新市立病院の建設を進

め、平成 26年２月に第Ⅰ期棟を開院、平成 28年３月に第Ⅱ期棟の運用を開始し、

長崎みなとメディカルセンター市民病院及び成人病センターを統合した。 

事業期間 平成 20～28年度（整備期間） 

長崎みなとメディカルセンター市民病院 

主な取組み 

 

・計画に基づく新市立病院建設の推進 

・心臓血管外科や脳神経外科等の新設など救急

医療体制の充実、高度医療機器の整備 

実  績 ・新市立病院第Ⅰ期棟開院（平成 26年２月） 

・救急搬送人数（年） 

H23 2,003人、Ｈ24 2,305人、 

H25 2,695人、Ｈ26 3,127人、 

H27 3,379人 

・新市立病院第Ⅱ期棟運用開始（平成 28年３月） 

成果・効果 ・専門医をはじめ医療スタッフを確保し、新たに心臓血管外科や脳神経外科を開設

するなど、高度急性期医療提供体制の充実を図り、市民に対し、安全・安心な医

療の提供を行うことができた。 

 

 

取 組 名 84 包括ケアまちんなかラウンジ運営 

概  要 病気等により療養を余儀なくされた患者やその家族の安心した暮らしを実現するた

め、医療、難病、介護・福祉の総合相談窓口、在宅医療提供の連携及び普及・啓発

の拠点となる「包括ケアまちんなかラウンジ」を設置し、運営した。 

事業期間 平成 23年度～ 

まちんなかラウンジ周知ポスター 

主な取組み 

 

・医療、難病、介護・福祉に関する総合相談の実施 

・医療、難病、介護・福祉に関する講演会や交流会の開催 

・緩和ケアや在宅医療等に関する講座の開催 

・在宅医療提供機関等との会議開催、連携 

実  績 ・相談者数（年度） 

 Ｈ23   435人、Ｈ24 1,375人、Ｈ25 1,719人、 

Ｈ26 1,914人、Ｈ27 2,108人 

成果・効果 ・医療・介護・福祉の総合相談窓口として、療養を余儀なくされた患者さんやご家

族を支援することで、安心した生活につなげた。 

・平成 25年度から土曜日の午後も開所するとともに、ピアサポーター（※）による

支援を実施することにより相談機能のさらなる充実を図った。 

※ピアサポーターとは、がんを体験した方やその家族、あるいはがん患者と深く関わってき

た方が仲間（ピア）として「体験を共有し、ともに考える」ことで、がん患者やその家族

を支援する人のこと。 

 

平成28年3月に成人病センターと統

合し、7 月から 513 床の病院として

全面開院しました。 

相談員が、あなたの病気や介護などに関する悩み事・不安などの相

談をお受けします。お気軽にご相談ください。相談は無料です。 
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取 組 名 85 国際理解教育の推進（外国語指導助手（ALT）の学校配置 等） 

概  要 児童生徒が生の英語に接し、英語に対する興味を高め、国際感覚豊かな子どもの育

成を図るため、外国語指導助手（ALT）と外部指導者を全市立小中学校に派遣した。 

事業期間 平成 24年度～  

 

 

 

 

 

 

 
ＡＬＴの活動の様子 

主な取組み 

 

・ALTや外部指導者による小学校でのハローイ 

ングリッシュ活動や外国語活動の実施、中学

校での担任と共同での授業の実施 

・出島等の市の施設を利用した ALT と児童生徒

の交流イベントの実施 

・中学生英語スピーチコンテストの実施 

実  績 ・ALT配置数（年度） 

 Ｈ23 14人⇒ H27 37人 

・長崎県ジュニア・イングリッシュ・チャレン

ジ 13級合格者（年度） 

H23  73.7％ ⇒ H27 96.8％ 

成果・効果 ・児童生徒が ALTと自然に話す姿や、他国の文化に興味関心を持つ姿が見られた。 

・国際交流イベントは、毎回、定員を大きく上回る応募があった。 

 

取 組 名 86 学校図書館司書の学校配置 

概  要 児童生徒の学力向上と豊かな心を育むため、読書活動を支援する学校図書館司書を

市内小中学校に配置した。 

事業期間 平成 21年度～  

 

 

 

 

 

 

 
司書の活動の様子 

主な取組み 

 

・市内小中学校における学校図書館司書の配置 

・司書、司書教諭、図書ボランティア、図書委

員会の児童生徒の連携による読書活動の校内

支援体制の強化 

・学校図書館を活用した学習活動の実施 

実  績 ・学校図書館司書の配置（年度） 

 H23  18人 ⇒ H27 43人 

・学校図書館における１人あたりの貸出冊数 

（年度） 

   Ｈ23 小学校 53.1冊、中学校  6.1冊 

⇒ Ｈ27 小学校 75.1冊、中学校 13.1冊 

成果・効果 ・学校図書館の環境整備が進み、長期休業中も中学校の学校図書館利用が進んだ。 

・市立図書館との連携が深まった。 

 

Ｇ 私たちは「豊かな心を育むまち」をめざします 

英語を使ったクイズやゲーム

が楽しく、たくさんの国の

方々と話せてうれしかった！ 

貸出冊数大幅アップ！学校図

書館がとても利用しやすくな

りました！調べる学習もぐっ

と広がっています。 
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取 組 名 87 はじめまして絵本（ブックスタート）開始 

概  要 子どもの豊かな感性や心を育み、生涯にわたる読書習慣につなげるため、絵本を親

子で読むきっかけづくりとして４か月児健診時の親子に絵本引換券を配布した。 

事業期間 平成 23年度～  

絵本の受取りの様子 

主な取組み 

 

・４か月児健診会場において、司書が親子での

読書の意義を説明のうえ絵本引換券を配布 

・引換場所である図書館、公民館図書室等で実

施している「読み聞かせ」や各種講座等への

参加を促進 

実  績 ・絵本への引換率（年度） 

 Ｈ23 58.7％ ⇒ H27  79.6％ 

成果・効果 ・親子で読書をする機会を提供するとともに、 

引換場所である公民館等の利用へつなげる 

ことができた。 

 

 

取 組 名 88 米飯給食（小中学校）の増加 

概  要 児童生徒の健康的な食習慣の実現と地元食材を活用した地産地消の推進のため米飯

給食の回数を増やすとともに、米飯提供を弁当箱方式からお碗方式へ移行完了した。 

事業期間 平成 24～26年度 

ご飯をお碗につぎ分ける様子 

主な取組み 

 

・米飯給食の週３回実施 

・米飯提供方法の見直し 

  弁当箱方式からお碗方式への移行 

実  績 ・１週間（５日）あたりの米飯日数（年度） 

 Ｈ23 2.4日 ⇒ Ｈ26 3.0日 

・お碗方式への移行完了校数（年度） 

 Ｈ23 30校 ⇒ Ｈ26 111校 

（全校完了） 

 

成果・効果 ・お碗方式になって、子どもたちは、お碗につぐ量を考えながら上手に、楽しそう

につぎ分けている。弁当箱では持って食べることが難しかったが、持ちやすいお

碗になり、食べる姿勢も良くなった。 

・より保温力のある容器にしたことで、「ごはんが温かくておいしい。」と子ども

達にも好評。ご飯の量も個人に合わせ、おかわりも出来るようになり、子どもた

ちの成長に見合った給食の提供が可能となった。 

 

 

「いないいないばあ」

など３冊の中からお好

きな１冊を選べます。 

温かいご飯になって嬉しい！ 

家と同じようにつぐことができ、給食の時間が

楽しみ！ 
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取 組 名 89 日吉青年の家（自然体験型宿泊研修施設）の建替え 

概  要 少年の健全な育成と市民の生涯学習の振興を図るため、老朽化した日吉青年の家を

長崎ならではの自然体験学習ができる新たな宿泊研修施設として建替え、平成 28年

４月 1日から日吉自然の家として供用開始した。 

事業期間 平成 24～28年度 

 
「日吉自然の家」 

 

主な取組み 

 

・基本設計の実施（Ｈ24） 

・実施設計、土質調査の実施（Ｈ25） 

・新本館建築、新体育館棟建築（Ｈ26～27） 

・旧館解体、グラウンド整備（Ｈ28） 

成果・効果 ・市内の小学校５年生が２泊３日の宿泊学

習を行い、地域と協働による長崎ならで

はの体験学習や市民の生涯学習の活動が

できる環境整備が整った。 

 

 

取 組 名 90 長崎市科学館設備等改修（プラネタリウムのリニューアル） 

概  要 科学館の魅力向上と科学教育の振興を図るため、老朽化したプラネタリウムの施設を

更新・改修した。 

事業期間 平成 24～25年度 

リニューアルしたプラネタリウム 

主な取組み 

 

・改修図面の作成 

・プラネタリウムを映し出す機器本体の設

計書の作成 

・改修工事の実施 

・プラネタリウムのリニューアルの PR 

成果・効果 ・世界最多の星を映しだす最も先進的なプ

ラネタリウムとして世界一に認定され

た機器を導入するとともにスクリーン

と床の全面張替や観覧しやすい座席へ

の改修、バリアフリーへの対応などを行

い、学習機会の場の充実が図られた。 

 

 

 

 

 

 

地域と協働した農業体験、魚調理

体験、ペーロン体験など、長崎な

らではの体験ができる！ 

 

１億４千万個の星で天の川を

忠実に再現！双眼鏡で見る

と、一つひとつの星を確認で

きます。 

リクライニングシートで素敵

なひとときを！ 
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取 組 名 91 恐竜化石等の発掘調査 

概  要 長崎で見つかった恐竜化石の研究及び発掘調査を進めるとともに、ふるさと長崎を

大切に思う心を育むため、恐竜化石を学習資源とし、PRビデオやリーフレットを作

成した。 

事業期間 平成 25年度～  

 
長崎でみつかった 

日本初のティラノサウル科大型種の歯の化石 

主な取組み 

 

・福井県立恐竜博物館との共同発掘調査 

 研究を開始 

・科学館で化石等を展示 

・恐竜化石等研究推進員を設置し、学習 

 に関する調査・研究の実施（H26～） 

・PRビデオ作成（H26） 

・恐竜化石の周知を図るための子ども向け 

 リーフレット作成（H27） 

実  績 ・発掘調査回数 

H25 1回、H26 1回、H27 2回 

・化石標本数（恐竜以外の翼竜、カメ、ワ

ニ、スッポン、硬鱗魚等も含む） 

H25 121点、H26 98点、H27 108点 

成果・効果 

 

 

 

・長崎で数多くの種類の恐竜が生息してい

たことが判明したとともに、ふるさと長

崎への愛着と長崎の自然史への興味関

心を高める学習機会の提供につながっ

た。 

 

このほかにも翼竜や鎧竜 

などたくさんの恐竜等の 

化石が見つかっています！ 
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取 組 名 92 青潮学園（小中一貫教育校）開校 

概  要 野母崎地区４小学校の統合と野母崎中学校の改築にあわせ、市で初の試みとなる義

務教育９年間を通じ一貫した教育課程を取り入れた小中一貫教育校「青潮学園」を

整備し、平成 26年４月に開校した。 

事業期間 平成 21～25年度  

 

 

 

 

 

 

 
青潮学園 

主な取組み 

 

・地元協議 

・土質等各種調査 

・基本実施設計 

・各種工事（既存校舎等解体、校舎・屋内

運動場・給食室・プール・武道場建設、

運動場整備 等） 

・太陽光発電設備 

・雨水利用システム 

・開校記念式典開催 

 

成果・効果 ・小中一貫教育のシステムで得られる学習指導や生徒指導等の様々な成果を、市内

の小・中学校の連携に生かしている。 

 

取 組 名 93 ファミリープログラムの推進 

概  要 家庭教育力の向上を図るため、PTA 会員等を対象とした各種研修会でファミリープ

ログラム(※)を実施した。 

※参加者が少人数のグループに分かれ、子育てについて語り合う参加型のワークショップ形

式の学習プログラム 

事業期間 平成 23年度～ 

ファミリープログラム実施の様子 
 

主な取組み 

 

・各小中学校における PTA研修会や学級懇談

会等で実施 

・市 PTA連合会の専門部ごとの研修会で実施 

・活動の手引書作成、配布 

・市 PTA連合会母親部会への研究委託 

・幼稚園・保育園の保護者を対象に実施 

・教職員対象にスキルアップのために実施 

・日本 PTA全国研究大会第２分科会で実施 

（H26） 

実  績 ・実施回数・延べ参加者数（年度） 

 Ｈ23 26回 ⇒ Ｈ27 196回 

Ｈ23 599人 ⇒  Ｈ27 10,140人 

成果・効果 ・保護者の参画意識を高めることができ、 

家庭教育力の向上が図られた。 

最終学年は“９年生”。 

「夢のような」学校、「夢をかなえ

る」学校を目指します！ 

知らない人とも笑いを交

えて和やかにつながるこ

とで、知恵や悩みを共有

し、教育への安心感が得

られます。 
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取 組 名 94 長崎がんばらんば国体・大会開催 

概  要 広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力

の向上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに国

民生活を明るく豊かにすることを目的として、「第69回国民体育大会・長崎がんば

らんば国体」及び障害者が競技を通じてスポーツの楽しさを体験するとともに、国

民の障害に対する理解を深め、障害者の社会参加に寄与することを目的として「第

14回全国障害者スポーツ大会・長崎がんばらんば大会」が平成26年に開催された。 

事業期間 平成 21～26年度 

長崎がんばらんば国体開会式の様子 

主な取組み 

 

・実行委員会の設立、開催 

・大会にかかる各種準備 

・大会運営 

・国体に向けたジュニアスポーツ競技

力向上対策 

 

 

実  績 ・長崎がんばらんば国体・大会開催 

 国体・大会参加者数 239,136人 

・国体の経済効果 103億 2000万円 

※実績は長崎市内開催分 

 

 

成果・効果 ・多くの感動とともに、人々の心に深く残るすばらしい国体・大会となった。 

また、スポーツ振興や長崎市の魅力発信など、スポーツの力で地域が活性化する

よう取組む契機となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様のご協力により、参加者にとって

満足度の高い大会となりました！ 
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取 組 名 95 まちなか音楽会開催 

概  要 市民演奏家の発表の機会創出と市民が身近に音楽を楽しむ機会の創出のため、中心

商店街で「まちなか音楽会」を開催した。 

事業期間 平成 22年度～ 

音楽会の様子 

 

主な取組み 

 

・出演者募集 

・公開オーディション実施 

・音楽会 PR 

・音楽会開催 

 

実  績 ・出演応募数（年度） 

 Ｈ23 30組、Ｈ24 22組、Ｈ25 30組 

Ｈ26 22組 Ｈ27 30組 

・参加者数（年度） 

 Ｈ23 1,059人 ⇒ Ｈ27 611人 

 

成果・効果 ・市民演奏家の発表の場として定着しつつあり、中心商店街での開催であることか

ら、来場者も多く、まちなかに賑わいを与える役割も果たした。 

 

 

取 組 名 96 長崎アートプロジェクト 

概  要 市民が芸術文化を身近に感じ、興味と関心を高めるため、アーティストやその作品、

及びその制作過程に直接触れる機会を提供した。 

事業期間 平成 23年度～ 

作品制作の様子 
 

主な取組み 

 

・国内外で活躍するアーティストによる滞

在制作 

・滞在期間中にワークショップ、展覧会、

トークイベント等の開催 

・サポーター募集による制作への市民参加 

 

 

実  績 ・参加者、観覧者数（年度） 

 Ｈ23 303人 ⇒ Ｈ27 201人 

 

成果・効果 ・開催する地域の住民や施設、商店街などと連携することにより、多くの市民が美

術（現代アート）の楽しさに触れることができた。 

 

長崎の“まちなか”に賑わいを！ 

長崎ゆかりのアーティストの熱い演

奏で盛り上げます。 

「難しそう」というイメージが強い

現代アートの面白さを知るきっかけ

づくりを目指します！ 
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取 組 名 97 自治会活動の手引き作成 

概  要 自治会運営の参考としての情報を提供するため、「自治会活動の手引き」を作成・配

布した。 

事業期間 平成 25年度  

 
自治会活動の手引き 

主な取組み 

 

・自治会活動を活性化させるための先進的な取

組み事例や問題解決の方法、活用可能な補助

制度等を掲載した手引きを作成 

・各自治会に３部ずつ配布 

成果・効果 ・地域の課題解決のきっかけづくりにつながっ 

た。 

 

 

取 組 名 98 団塊シニア世代向け情報誌「ながさきダンカーズ」の発行 

概  要 市民活動団体と協働し、団塊シニア世代のセカンドデビューにつながるような幅広

い情報の提供を行った。 

事業期間 平成 23～26年度  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
団塊シニア世代向け情報誌 

「ながさきダンカーズ」 

 

 

主な取組み 

 

・情報誌「ながさきダンカーズ」を発行 

（3,000部×11号） 

・団塊シニア世代を対象に「ながさきダンカー

ズ・フェスタ」を開催（Ｈ25年 11月） 

成果・効果 ・読者を中心とした市民活動団体「ながさきダ

ンカーズ倶楽部」が発足し、団塊シニア世代

の交流の場及び様々な活動へと展開した。 

・フェスタをきっかけに、ラジオ新番組「集ま

れ！飛び出せ！団塊フレンズ」が生まれ、新

たな情報発信や場づくりにつながった。 

 

 

 

Ｈ 基本構想の推進（つながる＋創造する） 

情報誌を通じて、団塊シニア世代同士

のつながりができ、新たな取り組みを

始めるきっかけができました。 

「困った時には、まずこの手引きを開いてみる」と自治

会長さんにも好評です♪ 
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取 組 名 99 市民活動の表彰（ランタナ大賞） 

概  要 公益的な活動に取り組む市民活動団体の活動充実と今後の活動発展のきっかけづく

りにつなげるため、市民活動団体に対し、その活動を市民・企業・行政が連携して

表彰した。 

事業期間 平成 25年度～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ランタナ大賞2014 

（公開プレゼンテーション審査会＆表彰式） 

主な取組み 

 

・市民代表、協賛企業、市で構成する実行委員

会において､選考方法や審査方法などの詳細

を決定 

・応募団体から提出されたエントリーシートに

ついて、市民活動センター登録団体同士で互

選を行い､この結果を参考に、第一次選考通過

団体を決定 

・第一次選考通過団体が一堂に会して公開プレ

ゼンテーションを行い、審査員と来場者の投

票で賞を決定 

・全応募団体の活動紹介を小冊子にして、公開

プレゼンテーション審査会や情報ラックで配

布 

成果・効果 ・市民活動団体のモチベーションやＰＲ力の向

上につながった。 

・様々な市民活動を市民や企業に知ってもらう

きっかけとなった。 

・市民活動に対する寄附意識の醸成につながっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日、会場の皆さんの1票で表彰

団体が決まります。どこが1位か

ドキドキの発表！ 

より多くの団体、市民、企業も参

加して、みんなで活動を盛り上げ

ましょう！ 
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取 組 名 100 提案型協働事業の推進 

概  要 市民活動団体等の発想を活かした事業の企画提案を募集し、市民と行政が協働して、

多様な地域課題の解決に取り組む「提案型協働事業」を推進した。 

事業期間 平成 21年度～  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
現川町地域の活性化に向けた美化推進事業の様子 

（現川川をきれいにしよう会＆農林整備課） 

主な取組み 

 

・市民活動団体及び行政からテーマを募集 

・事業報告会、説明会及び相談会を開催 

・１次審査、２次審査を実施 

・中間報告会を開催 

・協働化を図る「協働クロストーーク！」を開  

 催 

成果・効果 ・市民活動団体と行政担当課が知り合い、互い

に理解を深め、協働のパートナーとしての信

頼関係を築くことができた。 

・行政単独では手の届かない、専門性の高い分

野において､きめ細かなサービスを提供する

ことで市民満足度を高めることができた。 

 

 

 

取 組 名 101 あじさいコール（コールセンター）運営 

概  要 ワンストップによる市民サービスの向上、情報格差の解消及び電話応対業務の軽減

による業務の効率化を図るため、コールセンターを運営した。 

事業期間 平成 22年度～  

 

  
０９５-８２２-８８８８ 

主な取組み 

 

・コールセンターの運営 

 年中無休 ８：00～20：00 

・ＦＡＱ（よくある質問と回答）の充実、 

ホームページへの掲載 

・多言語対応 

・講座等の申し込み受け付け 

・コールセンターの周知 

実  績 ・コールセンターの市民満足度（年度） 

 Ｈ23 99.0％ Ｈ24 99.3％ 

Ｈ25 99.0％ Ｈ26 99.7％ Ｈ27 99.7％ 

成果・効果 ・ワンストップ対応により、市民の利便性が高まった。 

・ＦＡＱをホームページで公開することで、市民が自己解決しやすくなった。 

 

親切・ていねい

な対応を心が

けています。 
一人でも多く

の方に覚えて

いただくよう、

さまざまな方

法で PR して

います。 

何度も協議を重ね､実際に事業を行う

ことで､市民活動団体と行政の互いの

理解が深まり、信頼関係を築くことが

できました。 
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取 組 名 102 市長との地域懇談会開催 

概  要 地域の課題等を把握するとともに、住民の市政への理解を深めるため、地域におい

て市長が直接住民と語り合う懇談会を開催した。 

事業期間 平成 23～25年度  

  
地域懇談会の様子 

主な取組み 

 

・市内 36 地区における市長との地域懇談会

の開催 

・地域ごとの課題やニーズの把握 

実  績 ・開催地区数、住民参加者数（事業期間中） 

36地区 1,085人 

成果・効果 ・住民の市政への関心が深まった。 

・地域の課題やニーズを市政に反映させた。 

 

 

 

 

 

 

 

取 組 名 103 市民課窓口繁忙期休日開庁 

概  要 市民への窓口サービスの向上を図るため、市民課等窓口の繁忙期において休日開庁

を実施した。 

事業期間 平成 23年（平成 20年～平成 22年（試行期間））～  

  

休日開庁の様子 
（平成24年度の様子） 

主な取組み 

 

・３月中旬～４月初旬の連続する休日の最終日に開

庁（計 3日間） 

実  績 ・来庁者数（本館のみ・年度） 

 Ｈ23 1,002人 ⇒ Ｈ27  1,661人 

・処理件数（年度） 

 Ｈ23 1,734件 ⇒ Ｈ27 2,855件 

成果・効果 ・市民への窓口利用の利便性の向上が図られた。 

 

 

 

 

長崎市の現状や市政の主な取組

みについても説明しました。 

できるだけたくさんのご要

望やご意見を伺うよう努め

ました。 

休日だけしか来庁できないお客さまのニーズに応え

ての試みも、今ではすっかり定着し、より利用しやす

い市役所になっています。 
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取 組 名 104 「自治基本条例」制定に向けた検討 

概  要 長崎市のまちづくりの基本的なルールや役割分担を明文化する「自治基本条例」の

制定に向けて、市民の意見を反映させるための懇話会や検討委員会、地域での意見

交換会を開催し、検討を行った。 

事業期間 平成 25～27年度 

検討委員会の様子 

主な取組み 

 

・市民懇話会の設置、開催 

・自治基本条例シンポジウムの開催 

・検討委員会の設置、開催 

・地域での意見交換会の開催 

・アンケートやパブリック・コメント等

の実施 

実  績 ・市民懇話会 10回開催（Ｈ25年度） 

・検討委員会 21回開催（Ｈ26年度） 

・地域での意見交換会 18か所開催 

（Ｈ26年度） 

・最終報告書の提出（H27.3） 

成果・効果 ・長崎市独自の自治基本条例となる「長崎市よかまちづくり基本条例」を H27年 12

月 1日施行した。 

・まちづくりに対する市民の意識・意欲の醸成が図られた。 

 

取 組 名 105 市役所はってん機構（職員提案制度） 

概  要 市民サービス向上や業務効率化等の改善事例の全庁的な共有と活用を進めるため、

職員が提出した「改善報告」により改善活動を検証し、優秀改善事例を表彰した。 

事業期間 平成 19年度～  

主な取組み 

 

・職員からの「改善報告」の提出 

・「改善報告」の発表会（はってん改善 KIKOU会） 

・優秀改善事例の表彰 

実  績 ・改善報告数（年度） 

Ｈ23実施分    337件 

⇒ Ｈ27実施分  1,515件 

成果・効果  ・改善の事例 

通訳ボランティアの活用による外国人相談日を設定した（乳幼児健診・相談）。 

地元高校との協働により、模型「ミニ出島」を修復した。 

・年々報告件数が増加しており、職員に業務を見直そうとする意識が広がっている。 

☆発表会に参加した市民の方のご意見・ご感想（一部） 

・こんなにたくさんの改善事例があることに驚いた。 

・改善の成果を市民に伝えるべき。市役所が身近になる。 

～“ばってん”を“はっ

てん”へ ～ 

はってん改善KIKOU会の様子 

仕事の中の“ばってん（しかし・罰点）”を

“はってん（発展）”に変える取組みです。 

市民の皆様と行政が一緒になって話し合う

「協働スタイル」で、丁寧に時間をかけて

つくりあげました。 
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取 組 名 106 公共施設マネジメント基本計画の策定・推進 

概  要 人口減少、少子高齢化、税収の減少、施設の老朽化など、長崎市の将来を取り巻く

課題に対応し、市民の生活を守るために、必要な行政サービスを提供する公共施設

を適正に配置しようとするもので、今後の方向性を示す指針として「公共施設マネ

ジメント基本計画」を策定し、これに基づき推進している。 

事業期間 平成 23年度～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組み 

 

・公共施設の現状把握 

・公共施設の改修・更新経費のコストシミュレ

ーションの実施 

・財政負担を考慮した削減目標・計画期間の設

定及び公共施設の適正な保有のための具体的

方策を決定 

・広報ながさき特集号等による市民への周知・

啓発活動 

実  績 ・「長崎市公共施設白書」の作成（Ｈ23） 

・「長崎市公共施設マネジメント基本計画」の策

定（Ｈ23） 

・目標数値（平成 27年度から 30年間の施設の

改修・更新経費から約 879 億円を削減）及び

計画期間（平成 27年度から 15年間）の設定 

・行政サービス分野ごとに公共施設の将来の 

あり方を示す「長崎市公共施設の用途別適正

化方針」の策定（Ｈ27.２月） 

・公共施設の安全性及び機能性を維持し、長寿

命化を図るため、保全に関する取組み方針及

び保全のための実施事項を示す「長崎市公共

施設保全計画」の策定（Ｈ27.３月） 

・公共施設やインフラ施設について、総合的か

つ計画的な管理を推進するための基本的な考

え方を示す「公共施設等総合管理計画」を策

定（H28.２月） 

成果・効果 ・公共施設マネジメントを実践していくための基本理念を定め、また基本理念をよ

り具現化した基本的な目標を定めることによって、めざすべき姿を明確にするこ

とができた。 

 

 

 

人口減少 少子高齢化 

長崎市は、これらの問題を 
公共施設の適正な配置によって解決し、 
未来の子どもたちに 
できるだけ負担をかけずに 
引き継いでいく取組みを行います！ 

 そこで！ 
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取 組 名 107 未収金対策 

概  要 市税等の徴収事務の効率化と収納率の向上を図るため、市税等徴収の一元化を実施

するとともに、未収金の縮減の取組みを強化した。 

事業期間 平成 21年度～ 

長崎市債権管理マニュアル 

主な取組み 

 

・市税等の滞納処分の強化及び早期実施 

・長崎県地方税回収機構との連携 

・「長崎市債権管理マニュアル」の作成と当該マニ

ュアルに基づく指導・支援 

・収入未済がある所属に対するヒアリングの実施 

・職員向けの弁護士等による債権回収研修の実施  

・督促、催告等の基本的債権管理の徹底と法的措置

に向けた指導、支援の実施 

実  績 ・市税収納率（年度） 

 Ｈ23 92.8％ ⇒ Ｈ27 96.6％ 

成果・効果 ・市税等徴収一元化債権については、収納率が向上し、未収金が減少した。 

・徴収一元化以外の債権については、職員の知識の向上や基本的な債権管理の徹底

が図られた。 

  

取 組 名 108 行財政改革プランの策定 

概  要 健全かつ効率的な行財政運営を進めるため、定員管理、人件費削減、財政の健全化

を重点目標とした行財政改革プランを平成 23年 8月に策定し、行財政改革に取り組

んだ。 

事業期間 平成 23～27年度  

 

 

長崎市行財政改革プラン 

主な取組み 

 

・市民との協働による事業推進 

 自主防災組織の結成促進 等 

・選択と集中による事業の重点化と業務の効率化 

政策評価システムの有効活用、ICT（情報通信技

術）を積極的に活用した事務の効率化、窓口サー

ビスの一元化、公の施設への指定管理者制度の導

入拡大、業務の民間委託の拡大、外郭団体等の見

直し 等 

・効率的な行政体制の構築と人材育成 

将来の人員体制の目標の策定、業務改善の推進 

等 

・健全な財政基盤の確立 

 給与の適正化、負担金・補助金の見直し、地方債

発行の抑制 等 

市税等は納期限までに納めましょう。 
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実  績 ・定員管理 

 正規職員数 

Ｈ23.４.１ 3,267人  

⇒ Ｈ28.４.１ 3,036人 

・人件費削減（決算額）（年度） 

 総人件費 

Ｈ21 362億円 ⇒ Ｈ27 314億円 

・財政の健全化（決算）（年度） 

 経常収支比率 

 H21 96.1％ ⇒ H27 93.3％ 

 実質公債費比率 

 H21 13.3％ ⇒ H27 6.2％ 

 将来負担比率 

 H21 105.3％ ⇒ H27 81.0％ 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率 

 H21 黒字 ⇒ H27 黒字 

 市債発行額（臨時財政対策債等を除く） 

 H21 146億円 ⇒ H27 142億円 

 市税収納率（滞納繰越分を含む） 

 H21 92.3％ ⇒ H27 96.6％ 

 財政調整基金及び減債基金の合計額 

 H21 77億円 ⇒ H27 178億円 

 

成果・効果 ・行財政改革プランにおける重点目標の達成に向けて、各種取り組みを着実に実行

し、健全かつ効率的な行財政運営を進めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆様の協力を得なが

ら、長崎市の明るい未来の実

現に向け、積極的な改革に取

り組んでいきます。 
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取 組 名 109 行政サテライト機能再編成プロジェクト 

概  要 地域の課題を地域に身近な場所で解決できる仕組みをつくるため、支所、行政センタ

ーを含めた市役所の機能を再編成する。 

事業期間 平成 23年度～ 

 

 

主な取組み 

 

・「支所等あり方検討プロジェクトチーム」

設置（Ｈ20） 

・「長崎市支所等あり方検討委員会」設置（Ｈ

22） 

・行政サテライト機能再編成プロジェクト

始動（Ｈ23） 

・約 14,000 件の事務について、「身近な場

所で行うもの」、「拠点に集約して行うも

の」、「本庁で行うもの」に振り分け、組

織体制等を検討 

・支所が地域の最先端の組織となるよう、

地域のまちづくりを支援する取り組みを

検討 

成果・効果 ・支所の窓口における取扱業務について、専門的な業務を除き、行政センターと同程

度の範囲まで拡充した。（平成 27年１月） 

 

 

取 組 名 110 市税等コンビニ収納開始 

概  要 市民へのサービスの向上を図るため、市税等のコンビニエンスストアでの納付を開

始した。 

事業期間 平成 19年度～ 

 

主な取組み 

 

・軽自動車税のコンビニ納付開始（Ｈ19～） 

・市税等の再発行分の納付開始（Ｈ23～） 

・市税等の納付開始（Ｈ24～） 

成果・効果 ・市民の利便性が向上した。 

・納期限内納付の促進が図られた。 

・督促状発送件数が減少した。 

 

 

 

24時間、土日も利用可能！ 

便利になり助かるというお声を多くいただいています。 

「支所でできる手続きが増えて、 

本庁まで行く手間が省けた。」などの

お声をいただいています。 
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